
（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

北海道 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「宮崎県産」を「北海道産」と表示

北海道 水 うに 原産地の誤表示・欠落 「ロシア産」を「北方四島産」と表示

宮城 加(水) さきいか 原材料名の誤表示・欠落 原材料について重量順とせずに表示

宮城 加(水) するめ 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地でない「北海道前浜産」を表示

宮城 加(農) 乾しいたけ 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地、栽培方法の不表示

茨城 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「北海道産」を「茨城産」と表示

千葉 加(水) 焼きのり その他 一括表示の不表示

千葉 農 そらまめ 名称の誤表示・欠落 名称の不表示

千葉 農 しいたけ 菌床表示の誤表示・欠落 「菌床」の不表示

埼玉 加(農) 緑茶飲料 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地の不表示

埼玉 水 さんま 原産地の誤表示・欠落 「解凍・加熱用　宮崎県産」を「生食用　長崎県産」と表示

埼玉 農 ブロッコリー、かぶ、ターサイほか１０品目 名称の誤表示・欠落 名称、原産地の不表示

埼玉 畜 牛肉 品種の誤表示・欠落 「交雑牛　群馬県産」と伝達されたものを「赤城和牛」・「黒毛和種」と表示

埼玉 加(畜) 焼き鳥 内容量の誤表示・欠落 「１６本」入りを「１０本」、「10本」入りを「１６本」と表示

埼玉 農 りんご・ぶどう 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示

埼玉 農 レモン、アスパラガス 原産地の誤表示・欠落 レモンについて「アメリカ産」の不表示

埼玉 水 ほたて貝 養殖表示の誤表示・欠落 ｢養殖」を「天然」と表示

東京 加(畜) 牛豚合挽肉 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、「国産」表示が不明確

東京 加(農) 緑茶飲料 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地の不表示

東京 加(他) わらび餅 原材料名の誤表示・欠落 原材料と添加物を区分することなく表示

東京 加(他) チョコレート 原材料名の誤表示・欠落 使用している「カシス」を表示せず、使用していない「木苺」を表示

東京 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「栃木県産」、「鹿児島県産」及び「山梨県産」を混合して使用したものを「栃木県産」と表示

