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指示

命令

　＜指導の品目区分別の状況＞

指導
件数

　生鮮食品計 　加工食品計

農産物 米 畜産物 水産物
農産

加工品
畜産

加工品
水産

加工品
その他の
加工食品

H24下半期 236 121 50 12 34 25 135 52 11 58 14

H25上半期 210 105 44 6 26 29 125 38 13 61 13

H25下半期 230 122 52 13 18 39 125 46 12 49 18

　＜指導の対象となった事業者による情報提供の方法＞

指導
件数

H24下半期 236

H25上半期 210

H25下半期 230

39

注：１つの指導の中で複数の品目区分の食品が対象となったケースがあり、品目区分数の合計は指導件数と一致
　　 しない。

（25年10月～26年3月）

平成25年度上半期

10

（25年4月～25年9月）（24年10月～25年3月）

計

ＪＡＳ法の品質表示基準に係る指導の件数等

平 成 ２ ６ 年 ５ 月

消 費 者 庁

農 林 水 産 省

　ＪＡＳ法の品質表示基準に係る国（消費者庁及び農林水産省）による指導の件
数等は以下のとおりです。

平成24年度下半期 平成25年度下半期

（単位：件数）

指導 230236 210

品目区分数

4

00

10

30

注：１つの指導の中で複数の品目区分の食品が対象となったケースでは、品目区分ごとに情報提供の方法を整
      理しており、その合計は指導件数と一致しない。

（※）　資料

0

ウェブサイト 手紙等

256 1

店頭告知

39

社告

43 173

230 0 42 158

　　平成２５年度下半期における指導の分類：資料２

247 0 43 165

　　平成２５年度下半期における指導の状況：資料１



事業者
所在地

品目
区分

品目 主な違反区分 主な違反内容
違反事実の

主な告知方法

岩手 加（水） うなぎ加工品、塩干魚介類、調味した魚介類 保存方法の誤表示・欠落 保存方法の不表示 ウェブサイト

山形 加（水） 総菜 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせず表示 ウェブサイト

山形 加（農） 農産物漬物 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせず表示 ウェブサイト

山形 加（他） 惣菜詰め合わせ、惣菜 その他 惣菜詰め合わせについて一括表示の不表示 ウェブサイト

茨城 農 生鮮農産物 原産地の誤表示・欠落 「鳥取県産」を「島根県産」と表示 店頭告知

茨城 加（農） パン 期限表示の誤表示・欠落 1日先の消費期限を表示 ウェブサイト

群馬 加（農） たけのこ水煮 原材料名の誤表示・欠落 原材料と添加物を区分せず表示 ウェブサイト

群馬 加（他） いなりずし 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 店頭告知

千葉 水 うに 原産地の誤表示・欠落 「アメリカ」を「北海道産」と二重に表示 店頭告知

千葉 加（他） 手巻寿司 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 ウェブサイト

埼玉 農 ネーブルオレンジ 名称の誤表示・欠落 「オレンジ」を「バレンシアオレンジ」と表示 手紙等

埼玉 加（農） 和生菓子、洋生菓子 原材料名の誤表示・欠落 和生菓子について原材料の不表示、誤表示 ウェブサイト

埼玉 加（他） 弁当 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 店頭告知

東京 加（農） 豆乳 その他 表示が禁止されている「自然」を表示 ウェブサイト

東京 農 生鮮農産物 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示 店頭告知

東京 米 袋詰精米、袋詰玄米 その他 袋詰精米について一括表示の不表示 店頭告知

東京 農 パプリカ 原産地の誤表示・欠落 「韓国産」を「国産」と表示 店頭告知

東京 加（水） 塩干魚介類 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、期限表示名の不表示 店頭告知

東京 水 サーモントラウト 名称の誤表示・欠落 「サーモントラウト」を「サーモン」と表示、「養殖」の不表示 店頭告知

東京 水 めかじき 原産地の誤表示・欠落 原産地の誤表示 店頭告知

東京 加（水） うなぎ加工品 期限表示の誤表示・欠落 「消費期限」を「賞味期限」と表示 店頭告知

神奈川 加（畜） ハム、ソーセージ 原料原産地名の誤表示・欠落 ハムについて「カナダ産」を「国産原料肉使用」と表示、内容量の誤表示 店頭告知

神奈川 加（農） 菓子 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 手紙等

静岡 農 生鮮農産物 原産地の誤表示・欠落 「栃木県産」、「長野県産」を「千葉県産」と表示 店頭告知

福井 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 ｢福井県産」と「北海道産」を使用したものに「福井県産」と表示 店頭告知

