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資 料 ５

１４年度以降の食肉に係る主な表示違反事例
（JAS法違反事例及び牛肉トレーサビリティ法違反事例）

番号 指示又は勧告年月 対象品目 違 反 の 内 容 違反該当法令

１ １９年７月 食肉 ・国産牛肉に異なる個体識別番号を表示して販売。 ・牛肉トレーサビリティ法

２ １９年６月 食肉 ・交雑種の国産牛肉に、国産黒毛和牛の個体識別番号を表 ・牛肉トレーサビリティ法
示して販売。

３ １９年３月 食肉 ・交雑種等の牛肉に「うまさ極上黒毛和牛」と表示して焼 ・ＪＡＳ法
肉セットをカタログ及びインターネットで販売。また、
同製品に「ロース」と表示していた牛肉はすべてもも肉
であった。さらに、平成１６年１１月から原産地を表示
せずに販売。

４ １９年２月 食肉 ・和牛と交雑種の国産牛肉に、過去に仕入れたホルスタイ ・牛肉トレーサビリティ法
ン種の個体識別番号を表示して販売。

５ １９年１月 食肉 ・交雑種の国産牛肉に、過去に仕入れた和牛の個体識別番 ・牛肉トレーサビリティ法
号を表示して販売。

６ １９年１月 食肉 ・鹿児島産牛肉に「飛騨牛」と表示して販売。 ・ＪＡＳ法
・アメリカ、メキシコ及びカナダ産豚肉を「鹿児島産」と ・牛肉トレーサビリティ法
表示して販売。

・ブラジル産の鶏肉を「宮崎産」又は「国産」と表示して
販売。

・鹿児島産牛肉に対して、過去に仕入れた飛騨牛の個体識
別番号を表示して販売。

７ １９年１月 食肉 ・北海道産及び宮崎県産交雑種に「鹿児島黒牛、品種 黒 ・ＪＡＳ法
毛和種、黒毛和牛」と表示して販売。

８ １８年１１月 食肉 ・仕入れた牛肉の原産地表示に誤りがあることを知りなが ・ＪＡＳ法
ら訂正することなく販売。

９ １８年７月 食肉 ・オーストラリア産交雑種牛肉であることを知りながら ・ＪＡＳ法
「豪州黒毛和種」と表示したシールを添付して販売。
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番号 指示又は勧告年月 対象品目 違 反 の 内 容 違反該当法令

１０ １８年６月 食肉 ・地鶏肉の格付けを受けていない鶏肉商品について 「厳 ・ＪＡＳ法、
格な基準である特定JASを取得した地鶏です」とJAS格付
品であるかのように表示して販売。

１１ １８年６月 食肉 ・和牛肉以外の国産牛肉に、過去に仕入れた和牛の個体識 ・牛肉トレーサビリティ法
別番号を表示して販売。

１２ １８年６月 食肉 ・和牛肉に対し、過去に仕入実績のない新潟県産和牛の個 ・牛肉トレーサビリティ法
体識別番号を表示して販売。

１３ １８年５月 食肉 ・ホルスタイン種の国産牛肉に対し、過去に仕入実績のな ・牛肉トレーサビリティ法
い交雑種の個体識別番号を表示して販売。

１４ １８年３月 食肉 ・交雑種の国産牛肉に対し、過去に仕入れた和牛の個体識 ・牛肉トレーサビリティ法
別番号を表示して販売。

１５ １８年３月 食肉 ・交雑種の国産牛肉に対し、過去に仕入れた和牛の個体識 ・牛肉トレーサビリティ法
別番号を表示して販売。

１６ １８年２月 食肉 ・交雑種等の国産牛肉に対し、過去に仕入れ実績のない和 ・牛肉トレーサビリティ法
牛の個体識別番号を表示して販売。

１７ １７年１１月 食肉 ・福岡県産以外の豚肉が含まれるのを承知していながら ・ＪＡＳ法
「福岡県産」と表示して販売。

１８ １７年９月 食肉 ・国産牛肉に対し、過去に仕入れた別の牛肉の個体識別番 ・牛肉トレーサビリティ法
号を表示して販売。

１９ １７年８月 食肉 ・オーストラリア産牛肉を国産牛肉に混ぜたものを 国産 ・ＪＡＳ法「 」
と、ニュージーランド産牛肉をオーストラリア産牛肉に ・牛肉トレーサビリティ法
混ぜたものを「オーストラリア産」と表示して販売。