静岡 加(水) だしパック 名称の誤表示・欠落 原材料としていわし節と食塩を使用しているものに、名称「だしパック（煮干し）」原材料「煮干しいわし」と表示

静岡 加(農) 干し柿、干しいも 期限表示の誤表示・欠落 干し柿について、期限表示、製造業者及び原産国の事項名を表示せず、「中国産」のみを表示

新潟 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「青森県産」を「北海道産」と表示

石川 水 きはだまぐろ 原産地の誤表示・欠落 「バヌアツ産」を「インドネシア産」と表示

愛知 米 精米 原料玄米の誤表示・欠落 「富山産コシヒカリ」を「岩手産ひとめぼれ」と表示

岐阜 米 精米 原料玄米の誤表示・欠落 使用している品種の一部不表示

大阪 加(農) 調味料 原材料名の誤表示・欠落 トマトを使用していないものに「チリソース」と表示

大阪 加(農) 紅茶 その他 一括表示の不表示

大阪 水 まぐろ 原産地の誤表示・欠落 「スペイン産」を「福岡産」と表示

大阪 加(他) 黒糖アンダギーほか30品目 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示

兵庫 加(水) 紅鮭、ゆでだこ、うなぎ長焼き 原材料名の誤表示・欠落 紅鮭について「原材料は別途記載」と表示したが、原材料を不表示

兵庫 水 ひらめ 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示

兵庫 加(他) 焼き菓子 原材料名の誤表示・欠落 原材料と添加物を区分することなく表示

兵庫 加(水) たらこ、明太子、あじほか17品目 原産国名の誤表示・欠落 たらこについて原産国「韓国」を「ロシア産」と表示

和歌山 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「沖縄県産」を「鹿児島県産」と表示

広島 農 オレンジ、みつば、いんげんほか７品目 原産地の誤表示・欠落 オレンジについて「アメリカ産」を「南アフリカ」産と表示

広島 加(水) うなぎ蒲焼、ゆでだこ、かつおたたきほか13品目 原料原産地名の誤表示・欠落 うなぎ蒲焼について原産国の事項名の不表示

広島 加(水) ちりめんじゃこ 原材料名の誤表示・欠落 原材料名、原料原産地名の事項名の不表示

福岡 加(畜) 鶏むね肉カツレツ 原材料名の誤表示・欠落 原材料について「鶏肉」を「豚肉」、原料原産地について「国産」を「米国産」と表示

福岡 加(水) 鯨肉ベーコン 原材料名の誤表示・欠落 原材料についてプライスラベルと一括表示が異なる表示

福岡 農 キウイフルーツ、ミニトマト 原産地の誤表示・欠落 キウイフルーツについて「愛媛県産」を「福岡県産」と表示

佐賀 加(水) 一夜干しいか 原料原産地名の誤表示・欠落 内容量が「１枚」の商品に「インドネシア産」を「マレーシア産、インドネシア産、その他」と表示

・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

・※印は、消費者庁による指導事案

平成２２年度上半期における指導の状況（１）
(平成22年４月)
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事業者
所在地

品目
区分

品目 主な違反区分 主な違反内容

北海道 農 ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ、ｻﾆｰﾚﾀｽ、ｶﾗｰﾋﾟｰﾏﾝ、ほか４品目 原産地の誤表示・欠落 包装に「静岡産」、ポップに「北海道産」と表示

北海道 水 まぐろ 原産地の誤表示・欠落 「インド洋産」を「太平洋産」と表示

宮城 加(他) 温泉たまご 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地の不表示

福島 水 毛ガニ 名称の誤表示・欠落 「生毛がに」を「ボイル毛がに」と表示

茨城 加(水) 辛子明太子 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示及び誤表示

茨城 農 ほうれんそう、きゅうり、カラマンダリンほか１品目 原産地の誤表示・欠落 ほうれんそうについて原産地の不表示

東京 加(水) 明太子 原産国の誤表示・欠落 原産国の不表示、原料原産地について「米国又はロシア」と「中国」の双方を表示

東京 加(他) おにぎり※ その他 特色ある原材料表記品に異品種が混入

東京 農 セロリ、はくさい、たまねぎほか７品目 名称の誤表示・欠落 名称と原産地の不表示

東京 加(農) うこん加工品 表示責任者の誤表示・欠落 製造者名、販売者の所在地の誤表示

東京 加(農) きな粉 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地について「アメリカ産」を「中国産」と表示