愛知 農 生鮮農産物 原産地の誤表示・欠落 原産地「フィリピン産」の不表示 店頭告知

愛知 農 生鮮農産物 原産地の誤表示・欠落 「岩手県産」を「茨城県産」と表示 店頭告知

愛知 米 袋詰玄米 原料玄米の誤表示・欠落 「国内産」を「三重県産」と表示 店頭告知

三重 農 生鮮農産物 原産地の誤表示・欠落 包装に「香川産」、ポップに「香川、徳島産」と表示 店頭告知

滋賀 農 生鮮農産物 原産地の誤表示・欠落 包装に「大阪府産」、プライスラベルに「長野県産」、ポップに「信州産」と表示 店頭告知

大阪 水 あゆ 養殖表示の誤表示・欠落 「養殖」の不表示 手紙等

大阪 加（水） 加工魚介類 内容量の誤表示・欠落 内容量の不表示 店頭告知

大阪 農 キウイフルーツ、カットたまねぎほか2品目 原産地の誤表示・欠落 キウイフルーツについて原産地「ニュージーランド」の不表示 店頭告知

大阪 農 にがうり、にんじん 原産地の誤表示・欠落 にがうりについて「和歌山県産」を「長崎県産」と表示 店頭告知

兵庫 加（農） 麦類若葉加工品 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限の不表示 店頭告知

兵庫 水 さば 原産地の誤表示・欠落 「和歌山」を「青森県産」と表示 手紙等

兵庫 加（畜） 調理冷凍食品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 ウェブサイト

兵庫 加（水） 塩干魚介類、塩蔵海藻類 原材料名の誤表示・欠落 塩干魚介類について添加物の誤表示 店頭告知

兵庫 農 ピーマン 原産地の誤表示・欠落 包装に「大分県産」、ポップに「兵庫産」と表示 店頭告知

和歌山 農 なす 原産地の誤表示・欠落 「徳島県産」を「和歌山産・他」と表示 店頭告知

鳥取 加（水） わかめ加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、重量順とせず表示 ウェブサイト

