
品目
区分

品目 主な違反区分 主な違反内容

北海道 加(水) たらこ 名称の誤表示・欠落 「明太子」を「たらこ」と表示、原材料の不表示

宮城 米 玄米 原料玄米の誤表示・欠落 単一原料米の不表示、使用割合の誤表示

宮城 農 レタス、サニーレタス、プリーツレタスほか1品目 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示

秋田 加(畜) 食肉加工品（成型肉） 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示、不表示

茨城 米 精米 精米年月日の誤表示・欠落 9年前の精米年月日を表示

群馬 加(農) トマト加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせず表示

千葉 加(水) 乾わかめ 名称の誤表示・欠落 名称、原材料の不表示

千葉 加(畜) 調味した豚肉 原材料名の誤表示・欠落 原材料名、内容量の不表示

千葉 水 めばちまぐろ その他 「まぐろ　台湾」を「牛肉もも・ばら（国産）　豚肉肩ロース（国産）」と表示

埼玉 加(水) ゆでだこ 保存方法の誤表示・欠落 保存方法の不表示

埼玉 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「豪州産」を「米国産」と表示

埼玉 水 かつお 原産地の誤表示・欠落 「福岡博多港産」を「福島県産」と表示

埼玉 農 サラダ菜、グリーンアスパラガス 原産地の誤表示・欠落 サラダ菜について包装に「静岡県産」、プライスラベルに「千葉県産」と表示

東京 加(水) ボイルずわいがに 原産国の誤表示・欠落 「中国」を「カナダ」と表示

東京 加(農) 野菜冷凍食品 原産国の誤表示・欠落 原産国「中国」を「ニュージーランド」と表示

東京 加(農) 菓子 原材料名の誤表示・欠落 「卵」の不表示、原材料を重量順とせず表示

東京 加(他) 弁当 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示

東京 加(他) 弁当 原材料名の誤表示・欠落 原材料、保存方法の不表示

東京 農 バナナ その他 生産行程管理者の誤表示

東京 加(水) 干ほっけ 原料原産地名の誤表示・欠落 「ロシア産」と「アメリカ産」の双方を表示

東京 加(他) 弁当 名称の誤表示・欠落 名称、原材料の不表示

東京 加(他) 弁当 原材料名の誤表示・欠落 原材料、保存方法の不表示

東京 農 セロリ 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示

東京 加(他) 弁当 その他 規定より小さい活字で表示、表示責任者の事項名の不表示

神奈川 畜 牛肉、豚肉、鶏肉 その他 牛肉について1日先の加工日を表示

神奈川 加(畜) ロースハム その他 1日先の加工日を表示

神奈川 加(農) 調製豆乳 その他 商品名に近接して「調製豆乳」と表示せず

神奈川 水 うに 原産地の誤表示・欠落 「チリ産」と「北海道産」の双方を表示

神奈川 農 バレンシアオレンジ、トマト、きゅうりほか4品目 原産地の誤表示・欠落 バレンシアオレンジについて「オーストラリア産」を「アメリカ産」と表示

新潟 加(他) 冷凍食品 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせず表示

愛知 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「宮崎県産」を「鹿児島県産」と表示

岐阜 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「鹿児島県産」を「滋賀県産」と表示

岐阜 農 白ねぎ 原産地の誤表示・欠落 包装に「富山県産」、「青森県産」、「大分県産」、「福井県産」、「長野県産」、「北海道産」、ポップに「とっとり産他」と表示

京都 加(他) 焼肉用たれ、ポン酢、チャンジャほか6品目 その他 焼肉用たれについて一括表示の不表示

京都 畜 生鮮畜産物 名称の誤表示・欠落 名称、原産地の不表示

京都 水 生鮮水産物 解凍表示の誤表示・欠落 「解凍」の不表示

京都 畜 牛肉、豚肉 原産地の誤表示・欠落 牛肉について原産地の不表示

京都 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「鹿児島県産」を「兵庫県産」と表示

大阪 加(水) ゆでだこ 原材料名の誤表示・欠落 「たこ」の不表示、原材料を重量順とせず表示

大阪 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「栃木県産」を「北海道産」と表示

大阪 加(農) 乾燥きくらげ 原産国の誤表示・欠落 原産国「中国」の不表示

大阪 農 おくら、デラウェア 原産地の誤表示・欠落 おくらについて包装に「徳島県産」、ポップに「宮崎産」と表示

大阪 水 はも、めばちまぐろ 原産地の誤表示・欠落 はもについて「兵庫県産」を「和歌山県産」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) いわし丸干し 原材料名の誤表示・欠落 「うるめいわし」を「まいわし」と表示