神奈川 加(水) あみ佃煮、しらす干し、野沢菜ちりめんほか４２品目 原材料名の誤表示・欠落 あみ佃煮について原材料の不表示

神奈川 加(他) 調味した食肉団子商品 原材料名の誤表示・欠落 添付スープの原材料の誤表示

山梨 加(農) 農産物漬物 名称の誤表示・欠落 名称、表示責任者の不表示

新潟 農 キャベツ 原産地の誤表示・欠落 ｢愛知県産」を「兵庫県産」と表示

新潟 畜 牛肉 名称の誤表示・欠落 「オーストラリア産牛肉」を「アメリカ産豚肉」と表示

愛知 水 あさり 原産地の誤表示・欠落 「浜名湖産」を「愛知県産」と表示

大阪 加(畜) 鶏肉 保存方法の誤表示・欠落 保存方法の不表示

大阪 加(水) 乾燥わかめ 名称の誤表示・欠落 「乾わかめ」を「カットわかめ」と表示

大阪 水 たい 原産地の誤表示・欠落 ｢愛媛産」を「長崎産」と表示

大阪 農 レモン 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示

大阪 農 セロリ 原産地の誤表示・欠落 「福岡産」を「静岡産」と表示

大阪 水 たいのあら、ほたるいか 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示

大阪 農 大根 原産地の誤表示・欠落 「長崎産」を「徳島産」と表示

兵庫 畜 牛内臓肉 原産地の誤表示・欠落 「オーストラリア産」を「国産」と表示

奈良 農 大根 原産地の誤表示・欠落 ｢長崎産」を「宮崎産」と表示

和歌山 水 さごし、あかかれい、ひいか 原産地の誤表示・欠落 さごしについて「長崎産」を「富山県」と表示

島根 加(水) 子持ちししゃも 期限表示の誤表示・欠落 消費期限の事項名を賞味期限と表示し、１ヶ月先の年月日を表示

岡山 加(他) チョコレート菓子 原材料名の誤表示・欠落 原材料のピーナツ、卵の不表示

広島 加(農) たけのこ水煮 原材料名の誤表示・欠落 使用していない添加物を表示

広島 農 たまねぎ、にんじん、レッドオニオンほか６品目 原産地の誤表示・欠落 たまねぎについて包装に「長崎県産」、ホップに「鹿児島産・佐賀産」と表示

山口 水 ふぐ刺身 原産地の誤表示・欠落 「長崎県産」を「山口県産」と表示

山口 水 まぐろ 原産地の誤表示・欠落 「太平洋(国産品）、台湾、韓国、フィージー」を「日本、台湾、その他」と表示

愛媛 米 精米 精米年月日の誤表示・欠落 精米年月日の誤表示

愛媛 水 あじ 原産地の誤表示・欠落 「愛媛県産」を「京都府産」と表示

福岡 加(水) いくら 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、内容量「１Ｐ」と表示し又は不表示

福岡 水 銀鮭 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示

熊本 加(他) かりんとう その他 別の商品の一括表示シールを表示

平成２２年度上半期における指導の状況（２）
(平成22年５月)
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事業者
所在地