福岡 加（農） 菓子パン、食パン 原材料名の誤表示・欠落 菓子パンについて原材料の不表示、重量順とせず表示、 ウェブサイト

福岡 加（他） 総菜パン 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 ウェブサイト

佐賀 農 生鮮農産物 原産地の誤表示・欠落 原産地「北海道産」の不表示 店頭告知

・月別、所在地別、食品の品目区分別に分類している。（１つの指導で複数の品目区分の食品が対象となったケースについては、品目区分間を破線で示している。）

・品目区分は以下のとおり。

　　農：農産物、米：玄米・精米、畜：畜産物、水：水産物

　　加（農）：農産加工品、加（畜）：畜産加工品、加（水）：水産加工品、加（他）：その他の加工食品

平成２５年度下半期における指導事案の状況（１）
（平成２５年１０月）

品目  

資料１



事業者
所在地

品目
区分

品目 主な違反区分 主な違反内容
違反事実の

主な告知方法

青森 加（農） しょうゆ 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示 ウェブサイト

宮城 加（農） 洋生菓子 期限表示の誤表示・欠落 1ヶ月先の賞味期限を表示 店頭告知

茨城 加（農） 茹でえだまめ 原産国の誤表示・欠落 原産国「台湾」の誤表示 店頭告知

栃木 水 生鮮水産物 原産地の誤表示・欠落 「韓国」を「静岡」と表示 店頭告知

千葉 農 生鮮農産物 原産地の誤表示・欠落 「長野県産」を「群馬県産」と表示 店頭告知

千葉 農 生鮮農産物 原産地の誤表示・欠落 「福島県産」を「秋田県産」と表示 店頭告知

埼玉 農 生鮮農産物 原産地の誤表示・欠落 「福島県産」を「長野県産」と表示 店頭告知

埼玉 農 なし 原産地の誤表示・欠落 「茨城県産」又は「福島県産」をポップに「福岡県産」と表示 店頭告知

東京 水 生鮮水産物 原産地の誤表示・欠落 「和歌山県産」を「愛知県産」、「岐阜県産など」と表示 店頭告知

東京 加（水） うなぎ加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示、添加物の不表示 店頭告知

東京 加（農） 茹でえだまめ 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 店頭告知

東京 農 生鮮農産物 原産地の誤表示・欠落 包装に「群馬県産」、ポップに「鹿児島県産」と表示 店頭告知

東京 加（畜） 畜産加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 店頭告知

東京 加（水） 水産加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料、添加物の不表示 店頭告知

神奈川 畜 豚肉 原産地の誤表示・欠落 ポップに「カナダ産」、包装に「アメリカ産」と表示 店頭告知

神奈川 畜 牛肉 品種の誤表示・欠落 「ホルスタイン種」を「交雑種」と表示 店頭告知

神奈川 米 袋詰精米 その他 玄米が生産された当該年以降に精白したものに「新米」と表示 手紙等

神奈川 農 りんご 名称の誤表示・欠落 「サンつがる」を「サンふじ」と表示 店頭告知

静岡 農 生鮮農産物 原産地の誤表示・欠落 「アメリカ産」を「カナダ産」と表示 店頭告知

静岡 水 生鮮水産物 原産地の誤表示・欠落 原産地の誤表示 店頭告知

石川 加（農） 焼き菓子、パン類 原材料名の誤表示・欠落 焼き菓子について添加物の不表示、原材料を重量順とせず表示 ウェブサイト

新潟 農 生鮮農産物 原産地の誤表示・欠落 個包装に「北海道産」、ポップに「宮崎産」と表示 店頭告知

三重 加（水） 水産加工品 名称の誤表示・欠落 「紅鮭」を「銀鮭」と表示 店頭告知

愛知 加（他） 健康食品 期限表示の誤表示・欠落 2年先の賞味期限を表示 手紙等

愛知 水 さけ、まさば、まだら 原産地の誤表示・欠落 さけについて「北海道産」を「北海道・他産」と表示 店頭告知

大阪 加（水） うなぎ加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、重量順とせず表示 店頭告知

大阪 加（農） いりさや落花生 内容量の誤表示・欠落 内容量の不表示 店頭告知

大阪 加（農） 和生菓子、こんにゃく 期限表示の誤表示・欠落 和生菓子について2月先の期限を表示 店頭告知

大阪 水 サーモン 名称の誤表示・欠落 「サーモン」を｢キングサーモン｣と表示、「養殖」の不表示 店頭告知

大阪 加（水） 加工魚介類 原材料名の誤表示・欠落 原材料、添加物の不表示、原料原産地｢オランダ産｣を｢島根県産｣と表示 店頭告知

大阪 加（水） 加工魚介類 名称の誤表示・欠落 「ベニズワイガニ｣を「ずわいがに｣と表示、原材料の不表示、誤表示 店頭告知

兵庫 加（水） 蒸したこ 保存方法の誤表示・欠落 保存方法の不表示 店頭告知

兵庫 加（農） 農産物漬物 期限表示の誤表示・欠落 10日先の期限を表示 ウェブサイト

奈良 農 しいたけ 菌床表示の誤表示･欠落 ｢菌床｣の不表示 店頭告知

奈良 農 生鮮農産物 原産地の誤表示・欠落 「岩手県産｣を「北海道産｣と表示 店頭告知

和歌山 農 生鮮農産物 原産地の誤表示・欠落 「千葉県産」をポップに「宮崎産」、プライスラベルに「宮崎県産」と表示 店頭告知

岡山 加（水） スモークサーモン 期限表示の誤表示・欠落 １ヵ月先の賞味期限を表示 店頭告知

岡山 農 生鮮農産物 原産地の誤表示・欠落 「群馬」を「国産」と表示 手紙等

広島 農 生鮮農産物 原産地の誤表示・欠落 「広島県産」を「岡山産」と表示 店頭告知

徳島 加（水） うなぎ蒲焼 原材料名の誤表示・欠落 原材料、保存方法の誤表示 ウェブサイト

福岡 水 生鮮水産物 原産地の誤表示・欠落 「鳥取県産」を「長崎県産」と表示 店頭告知

佐賀 農 野菜詰め合わせ 名称の誤表示・欠落 名称の不表示 手紙等

・月別、所在地別、食品の品目区分別に分類している。（１つの指導で複数の品目区分の食品が対象となったケースについては、品目区分間を破線で示している。）

・品目区分は以下のとおり。

　　農：農産物、米：玄米・精米、畜：畜産物、水：水産物

　　加（農）：農産加工品、加（畜）：畜産加工品、加（水）：水産加工品、加（他）：その他の加工食品

平成２５年度下半期における指導事案の状況（２）
（平成２５年１１月）

品目  



事業者
所在地

品目
区分

品目 主な違反区分 主な違反内容
違反事実の

主な告知方法

北海道 農 しいたけ 菌床表示の誤表示･欠落 栽培方法の不表示 手紙等

北海道 加（水） 揚げかまぼこ 原材料名の誤表示・欠落 原材料を二重に表示 手紙等

青森 加（水） たこ加工品、いか加工品 原材料名の誤表示・欠落 たこ加工品について原材料を重量順とせず表示 店頭告知

宮城 加（畜） 調味した食肉 原料原産地名の誤表示・欠落 「メキシコ産」を「アメリカ産」と二重に表示 店頭告知

福島 加（農） 焼菓子 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限の不表示 ウェブサイト

群馬 加（水） うなぎ加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 店頭告知

千葉 加（水） うなぎ加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 店頭告知

埼玉 加（水） 塩干魚介類 原産国の誤表示・欠落 原産国「中華人民共和国」、原料原産地「アイスランド」を「ノルウェー」と二重に表示 店頭告知

埼玉 水 まぐろ 原産地の誤表示・欠落 「韓国産」を「静岡県産」と表示 店頭告知

埼玉 加（水） 煮干魚介類 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 店頭告知

埼玉 加（農） ブルーベリージャム 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限の不表示、名称について「ブルーベリー」の不表示 ウェブサイト