・国産牛肉に対し、過去に仕入れ実績のない国産牛肉の個
体識別番号を表示して販売。

２０ １７年７月 食肉加工品 ・販売日前日に加工した牛肉の加工日について、違反であ ・ＪＡＳ法
ると知りながら販売当日の日付を表示して販売。

２１ １７年６月 食肉加工品 ・豚肉に実際の加工日ではなく加工日翌日の日付けを不正 ・ＪＡＳ法
表示と知りつつ表示して販売。
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番号 指示又は勧告年月 対象品目 違 反 の 内 容 違反該当法令

２２ １７年４月 食肉 ・国産牛肉に対し、過去に仕入れた別の牛肉の個体識別番 ・牛肉トレーサビリティ法
号を表示して販売。

・国産牛肉に輸入牛肉を混ぜ、過去に仕入れた別の牛肉の
個体識別番号を表示して販売。

２３ １７年３月 加工肉 ・故意に、豪州産牛と国産豚を原材料に使用した合挽ミン ・ＪＡＳ法
チに国産と表示して販売。

２４ １７年２月 食肉及び ・国産豚肉を銘柄豚肉「大山もち豚肉」と表示して販売。 ・ＪＡＳ法
加工肉 ・外国産原料を混入して「国産牛豚合挽肉」と表示して販

売。

２５ １６年１２月 食肉 ・銘柄鶏肉について長期にわたり事実と異なる銘柄名を表 ・ＪＡＳ法
示

２６ １６年７月 食肉加工品 ・内容量を実際よりも多い内容量で表示。 ・ＪＡＳ法
・国産原料を使用した製品に米国産の原料を使用した旨を
表示。

２７ １６年６月 食肉 ・ほとんどが宮崎県産以外の牛肉であるものを 宮崎県産 ・ＪＡＳ法「 」
と表示して販売。

２８ １６年６月 食肉 ・佐賀産和牛ヒレ肉でない牛肉を「佐賀産和牛 「黒毛 ・ＪＡＳ法」、
和牛ヒレステーキ（国産 」と表示して販売。）

２９ １６年６月 食肉 ・交雑種牛肉を「黒毛和牛」と表示して販売。 ・ＪＡＳ法
・宮崎産牛肉を「熊本産」と表示して販売。

３０ １６年４月 食肉 ・オーストラリア産牛肉を「国産」と表示して販売。 ・ＪＡＳ法
・アメリカ産鶏肉を「ブラジル産」と表示して販売。

３１ １６年３月 食肉 ・国産豚肉を「アメリカ産」と表示して販売。 ・ＪＡＳ法

３２ １５年２月 食肉加工品 ・調理冷凍食品に、 ・ＪＡＳ法
①「ノーザンビーフ産直協議会」産又は「薄牧場」産に
限定しているものに、北海道産牛肉を使用して販売。

②「北海道産」と表示しているものに、北海道産以外の
国産牛肉を混入して販売。
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番号 指示又は勧告年月 対象品目 違 反 の 内 容 違反該当法令