品目
区分

品目 主な違反区分 主な違反内容

北海道 農 清見 原産地の誤表示・欠落 包装に「愛媛県産」、ポップに「和歌山県産」と表示

宮城 畜 豚肉 原産地の誤表示・欠落 「アメリカ産」を「国産」と表示

宮城 畜 豚肉 原産地の誤表示・欠落 「アメリカ産」を「国産」と表示

茨城 農 キャベツ 原産地の誤表示・欠落 ｢神奈川産」を「茨城産」と表示

茨城 加(他) 洋生菓子 期限表示の誤表示・欠落 消費期限の不表示

茨城 加(他) 干しそば 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示

茨城 加(他) ポテトサラダ 原料原産地名の誤表示・欠落 じゃがいもについて「倶知安産」を「富良野産」と表示

群馬 畜 豚内臓肉 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示

群馬 加(畜) ボイル豚内臓肉 表示責任者の誤表示・欠落 製造業者名及び原料原産地名の不表示

千葉 加(他) 菓子 その他 一括表示の不表示

埼玉 加(水) ゆでほたるいか 原料原産地名の誤表示・欠落 ｢兵庫産」を「富山産」と表示、原材料名の不表示

埼玉 加(農) キムチ 原材料名の誤表示・欠落 原材料と添加物を区別せず表示、賞味期限の不表示

埼玉 加(他) パスタ その他 別の商品の一括表示ラベルを表示

埼玉 水 まだい 原産地の誤表示・欠落 「山口産」を「千葉産」と表示

東京 加(農) たけのこ水煮 期限表示の誤表示・欠落 賞味年月日の誤表示

東京 水 さんま 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示

東京 加(他) しょうゆ その他 表示規制対象外の小麦に「遺伝子組み換え原料でない」と表示

東京 加(農) 緑茶 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地の不表示

東京 加(他) 調理食品 原材料名の誤表示・欠落 「ひらたけ」を「ひらたけしめじ」と表示

東京 加(農) 調味梅干し 名称の誤表示・欠落 「調味梅干し」を「梅干（塩漬）」と表示、漬け原材料を区分せず表示

東京 水 真たら 原産地の誤表示・欠落 「アメリカ産」を「宮城産」と表示

東京 加(水) 焼きたら 原料原産地名の誤表示・欠落 「アメリカ産」を「宮城産」と表示

東京 加(水) さば味噌漬け 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせず表示

東京 加(他) アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイス その他 一括表示の不表示

東京 米 精米、玄米 内容量の誤表示・欠落 内容量が５㎏に満たないものに「５ｋｇ（白米１割減）」と表示

東京 加(他) 生菓子 その他 別の商品の表示ラベルを表示

東京 農 にんにく、ながいも 原産地の誤表示・欠落 包装に「岩手県産」、プライスカードに「青森産」と表示

東京 米 玄米、精米 その他 一括表示の不表示

東京 加(水) 水産物加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料、原料原産地の不表示

東京 水 生鮮水産物 原産地の誤表示・欠落 原産地、養殖の不表示

愛知 農 きゅうり、小なす 原産地の誤表示・欠落 ｢高知県産」を「愛知県産」と表示

大阪 農 大根 原産地の誤表示・欠落 「鹿児島産」を「千葉産」と表示

大阪 畜 豚肉 原産地の誤表示・欠落 「アメリカ産」を「カナダ産」と表示

大阪 加(水) かつおたたき、いくら醤油漬け 原料原産地名の誤表示・欠落 かつおたたきについて「静岡県（太平洋海域）」を「静岡県焼津産」と表示