東京 加（農） 茹でえだまめ 原材料名の誤表示・欠落 原材料、原産国「台湾」の不表示 店頭告知

東京 加（農） 加工食品 原料原産地名の誤表示・欠落 「長崎県産」を「北海道産」と表示 ウェブサイト

東京 水 さんま、ほたて、かきほか３品目 原産地の誤表示・欠落 さんまについて「宮城県産」を「宮城産他」と表示 店頭告知

東京 加（他） 調味料 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限の印字不良 ウェブサイト

神奈川 加（水） 塩蔵魚介類 原材料名の誤表示・欠落 添加物の不表示、誤表示 店頭告知

神奈川 水 かれい 名称の誤表示・欠落 名称の誤表示、原産地「北海道産」を「福井県産」と表示 手紙等

神奈川 米 袋詰精米 その他 玄米が生産された当該年以降に精白したものに「新米」と表示 手紙等

神奈川 畜 牛肉 その他 「肩ロース」を「もも」、「もも」を「肩ロース」と表示 手紙等

静岡 水 さけ 原産地の誤表示・欠落 「宮城県産」を「北海道産」と二重に表示 手紙等

静岡 加（他） 惣菜 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 店頭告知

新潟 農 生鮮農産物 原産地の誤表示・欠落 「茨城産」を「長野県」と表示 店頭告知

岐阜 水 生鮮水産物 原産地の誤表示・欠落 「太平洋、静岡」を「台湾(太平洋)産」と表示 店頭告知

愛知 農 オレンジ、生しいたけ 原産地の誤表示・欠落 オレンジについて「オーストラリア産」を「アメリカ産」と表示 ウェブサイト

大阪 加（水） さんまみりん干 名称の誤表示・欠落 「さんまみりん干し｣を｢さばみりん｣と表示、原材料の不表示、誤表示 店頭告知

大阪 加（水） しめさば 期限表示の誤表示・欠落 5日先の期限を表示 店頭告知

大阪 加（畜） 焼鳥 原産国の誤表示・欠落 「中華人民共和国｣を「国産｣と二重に表示 店頭告知

兵庫 加（農） 加工食品 原材料名の誤表示・欠落 「ぶなしめじ｣を｢しめじ｣と表示 ウェブサイト

兵庫 加（他） 加工食品 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせず表示、添加物の不表示 ウェブサイト

兵庫 米 袋詰精米 原料玄米の誤表示・欠落 「25年産」を｢24年産｣と表示 店頭告知

兵庫 農 精米 その他 「25年産」を｢24年産｣と誤認させる表示 店頭告知

奈良 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「静岡県産｣を｢愛知県産｣と表示 店頭告知

奈良 加（他） 調理食品 原材料名の誤表示・欠落 「ブラックタイガー」を「車海老」と表示 手紙等

徳島 米 袋詰精米 原料玄米の誤表示・欠落 事実と異なる産地を表示、「精米」を「玄米」と表示 店頭告知

香川 水 生鮮水産物 解凍表示の誤表示・欠落 「解凍」の不表示 店頭告知

福岡 加（水） 水産加工品 名称の誤表示・欠落 名称の誤表示、原料原産地「ニュージーランド」を「長崎産」と二重に表示 店頭告知

福岡 水 生鮮水産物 原産地の誤表示・欠落 「千葉県産」を「鳥取産」と表示 店頭告知

福岡 加（農） 茹でえだまめ 原産国の誤表示・欠落 原産国「タイ」または「インドネシア」の不表示 店頭告知

福岡 米 袋詰精米 その他 一括表示の不表示 店頭告知

宮崎 水 生鮮水産物 養殖表示の誤表示・欠落 「養殖」、「解凍」の不表示 店頭告知

宮崎 加（水） 塩干魚介類、みりん干魚介類ほか1品目 原材料名の誤表示・欠落 塩干魚介類について原材料、内容量の不表示 店頭告知

宮崎 加（他） 惣菜 原材料名の誤表示・欠落 原材料、添加物の不表示 店頭告知

・月別、所在地別、食品の品目区分別に分類している。（１つの指導で複数の品目区分の食品が対象となったケースについては、品目区分間を破線で示している。）

・品目区分は以下のとおり。

　　農：農産物、米：玄米・精米、畜：畜産物、水：水産物

　　加（農）：農産加工品、加（畜）：畜産加工品、加（水）：水産加工品、加（他）：その他の加工食品

平成２５年度下半期における指導事案の状況（３）
（平成２５年１２月）

品目  



事業者
所在地

品目
区分

品目 主な違反区分 主な違反内容
違反事実の

主な告知方法

北海道 加（農） 生めん 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限までの期間が3月以内のものについて日にちの不表示 ウェブサイト