３３ １５年２月 食肉 ・米国産牛肉を「豪州産牛肉」と表示して販売。 ・ＪＡＳ法
・輸入牛肉の原産地を表示せず販売。

３４ １４年１２月 食肉加工品 ・食肉加工品に、 ・ＪＡＳ法
①米国産黒豚肉を使用しているものに鹿児島県産黒豚肉
を使用している旨を強調表示して販売。

②鹿児島県産以外の国産黒豚を使用しているものに鹿児
島県産黒豚肉を使用している旨を強調表示して販売。

③白豚肉（バークシャ種以外の豚）を使用しているもの
に黒豚（バークシャ種）を使用している旨を強調表示
して販売。

３５ １４年１０月 食肉 ・アメリカ産豚うで肉を「国産豚小間切れ肉」と表示して ・ＪＡＳ法
販売。

３６ １４年９月 食肉 ・山形県産黒毛和牛を 三重県産松阪牛 と表示して販売 ・ＪＡＳ法「 」 。

３７ １４年８月 食肉 ・とちぎ和牛又は神戸牛を「松阪牛」と表示して販売。 ・ＪＡＳ法
・栃木県産交雑種牛肉を「とちぎ和牛」と表示して販売。
・鹿児島県産和牛と確認できない牛肉を「鹿児島県産黒毛
和牛」と表示して販売。

３８ １４年８月 食肉加工品 ・食肉缶詰に、 ・ＪＡＳ法
①中国産牛肉加工品及び国産ホルスタイン種経産牛肉を
使用しているものに米沢牛肉のみ使用している旨を強
調表示して販売。

②松阪牛肉以外に輸入牛肉加工品及び国産ホルスタイン
種経産牛肉を使用しているものに松阪牛肉のみ使用し
ている旨を強調表示して販売。

③山形牛肉以外にオーストラリア産牛肉及び国産ホルス
タイン種経産牛肉を使用しているものに山形牛肉のみ
使用している旨を強調表示して販売。

３９ １４年８月 食肉加工品 ・以下のような不正表示をした製品を販売。 ・ＪＡＳ法
①使用食品添加物の一部不表示
②使用原材料の一部を不表示
③輸入豚肉を原材料に使用しているにもかかわらず国産
豚肉使用と強調表示
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番号 指示又は勧告年月 対象品目 違 反 の 内 容 違反該当法令

４０ １４年６月 食肉 ・オーストラリア、カナダ、アメリカ、山形県、熊本県、 ・ＪＡＳ法
、 、 「 」 。宮崎県 九州 国産牛肉を 鹿児島産 と表示して販売

・メキシコ、アメリカ、カナダ産豚肉を「鹿児島産」と表
示して販売。

・中国、ブラジル、岡山県、徳島県、高知県産鶏肉を「鹿
児島産」あるいは「但馬産」と表示して販売。

・中国、ブラジル産鶏肉を「宮崎県産」あるいは「高知県
産」と表示して販売。

４１ １４年４月 食肉 ・輸入鶏肉を福島県産ブランド 伊達鶏 と表示して販売 ・ＪＡＳ法「 」 。

４２ １４年４月 食肉 ・輸入鶏肉を「国産」と表示して販売。 ・ＪＡＳ法
・一般の鶏肉を銘柄鶏肉と表示して販売。

４３ １４年４月 食肉 ・ブラジル産鶏肉を外部に委託して詰め替えさせ 国産 ・ＪＡＳ法、「 」
と表示。

４４ １４年４月 加工食品 ・レトルトカレーの原料肉にアメリカ産を使用していなが ・ＪＡＳ法
（ﾚﾄﾙﾄ） ら「広島産」と表示して販売。

４５ １４年４月 食肉 ・東伯町産以外の豚肉及び和牛肉を「東伯産」と表示して ・ＪＡＳ法
販売。

４６ １４年４月 食肉 ・牛肉及び豚肉の産地を表示せずに出荷。 ・ＪＡＳ法

注１：ＪＡＳ法、牛トレーサビリティ法に基づく国の指示・公表及び勧告・公表事例をリストアップ。
注２：牛肉トレーサビリティ法については、平成１６年１２月に施行。