大阪 加(水) かつおたたき、ゆでほたて貝柱、いくら醤油漬け 原材料名の誤表示・欠落 かつおたたきについて使用していない「食塩」を表示

大阪 農 大根、ごぼう、グリーンアスパラほか1品目 原産地の誤表示・欠落 大根について「長崎県」を「千葉県」と表示

大阪 加(水) 蒸しほたて貝柱 原料原産地名の誤表示・欠落 「青森県産」を「青森産　岐阜産」と表示

大阪 加(水) かつおたたき 原材料名の誤表示・欠落 原材料として使用していない「食塩」を表示

大阪 加(水) かつおたたき、ゆでほたて、いくら醤油漬け 原材料名の誤表示・欠落 原材料として使用していない「食塩」を表示

大阪 加(他) ドーナツ 期限表示の誤表示・欠落 消費期限を2日短く表示

大阪 加(水) さんま開き、ちりめんじゃこ、しらすほか１品目 原料原産地名の誤表示・欠落 さんま開きについて「三陸産」を「北海道」と表示

兵庫 加(畜) 牛内臓肉加工品 原産国の誤表示・欠落 原産国の不表示

和歌山 農 キャベツ、グリーンリーフ 原産地の誤表示・欠落 「愛知産」を「群馬産」と表示

岡山 水 かます 原産地の誤表示・欠落 「宮崎県産」を「岡山県産」と表示

広島 加(水) あさりむきみ 名称の誤表示・欠落 「アケ貝」を「あさり」と表示

高知 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示、生産者名の誤表示

平成２２年度上半期における指導の状況（３）
(平成22年６月)

違反

　

品目

3



事業者
所在地

品目
区分

品目 主な違反区分 主な違反内容

北海道 加(他) イカサラダ、イカの酢味噌あえ 原料原産地名の誤表示・欠落 イカについて「函館産」を「小樽産」と表示

宮城 加(水) 塩蔵わかめほか１２品目 名称の誤表示・欠落 「湯通し塩蔵わかめ」を「くきわかめ」と表示

宮城 農 グレープフルーツ、きゅうり、アメリカンチェリーほか２品目 原産地の誤表示・欠落 グレープフルーツについて「南アフリカ産」を「アフリカ産」と表示

宮城 米 精米 精米年月日の誤表示・欠落 精米年月日を輸入年月日と表示

秋田 加(農) こんにゃく、たけのこ水煮、らっきょうの漬け物 原材料名の誤表示・欠落 こんにゃくについて原材料と添加物を区分せず表示

山形 農 じゃがいも 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示

茨城 加(他) スナック菓子 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示

茨城 水 生かき 原産地の誤表示・欠落 「宮城県産」を「広島県産」と表示、「加熱調理用」を「生食用」と表示

群馬 畜 牛肉 品種の誤表示・欠落 「上州牛（交雑牛）」を「上州和牛」と表示

千葉 農 ひよこ豆 名称の誤表示・欠落 名称、原産地、内容量の不表示

千葉 畜 牛肉、羊肉 その他 日本語表記の内容量、原産地の不表示

千葉 加(農) 穀果類、粉類、紅茶 その他 一括表示の不表示

千葉 加(他) 冷凍食品 期限表示の誤表示・欠落 規定以外の方法で賞味期限を表示

千葉 農 じゃがいも 原産地の誤表示・欠落 「長崎産」を「鹿児島産」と表示、「じゃがいも」を「新じゃが」と表示

埼玉 加(他) チルドぎょうざ,厚焼き玉子 その他 規定より小さい活字で表示し、原材料名を一般名称で表示せず

埼玉 水 まだい 養殖表示の誤表示・欠落 「養殖」の不表示、「愛媛産」を「山口産」と表示

東京 加(農) 乾燥果実 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地について「イタリア産」と「チリ産」の双方を表示