北海道 加（水） 加工魚介類 期限表示の誤表示・欠落 1年先の賞味期限を表示 手紙等

宮城 加（水） 乾燥わかめ 原産国の誤表示・欠落 原産国「中国」の不表示 店頭告知

福島 米 袋詰米穀 原料玄米の誤表示・欠落 検査米と未検査米を使用したものに「未検査米　国内産　１０割」と表示 ウェブサイト

群馬 水 生鮮水産物 養殖表示の誤表示・欠落 「養殖」の不表示 店頭告知

群馬 水 生鮮水産物 原産地の誤表示・欠落 「太平洋（静岡）産」を「フィジー産」と表示 店頭告知

千葉 加（水） いか加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 店頭告知

埼玉 加（農） 乾燥マンゴー 原産国の誤表示・欠落 原産国の不表示 ウェブサイト

埼玉 加（農） 乾しいたけ 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地「国産」の不表示 手紙等

埼玉 農 キウイフルーツ 原産地の誤表示・欠落 「ニュージーランド産」を「福岡県産」と表示 店頭告知

東京 加（農） 焼き菓子 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 手紙等

東京 加（農） 果汁入り飲料 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 手紙等

東京 加（農） 焼き菓子、洋菓子 期限表示の誤表示・欠落 焼き菓子について10年先の賞味期限を表示 店頭告知

東京 米 袋詰玄米 原料玄米の誤表示・欠落 「25年産」を「24年産」と表示 手紙等

東京 加（水） 水産加工品 製造者の誤表示・欠落 表示責任者の不表示 手紙等

東京 加（農） 青汁、茶類 原産国の誤表示・欠落 青汁について原産国「中国」の不表示 ウェブサイト

東京 加（水） 水産加工品 原材料名の誤表示・欠落 「ヒトエグサ」を「青のり」と表示 店頭告知

東京 加（農） チョコレート菓子 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 ウェブサイト

神奈川 加（水） 衣つけしたえび 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせず表示 手紙等

神奈川 加（畜） ベーコン 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 店頭告知

神奈川 水 さけ 原産地の誤表示・欠落 「宮城県志津川産」を「岩手県産」と二重に表示 店頭告知

静岡 水 生鮮水産物 解凍表示の誤表示・欠落 「解凍」の不表示 店頭告知

静岡 水 生鮮水産物 原産地の誤表示・欠落 「台湾産」を「台湾産太平洋」と表示 店頭告知

新潟 加（農） 米菓 原材料名の誤表示・欠落 添加物を重量順とせず表示 ウェブサイト

愛知 農 キャベツ 原産地の誤表示・欠落 「愛知県産」を「群馬県産」と表示 店頭告知

愛知 水 生鮮水産物 原産地の誤表示・欠落 「愛媛」を「高知」と表示 店頭告知

愛知 水 生鮮水産物 原産地の誤表示・欠落 「福岡」を「三重県産」と表示 店頭告知

兵庫 畜 牛肉 名称の誤表示・欠落 「食道｣を｢牛すじ｣と表示 店頭告知

兵庫 水 生鮮水産物 原産地の誤表示・欠落 「メキシコ産｣を｢オーストラリア産｣と表示 店頭告知

兵庫 農 生鮮農産物 原産地の誤表示・欠落 「北海道｣を｢京都産｣と表示 店頭告知

兵庫 農 生鮮農産物 原産地の誤表示・欠落 ｢茨城産｣、「栃木産｣、「大分産｣を「長野｣と表示 店頭告知

兵庫 農 ミニトマト 名称の誤表示・欠落 名称の不表示 店頭告知

大阪 加（農） 野菜加工品 内容量の誤表示・欠落 内容量の誤表示 手紙等

奈良 水 カレイ 名称の誤表示・欠落 「笹カレイ」を｢水カレイ｣と表示 店頭告知

大阪 農 だいこん 原産地の誤表示・欠落 「徳島｣、「長崎｣、「鹿児島｣、「和歌山｣、「兵庫｣を「熊本｣と表示 店頭告知

大阪 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「岡山県産」を｢群馬県産｣と表示 店頭告知

徳島 加（水） 煮干魚類 保存方法の誤表示・欠落 保存方法の不表示 店頭告知

広島 加（畜） 畜産加工品 原産国の誤表示・欠落 「国産」を「中国」と表示 店頭告知

高知 農 トマト 原産地の誤表示・欠落 「愛媛県産」を「高知県」と表示 店頭告知

福岡 加（他） 調味料 原料原産地名の誤表示・欠落 ｢カナダ産」を「国産」と表示 店頭告知

福岡 加（畜） 鶏肉加工品 原料原産地名の誤表示・欠落 「ブラジル」を「国産」と表示 店頭告知

佐賀 加（畜） 畜産加工品 名称の誤表示・欠落 名称、原材料の誤表示 手紙等

福岡 加（農） 豆腐 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 手紙等

福岡 加（農） 豆腐 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 ウェブサイト

鹿児島 農 白ねぎ 原産地の誤表示・欠落 「中国産」を「鹿児島県産」と二重に表示 店頭告知

福岡 加（農） 食パン その他 着色料を使用したものについて着色料を使用していないと誤認させる表示 ウェブサイト

鹿児島 畜 牛肉 その他 肉の部位を誤認させる表示 店頭告知

・月別、所在地別、食品の品目区分別に分類している。（１つの指導で複数の品目区分の食品が対象となったケースについては、品目区分間を破線で示している。）

・品目区分は以下のとおり。

　　農：農産物、米：玄米・精米、畜：畜産物、水：水産物

　　加（農）：農産加工品、加（畜）：畜産加工品、加（水）：水産加工品、加（他）：その他の加工食品

平成２５年度下半期における指導事案の状況（４）
（平成２６年１月）

品目  



事業者
所在地

品目
区分

品目 主な違反区分 主な違反内容
違反事実の

主な告知方法

北海道 加（畜） 食肉加工品 期限表示の誤表示・欠落 1年前の賞味期限を表示 ウェブサイト

北海道 加（水） 水産加工品 保存方法の誤表示・欠落 保存方法の不表示 ウェブサイト

岩手 加（農） 果実飲料、パン類、菓子ほか2品目 その他 果実飲料について表示が禁止されている「自然」を表示 ウェブサイト

岩手 加（水） 昆布漬物 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 ウェブサイト

岩手 加（他） レトルトパウチ食品、漬物詰め合わせ その他
レトルトパウチ食品について2種類以上の魚介類を使用したものに特定の種類のも
のを特に強調する表示

ウェブサイト

宮城 農 かぼちゃ 原産地の誤表示・欠落 「メキシコ産」を「北海道産」と表示 店頭告知

山形 水 めばちまぐろ、ぶり、真鯛ほか１品目 名称の誤表示・欠落 名称、原産地の不表示 店頭告知

山形 加（水） 蒸したこ、しめさば 原材料名の誤表示・欠落 蒸したこについて原材料、原料原産地「モーリタニア」の不表示 店頭告知

東京 加（他） 惣菜 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 店頭告知

東京 農 グレープフルーツ、アボガド、富有柿ほか11品目 名称の誤表示・欠落 グレープフルーツについて名称、原産地の不表示 店頭告知

東京 加（農） 焼き栗 原産国の誤表示・欠落 原産国「中国」の不表示 ウェブサイト

長野 加（農） 農産物瓶詰品 原材料名の誤表示・欠落 原材料、添加物の不表示 手紙等

静岡 加（水） 塩かずのこ 原産国の誤表示・欠落 原産国「中国」の不表示 店頭告知

静岡 加（農） 乾しいたけ 原産国の誤表示・欠落 原産国「中国」の不表示 手紙等

石川 農 生鮮農産物 原産地の誤表示・欠落 包装に「群馬県産」、ポップに「埼玉県産」と表示 店頭告知

愛知 加（水） ボイルずわいがに 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示 店頭告知

愛知 加（農） 農産物漬物 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 手紙等

滋賀 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「宮崎」を「鹿児島」と表示 手紙等

京都 水 生鮮水産物 原産地の誤表示・欠落 「インドネシア」を「太平洋」と表示 店頭告知

京都 農 生鮮農産物 原産地の誤表示・欠落 「ニューカレドニア産」を「ニュージーランド産」と表示 店頭告知

京都 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「宮崎県産」を「長崎県産」と表示 店頭告知

京都 畜 鶏肉 原産地の誤表示・欠落 「ブラジル産」を「鹿児島県産」と表示 店頭告知

大阪 農 ごぼう 原産地の誤表示・欠落 「北海道」を「青森産」と表示 店頭告知

大阪 水 きはだまぐろ 原産地の誤表示・欠落 「インド洋海域・日本産」を「太平洋海域・日本産」と表示 店頭告知

大阪 加（農） 農産加工品 保存方法の誤表示・欠落 保存方法の不表示、賞味期限の誤表示 ウェブサイト

大阪 加（他） 調理食品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、重量順とせず表示 店頭告知

兵庫 水 めばちまぐろ 名称の誤表示・欠落 「メバチ」を「きはだまぐろ」と表示 店頭告知

兵庫 水 生鮮水産物 原産地の誤表示・欠落 「静岡県産｣を｢和歌山産｣と表示、「解凍」の不表示 店頭告知

兵庫 加（水） うなぎ加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 店頭告知

兵庫 加（農） 米菓 その他 対象農産物を使用していないものに「遺伝子組換え原料を使用していない」旨を表示 店頭告知

岡山 米 袋詰精米 原料玄米の誤表示・欠落 「ななつぼし」を「きらら３９７」と表示 手紙等

広島 加（農） 洋生菓子 原材料名の誤表示・欠落 原材料、添加物の不表示 手紙等

高知 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「佐賀県産」を「宮崎県産」と表示 店頭告知

高知 米 袋詰精米 原料玄米の誤表示・欠落 産年の不表示 手紙等

福岡 農 生鮮農産物 原産地の誤表示・欠落 「熊本県産」を「宮崎県産」と表示 店頭告知

福岡 加（水） 加工水産物 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 店頭告知

福岡 加（他） 調理食品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 店頭告知

佐賀 水 生鮮水産物 原産地の誤表示・欠落 「熊本産」を「有明海」と表示 手紙等

鹿児島 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「アメリカ産」を「国産」と表示 店頭告知

・月別、所在地別、食品の品目区分別に分類している。（１つの指導で複数の品目区分の食品が対象となったケースについては、品目区分間を破線で示している。）

・品目区分は以下のとおり。

　　農：農産物、米：玄米・精米、畜：畜産物、水：水産物

　　加（農）：農産加工品、加（畜）：畜産加工品、加（水）：水産加工品、加（他）：その他の加工食品

平成２５年度下半期における指導事案の状況（５）
（平成２６年２月）

品目  



事業者
所在地

品目
区分

品目 主な違反区分 主な違反内容
違反事実の

主な告知方法

岩手 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 伝票に事実と異なる原産地を表示 手紙等

岩手 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「宮城県産」を「岩手県産」と表示、事実と異なる品種を表示 手紙等