東京 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「岩手県産」を「福島県産」と表示

東京 加(他) 菓子 原材料名の誤表示・欠落 米を使用しない商品に「米入」と表示

東京 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 北海道産、沖縄県産、岩手県産のいずれかを使用しているものについて「山形県産」と表示

東京 加(他) 菓子 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限の不表示

神奈川 加(水) 塩鮭 原材料名の誤表示・欠落 原材料、原料原産地の誤表示

神奈川 水 かつお 原産地の誤表示・欠落 「千葉県産」を「宮城県産」と表示

山梨 加(農) 調味梅干し(菓子) 原産国の誤表示・欠落 原産国名の不表示

静岡 農 白ねぎ 原産地の誤表示・欠落 「茨城県産」を「群馬産」と表示

静岡 水 かつお 原産地の誤表示・欠落 「静岡県御前崎港産」を「静岡県焼津港・小川港水揚　焼津の魚」と表示

石川 水 めばちまぐろ 原産地の誤表示・欠落 「日本・太平洋産」を「静岡県産（太平洋海域）」と表示

愛知 加(畜) 牛豚ひき肉 原材料名の誤表示・欠落 「牛豚ひき肉豪州産・国産豚」を「国産豚ひき肉」と表示

愛知 畜 豚ひき肉 名称の誤表示・欠落 「国産豚ひき肉」を「牛豚ひき肉豪州産・国産豚」と表示

愛知 農 なめこ 原産地の誤表示・欠落 ポップに「長野県産」、包装に「岐阜県産」」と表示

愛知 水 ごまさば 原産地の誤表示・欠落 「三重県産」を「静岡県産」と表示

愛知 農 ライム、りんご、白菜ほか２品目 原産地の誤表示・欠落 ポップに「ライム（メキシコ産）」、プライスラベルに「レモン国産広島産」と表示

愛知 加(他) コーンポタージュ 原材料名の誤表示・欠落 原材料について重量順とせず表示

愛知 水 さば 原産地の誤表示・欠落 「宮城県産」を｢福島県産」と表示

岐阜 加(他) ねぎま串 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示

三重 加(農) 緑茶飲料 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地の不表示

大阪 加(水) ちりめんじゃこ、さんま開き、塩さばほか４品目 原材料名の誤表示・欠落 ちりめんじゃこについて原材料、内容量の不表示

大阪 農 たまねぎ、みつば 原産地の誤表示・欠落 「佐賀産」を「静岡産」と表示

大阪 農 日向夏 名称の誤表示・欠落 名称の不表示

大阪 畜 鶏肉 原産地の誤表示・欠落 「国産」を「宮崎産」と表示

兵庫 農 はくさい、青ねぎ 原産地の誤表示・欠落 「熊本産」を「茨城産」「大分産」と表示

兵庫 水 かつお 原産地の誤表示・欠落 「高知産」を「宮崎産」と表示

兵庫 加(他) 調整ココア製品※ その他 一括表示の不表示

兵庫 農 かぼちゃ、チンゲンサイ、セロリ 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示

奈良 加(水) ちりめんじゃこ 内容量の誤表示・欠落 内容量の不表示

岡山 加(他) 粉末ソース 原材料名の誤表示・欠落 添加物を重量順とせず表示

岡山 加(他) ゼリー 表示責任者の誤表示・欠落 表示責任者でない者を表示責任者と表示

広島 水 まぐろ 原産地の誤表示・欠落 包装に「スペイン産」、プライスラベルに「イタリア、モロッコ他」と表示

山口 農 きゅうり、白菜 原産地の誤表示・欠落 きゅうりについて「熊本県産」を「宮崎産他」と表示

山口 水 さんま 原産地の誤表示・欠落 原産地の不掲示

福岡 農 メロン・サニーレタス 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示

福岡 米 精米 原料玄米の誤表示・欠落 未検査米を使用しているものについて産地、品種、産年を表示

福岡 水 まぐろ 原産地の誤表示・欠落 「太平洋（国産）、台湾、韓国、フィジー産」を「三陸沖産」と表示

鹿児島 加(畜) 牛肉加工品（成型肉） 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地について｢豪州産　国産５％」を「米国産」と表示