宮城 加（水） 水産加工品 名称の誤表示・欠落 名称、原材料の不表示 ウェブサイト

栃木 水 生鮮水産物 原産地の誤表示・欠落 「熊本県産」を「愛媛県産」と表示 店頭告知

栃木 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「群馬県」を「会津」と表示 店頭告知

群馬 水 はがつお 名称の誤表示・欠落 「はがつお」を「生がつお」と表示 店頭告知

群馬 加（水） 水産加工品 原材料名の誤表示・欠落 添加物の不表示 店頭告知

群馬 水 生鮮水産物 原産地の誤表示・欠落 「三重県産」を「愛媛県産」と表示 店頭告知

千葉 農 長ねぎ 原産地の誤表示・欠落 「宮城県産」を「千葉県産」と表示 店頭告知

千葉 畜 豚肉 原産地の誤表示・欠落 「カナダ産」を「国産」と表示 店頭告知

埼玉 加（農） 和生菓子 期限表示の誤表示・欠落 消費期限の不表示 ウェブサイト

埼玉 米 袋詰精米 その他 定められた様式によらない表示 店頭告知

埼玉 農 米穀 原産地の誤表示・欠落 原産地「福島県産」の不表示 店頭告知

東京 水 まだい、ひらめ 原産地の誤表示・欠落 まだいについて「高知県産」を「エヒメ産」と表示 手紙等

東京 加（畜） 調味した豚肉 原料原産地名の誤表示・欠落 「米国産」を「国産」と表示 手紙等

東京 加（農） いり大豆 保存方法の誤表示・欠落 保存方法の不表示 手紙等

静岡 加（水） ゆでかに 原産国の誤表示・欠落 原産国「ロシア」、保存方法の不表示 店頭告知

静岡 加（水） ゆでかに 原産国の誤表示・欠落 原産国「カナダ」の不表示、原材料の誤表示 店頭告知

愛知 加（農） 菓子類 原材料名の誤表示・欠落 添加物を重量順とせず表示 ウェブサイト

岐阜 水 ぶり 原産地の誤表示・欠落 「大分県産」を「鹿児島県産」と表示 店頭告知

三重 畜 牛肉 品種の誤表示・欠落 「交雑種」を「黒毛和牛」と表示 店頭告知

三重 加（他） おせち料理 その他 一括表示の不表示 店頭告知

大阪 加（水） 加工魚介類 原産国の誤表示・欠落 原産国「カナダ」の不表示 店頭告知

大阪 加（水） 加工魚介類 原産国の誤表示・欠落 原産国「ロシア」の不表示 店頭告知

大阪 加（水） 加工魚介類 原産国の誤表示・欠落 原産国「アメリカ」の不表示 店頭告知

兵庫 米 袋詰玄米 その他 一括表示の不表示 店頭告知

兵庫 農 生鮮農産物 原産地の誤表示・欠落 個包装に「兵庫県」、ポップに「長野県産」と表示 店頭告知

兵庫 加（他） つくだ煮 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 店頭告知

兵庫 農 にんじん、白ねぎ 原産地の誤表示・欠落 「熊本」、「長崎」、「鳥取」を「北海道産、他」と表示 店頭告知

兵庫 農 ミニトマト 原産地の誤表示・欠落 原産地「大分」の不表示 店頭告知

和歌山 農 ながいも 原産地の誤表示・欠落 「青森県産」を「島根県産」と表示 店頭告知

佐賀 加（水） 干さわら 名称の誤表示・欠落 名称、原材料の誤表示 手紙等

鹿児島 加（畜） 鶏肉加工品 期限表示の誤表示・欠落 1年先の賞味期限を表示 ウェブサイト

・月別、所在地別、食品の品目区分別に分類している。（１つの指導で複数の品目区分の食品が対象となったケースについては、品目区分間を破線で示している。）

・品目区分は以下のとおり。

　　農：農産物、米：玄米・精米、畜：畜産物、水：水産物

　　加（農）：農産加工品、加（畜）：畜産加工品、加（水）：水産加工品、加（他）：その他の加工食品

平成２５年度下半期における指導事案の状況（６）
（平成２６年３月）

品目  



２５年１０月
～

２５年１２月

２６年１月
～

２６年３月
247 128 119

合計 122 63 59
計 52 32 20

名称の誤表示・欠落 5 3 2
原産地の誤表示・欠落 44 26 18
菌床表示の誤表示･欠落 2 2
その他 1 1

計 33 16 17
名称の誤表示・欠落 2 1 1
原産地の誤表示・欠落 31 15 16

計 14 12 2
名称の誤表示・欠落 3 2 1
原産地の誤表示・欠落 11 10 1

計 3 3
原産地の誤表示・欠落 1 1
菌床表示の誤表示･欠落 2 2

計 2 1 1
原産地の誤表示・欠落 1 1
その他 1 1

計 13 7 6
原料玄米の誤表示・欠落 7 3 4
その他 6 4 2

計 18 5 13
名称の誤表示・欠落 1 1
原産地の誤表示・欠落 13 3 10
品種の誤表示・欠落 2 1 1
その他 2 1 1

計 15 4 11
名称の誤表示・欠落 1 1
原産地の誤表示・欠落 10 2 8
品種の誤表示・欠落 2 1 1
その他 2 1 1

計 2 1 1
原産地の誤表示・欠落 2 1 1

計 1 1
原産地の誤表示・欠落 1 1

計 39 19 20
名称の誤表示・欠落 7 3 4
原産地の誤表示・欠落 27 13 14
解凍表示の誤表示・欠落 2 1 1
養殖表示の誤表示・欠落 3 2 1

計 15 5 10
名称の誤表示・欠落 2 2
原産地の誤表示・欠落 10 4 6
解凍表示の誤表示・欠落 2 1 1
養殖表示の誤表示・欠落 1 1

計 1 1
原産地の誤表示・欠落 1 1

計 23 14 9
名称の誤表示・欠落 5 3 2
原産地の誤表示・欠落 16 9 7
養殖表示の誤表示・欠落 2 2

農産物

野菜

平成２５年度下半期における指導の分類

品目区分 違反区分 合　計

総計
生鮮食品

果実

きのこ類

その他

米

畜産物

牛肉

豚肉

鶏肉

水産物

まぐろ

貝類

その他

資料２



２５年１０月
～

２５年１２月

２６年１月
～

２６年３月

品目区分 違反区分 合　計

合計 125 65 60
計 46 22 24

原材料名の誤表示・欠落 20 10 10
原料原産地名の誤表示・欠落 2 1 1
原産国の誤表示・欠落 6 2 4
内容量の誤表示・欠落 2 1 1
期限表示の誤表示・欠落 10 7 3
保存方法の誤表示・欠落 2 2
その他 4 1 3

計 9 7 2
原材料名の誤表示・欠落 5 4 1
原産国の誤表示・欠落 2 2
内容量の誤表示・欠落 1 1
期限表示の誤表示・欠落 1 1

計 4 1 3
原材料名の誤表示・欠落 1 1
原産国の誤表示・欠落 2 2
期限表示の誤表示・欠落 1 1

計 2 2
原料原産地名の誤表示・欠落 1 1
原産国の誤表示・欠落 1 1

計 2 2
原材料名の誤表示・欠落 1 1
その他 1 1

計 29 14 15
原材料名の誤表示・欠落 13 6 7
原料原産地名の誤表示・欠落 1 1
原産国の誤表示・欠落 1 1
内容量の誤表示・欠落 1 1
期限表示の誤表示・欠落 8 5 3
保存方法の誤表示・欠落 2 2
その他 3 1 2

計 12 5 7
原材料名の誤表示・欠落 3 2 1
原料原産地名の誤表示・欠落 4 2 2
原産国の誤表示・欠落 2 1 1
期限表示の誤表示・欠落 2 2

計 3 1 2
原料原産地名の誤表示・欠落 1 1
原産国の誤表示・欠落 1 1
期限表示の誤表示・欠落 1 1

計 5 2 3
名称の誤表示・欠落 1 1
原材料名の誤表示・欠落 2 1 1
原料原産地名の誤表示・欠落 2 1 1

計 4 2 2
原材料名の誤表示・欠落 1 1
原料原産地名の誤表示・欠落 1 1
原産国の誤表示・欠落 1 1
期限表示の誤表示・欠落 1 1

加工食品

農産加工

野菜
加工品

果実
加工品

きのこ類
加工品

米
加工品

その他
農産

加工品

畜産加工

牛肉
加工品

豚肉
加工品

鶏肉
加工品



２５年１０月
～

２５年１２月

２６年１月
～

２６年３月

品目区分 違反区分 合　計

計 49 27 22
名称の誤表示・欠落 6 4 2
原材料名の誤表示・欠落 25 16 9
原産国の誤表示・欠落 8 1 7
内容量の誤表示・欠落 1 1
期限表示の誤表示・欠落 4 3 1
保存方法の誤表示・欠落 4 2 2

計 8 7 1
原材料名の誤表示・欠落 6 5 1
期限表示の誤表示・欠落 1 1
保存方法の誤表示・欠落 1 1

計 41 20 21
名称の誤表示・欠落 6 4 2
原材料名の誤表示・欠落 19 11 8
原産国の誤表示・欠落 8 1 7
内容量の誤表示・欠落 1 1
期限表示の誤表示・欠落 3 2 1
保存方法の誤表示・欠落 3 1 2
製造者の誤表示・欠落 1 1

計 18 11 7
原材料名の誤表示・欠落 12 8 4
原料原産地名の誤表示・欠落 1 1
期限表示の誤表示・欠落 2 2
その他 3 1 2

「その他」の代表事例は以下のとおり。
・ 一括表示の不表示
・ 定められた様式によらない表示

うなぎ
加工品

その他
水産

加工品

注：１つの指導の中で複数の品目区分の食品が対象となったケースがあり、品目区分数の合計は指導件数と一致しない。

その他の
加工食品

水産加工