平成２２年度上半期における指導の状況（４）
(平成22年７月)

違反

　

品目

4



事業者
所在地

品目
区分

品目 主な違反区分 主な違反内容

北海道 農 もも、ぶどう、パインアップル 原産地の誤表示・欠落 ももについて包装に「福島産」、ポップに｢山梨産」と表示

北海道 畜 豚内臓肉 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示

北海道 水 いか 解凍表示の誤表示・欠落 「解凍」の不表示

北海道 水 魚卵 名称の誤表示・欠落 「カラフトししゃも卵」を「ししゃも卵」と表示

北海道 加(水) 甘塩サーモン、さんま開き、赤魚西京漬けほか１品目 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示

宮城 加(農) 玄米茶 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順に表示せず、使用していない「ササニシキ」を表示

茨城 加(他) 焼き菓子 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限の不表示

茨城 加(他) 菓子 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示

栃木 水 びんちょうまぐろ 解凍表示の誤表示・欠落 「解凍」の不表示

栃木 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「群馬県産」を「北海道産」と表示

千葉 農 じゃがいも 原産地の誤表示・欠落 「千葉県産」又は「長崎県産」を「北海道産」「鹿児島、長崎産」「千葉、長崎、鹿児島県産」又は、鹿児島県産」と表示

千葉 農 オトメメロン 原産地の誤表示・欠落 「茨城県産」を「メキシコ産」と表示

千葉 加(水) ほっけ開き・さば開き 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示

千葉 加(水) まぐろすき身、きはだまぐろ刺身、ねぎとろ 内容量の誤表示・欠落 まぐろすき身について内容量の不表示

東京 加(農) 紅茶エキス 原材料名の誤表示・欠落 添加物の不表示

東京 農 ながいも 原産地の誤表示・欠落 「十勝川西産」を「青森県産」と表示

東京 畜 鶏ひき肉、羊ひき肉 名称の誤表示・欠落 名称について日本語で表示せず

東京 農 豆 名称の誤表示・欠落 名称について日本語で表示せず

東京 米 精米 その他 一括表示の不表示

東京 加(水) 魚肉練り製品 原材料名の誤表示・欠落 「たら、いとより、ひめじ」を「魚肉（たらその他）」と表示

東京 加(農) 紅茶 原材料名の誤表示・欠落 「バニラビーンズ」を表示せず、使用していない｢香料」を表示

東京 加(水) しまほっけみりんほか６品目 原産国の誤表示・欠落 しまほっけみりん干しについて原産国の不表示

東京 加(他) 弁当 その他 規定より小さい活字で表示

神奈川 農 キャベツ、なす、ヤングコーンほか１品目 名称の誤表示・欠落 名称と原産地の不表示

神奈川 加(水) うなぎ蒲焼き 原料原産地名の誤表示・欠落 「愛知産」を「宮崎産」と表示

長野 農 しいたけ 菌床表示の誤表示・欠落 ｢菌床」の不表示

静岡 農 きゅうり 原産地の誤表示・欠落 「福島産」を「山梨産」と表示

愛知 農 米なす 原産地の誤表示・欠落 「高知県産」を「長野県産」と表示

愛知 水 するめいか 原産地の誤表示・欠落 原産地、「解凍」の不表示

愛知 農 じゃがいも 原産地の誤表示・欠落 「北海道産」を「長崎県産」と表示

愛知 農 なし、アスコットメロン、米なすほか１品目 原産地の誤表示・欠落 なしについて「山梨県産」を「佐賀県産」と表示

愛知 水 はまち 原産地の誤表示・欠落 ポップに「長崎産」、プライスラベルに「新潟産」と表示

愛知 加(他) いか加工品 その他 別の商品の一括表示シールを表示

三重 米 精米 精米年月日の誤表示・欠落 精米年月日の誤表示

滋賀 農 きゅうり 原産地の誤表示・欠落 「長崎県産」を「宮崎県産」と表示

大阪 農 にら、パセリ、しいたけほか３品目 原産地の誤表示・欠落 にらについて包装に「高知県産」又は「徳島県産」、ポップに「大分県」と表示

大阪 加(水) ちりめんじゃこ 原産国の誤表示・欠落 原産国「インドネシア」を原料原産地「インドネシア」と表示

大阪 加(水) ちりめんじゃこ 原料原産地名の誤表示・欠落 「兵庫県産」を「和歌山県産」と表示

大阪 農 しょうが、ほうれんそう、びわほか８品目 原産地の誤表示・欠落 しょうがについて包装に「タイ産」、ポップに「中国産」と表示

大阪 畜 牛たん 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示

大阪 加(水) あじ開き 原材料名の誤表示・欠落 使用していないｐＨ調整剤を表示

大阪 農 ｽｲｰﾄｺｰﾝ、はくさい、キャベツほか20品目 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示

広島 加(畜) とりのからあげ 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示

広島 水 あじ 原産地の誤表示・欠落 「山口県産」を「長崎県産」と表示

広島 農 じゃがいも、トマト、すいか 原産地の誤表示・欠落 じゃがいもについて包装に「熊本県産」、ポップに「長崎産」と表示

広島 農 きゅうり、オレンジ、ハウスみかんほか５品目 原産地の誤表示・欠落 きゅうりについて包装に「宮崎県産」、ポップに「大分産」と表示

山口 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「鹿児島県産」を「茨城県産」と表示

香川 加(他) 蒸しパン 期限表示の誤表示・欠落 １年先の消費期限を表示

香川 加(水) トラウトサーモン 原料原産地名の誤表示・欠落 「チリ産」と「デンマーク産」の双方を表示

愛媛 加(他) 調味料 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示

愛媛 加(他) すりごま、だしパック 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限について西暦を１桁多く表示

高知 加(水) 干しえび 原産国の誤表示・欠落 原産国の不表示

福岡 農 たまねぎ、じゃがいも、しいたけ 原産地の誤表示・欠落 たまねぎについて包装に「長崎県産」、ポップに「佐賀県」と表示

福岡 加(水) いわしフライ、白身フライ 原材料名の誤表示・欠落 いわしフライについて原材料の不表示

福岡 加(水) かつおたたき 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地の不表示

鹿児島 加(畜) 牛肉加工品（成型肉） 原料原産地名の誤表示・欠落 「豪州産、国産」を「オーストラリア産、ニュージーラド産、国産」と表示

平成２２年度上半期における指導の状況（５）
(平成22年８月)

違反

　

品目
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事業者
所在地

品目
区分

品目 主な違反区分 主な違反内容

北海道 畜 牛肉 品種の誤表示・欠落 交雑牛を黒毛和牛と表示

宮城 農 なす、かぼちゃ、きゅうりほか22品目 名称の誤表示・欠落 名称の不表示

秋田 加(畜) 牛豚肉加工品（成型肉） 原材料名の誤表示・欠落 原材料と食品添加物を区分せず表示

茨城 加(畜) ソーセージ 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示

茨城 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 産地の不表示

茨城 農 キャベツ、レタス、ごぼうほか１品目 原産地の誤表示・欠落 キャベツについて「千葉県産」を「千葉他国内産」と表示

茨城 水 あゆ 原産地の誤表示・欠落 「岐阜県産」を「静岡県産」と表示

千葉 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「国内産」と「九州産」の双方を表示

千葉 農 赤たまねぎ 原産地の誤表示・欠落 原産地の誤表示

埼玉 加(水) たらこ、明太子 原料原産地名の誤表示・欠落 たらこについて「アメリカ産」を「アラスカ産」と表示

埼玉 農 豆類 その他 名称、原産地、内容量、販売者の不表示

埼玉 米 精米 その他 一括表示の不表示

埼玉 加(農) 香辛料 その他 一括表示の不表示

埼玉 農 サニーレタス、しいたけ 原産地の誤表示・欠落 サニーレタスについて原産地の不表示

東京 米 玄米、精米 その他 玄米について一括表示形式をとらずに表示、調製年月日の不表示

東京 水 カラフトししゃも卵 名称の誤表示・欠落 「カラフトししゃも卵」を「ししゃも卵」と表示

東京 加(水) ゆでずわいがに 原料原産地名の誤表示・欠落 「原料原産地　ロシア」を「原産国　ロシア」と表示

東京 加(他) 粉末スープ、ソース、たれほか４品目 原材料名の誤表示・欠落 粉末スープについて原材料の不表示

東京 水 あゆ 養殖表示の誤表示・欠落 「養殖」を「天然」と表示

東京 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「福島産」を「新潟産」と表示

神奈川 加(農) 豆加工品 その他 表示規制対象外の大麦に「遺伝子組換えでない」と表示

静岡 畜 牛肉 品種の誤表示・欠落 「交雑牛」を「和牛」と表示

静岡 水 まぐろ 原産地の誤表示・欠落 「インド洋産」と「太平洋」の双方を表示

静岡 加(水) 佃煮セット 原材料名の誤表示・欠落 たれの原材料について重量順に表示せず

福井 畜 牛肉 名称の誤表示・欠落 名称、原産地の誤表示

愛知 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「宮崎県産」を「愛知産」と表示

三重 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 複数の原産地のうち最も使用割合の多い原産地を表示

滋賀 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 ｢鹿児島県産」を「近江牛（滋賀県産）」と表示

滋賀 農 大葉、パセリ 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示

京都 加(他) 洋菓子 原材料名の誤表示・欠落 「小麦」「卵」の不表示

京都 加(水) あじの開き 原料原産地名の誤表示・欠落 「国内産」を「韓国産」と表示

京都 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「国内産」を「大分県産」と表示

大阪 加(畜) 調味した鶏肉 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地の不表示

大阪 加(水) 蒸しだこ 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順に表示せず

大阪 米 玄米 その他 一括表示の不表示

大阪 農 とうがん、枝豆 原産地の誤表示・欠落 とうがんについてポップに「岡山県産」、プライスラベルに「和歌山県産」と表示

大阪 加(他) 洋菓子 原材料名の誤表示・欠落 「生クリーム」を「牛乳」と表示

大阪 農 ピーマン・なす・アスパラガスほか4品目 原産地の誤表示・欠落 ピーマンについて「青森県産」を「和歌山県産」と表示

兵庫 加(水) 蒸しだこ 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせずに表示

和歌山 加(農) 農産物漬物 名称の誤表示・欠落 「調味梅干」を「調味梅漬」と表示

和歌山 加(畜) たれ漬け牛肉、チキンナゲット、ウインナーほか１品目 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示

鳥取 農 もやし 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示

島根 加(水) ちりめんじゃこ 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地について広島県沖を「音戸産」と「境港産」の双方を表示

広島 農 トマト、オレンジ 原産地の誤表示・欠落 トマトについて箱に「熊本県産」とポップに「広島産」と表示

香川 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「北海道産」を「愛媛県産」と表示

愛媛 加(水) 数の子セット 名称の誤表示・欠落 「かつお削りぶし」を「かつおかれぶし削りぶし」と表示

福岡 畜 豚肉 原産地の誤表示・欠落 「宮崎県産、鹿児島県産」を「宮崎県産」と表示

福岡 農 なし 原産地の誤表示・欠落 「佐賀県産、福岡県産」を「福岡県」と表示

福岡 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「福岡県産」を「宗像産」と表示

福岡 水 ぶり 原産地の誤表示・欠落 「鳥取県産」を「島根県産」と表示

佐賀 加(農) ごぼうサラダ 原料原産地名の誤表示・欠落 「宮崎県産」を「宮城県産」と表示

長崎 加(農) 白菜漬け その他 一括表示の不表示

平成２２年度上半期における指導の状況（６）
(平成22年９月)

違反品目
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