大阪 加(水) ゆでだこほか5品目 原材料名の誤表示・欠落 ゆでだこについて原材料の不表示

兵庫 加(畜) 調味した豚肉 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示

兵庫 加(水) 魚のすり身 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地の不表示

兵庫 農 はくさい、ピーマン、パセリほか31品目 原産地の誤表示・欠落 はくさいについてプライスラベルに「長野県産」、ポップに「茨城産」と表示

和歌山 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「鹿児島県産」を「熊本産」と表示

広島 加(他) みそ 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせず表示

広島 水 生かき 名称の誤表示・欠落 「生かき」を「蒸かき」と表示

広島 農 みかん、メロン 原産地の誤表示・欠落 みかんについて「長崎県産」を「鹿児島県産」と表示

高知 加(農) 乾燥にんにく 原産国の誤表示・欠落 原産国「中国」の不表示

鹿児島 農 なし 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示

鹿児島 農 トマト、サツマイモ、安納芋 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示

・品目区分は以下のとおり。

　　農：農産物、米：玄米（袋詰玄米）・精米（袋詰精米）、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

事業者
所在地

違反

・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。）

平成２２年度下半期における指導事案の状況（１）
（平成２２年１０月）

品目

資料１ 
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品目
区分

品目 主な違反区分 主な違反内容

北海道 農 玄米 その他 「きらら397」を「ななつぼし」と表示

北海道 米 精米 原料玄米の誤表示・欠落 「22年産」を「21年産」と表示

北海道 加(水) まぐろたたき 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地を重量順とせず表示

北海道 畜 牛肉 その他 「白老産黒毛和牛」と「美瑛町産ﾎﾙｽﾀｲﾝ種」を使用したものを「白老産黒毛和牛」と表示

青森 農 りんご、なし、ミニトマトほか11品目 名称の誤表示・欠落 名称の不表示

岩手 加(畜) ベーコン 名称の誤表示・欠落 「ショルダーベーコン」を「ベーコン」と表示

宮城 加(水) ゆでだこ 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示

茨城 農 りんご 原産地の誤表示・欠落 「青森県産」を「北朝鮮産」と表示

群馬 加(水) うなぎ蒲焼き 原材料名の誤表示・欠落 原材料名の誤表示、不表示

千葉 農 ピーマン、モロヘイヤ、エリンギほか1品目 原産地の誤表示・欠落 ピーマンについて包装と異なる産地をポップに表示

千葉 加(他) 弁当 名称の誤表示・欠落 名称、原材料の不表示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉 水 ぶり 原産地の誤表示・欠落 プライスラベルに「大分県産」、ポップに「鹿児島県産」と表示

埼玉 加(水) うなぎ蒲焼き 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地について「宮崎県産」と「鹿児島県産」の双方を表示

埼玉 加(他) 弁当 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示

埼玉 加(他) 弁当 原材料名の誤表示・欠落 原材料の事項名、原材料の不表示

埼玉 加(他) 弁当 原材料名の誤表示・欠落 原材料、保存方法の不表示

東京 加(水) ゆでだこ、一夜干しいか 原材料名の誤表示・欠落 ゆでだこについて原材料の不表示、原料原産地について「モーリタニア産」を「アフリカ産」と表示

東京 水 まぐろ 原産地の誤表示・欠落 原産地の誤表示

東京 加(他) 弁当 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示

神奈川 水 びん長まぐろ 名称の誤表示・欠落 「びん長まぐろ」を「めばちまぐろ」と表示

神奈川 加(他) 弁当 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示

神奈川 加(他) 弁当 原材料名の誤表示・欠落 原材料、保存方法の不表示

神奈川 加(他) 弁当 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示

神奈川 農 オレンジ 原産地の誤表示・欠落 「南アフリカ産」を「アメリカ産」と表示

神奈川 加(水) さつまあげ 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示

神奈川 農 チェリートマト、ピーマン、太ねぎほか4品目 原産地の誤表示・欠落 チェリートマトについて包装に「福島県産」、ポップに「千葉産他」と表示

静岡 加(他) ひじき煮、切干大根煮、切昆布煮ほか7品目 原材料名の誤表示・欠落 ひじき煮について原材料の誤表示、不表示

静岡 加(農) 農産物漬物 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地の不表示、名称の誤表示

静岡 水 サーモン 養殖表示の誤表示・欠落 「養殖」の不表示

静岡 農 きゅうり 原産地の誤表示・欠落 「山形産」を「福島産」と表示

静岡 農 なす 原産地の誤表示・欠落 「山梨産」を「茨城県産」と表示

愛知 加(畜) 調味した豚肉 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示

三重 加(水) かつお削りぶし 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地の不表示

三重 米 精米 その他 一括表示の不表示

三重 加(他) 梅酢 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限、保存方法の不表示

大阪 農 みかん、こまつな、カットねぎほか10品目 原産地の誤表示・欠落 みかんについて包装に「佐賀県産」、ポップに「愛媛産」と表示

大阪 加(水) ゆでだこ 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、原料原産地の誤表示

大阪 米 精米 原料玄米の誤表示・欠落 「三重県産コシヒカリ」と「三重県産あきたこまち」を使用したものを「単一原料米三重県産コシヒカリ」と表示

大阪 水 むきえび、えび 原産地の誤表示・欠落 むきえびについて「ベトナム産」を「インドネシア産」と表示

大阪 水 さざえ 原産地の誤表示・欠落 「韓国産」を「島根県産」と表示

大阪 加(畜) 牛肉加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示

大阪 加(水) うなぎ蒲焼き、ゆでだこ、うなぎ白焼き 原産国の誤表示・欠落 うなぎ蒲焼きについて原産国「中国産」の不表示

大阪 農 レッドキャベツ、にんにく 原産地の誤表示・欠落 レッドキャベツについて「兵庫県産」を「岡山県産」と表示

兵庫 農 ブルーベリー、かぼす、ゆずほか2品目 原産地の誤表示・欠落 ブルーベリーについて原産地「アメリカ産」の不表示

兵庫 加(農) おかき 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示、不表示

兵庫 農 ししとう、パプリカ、こまつなほか7品目 原産地の誤表示・欠落 ししとうについてプライスラベルに「大分県産」、ポップに「徳島産」と表示

兵庫 加(畜) 衣つけした鶏肉 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示

兵庫 加(水) ゆでだこ 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示

兵庫 加(水) しめさば、かつおたたき、焼きあなごほか4品目 原材料名の誤表示・欠落 しめさばについて原材料の不表示

奈良 農 だいこん 原産地の誤表示・欠落 原産地「北海道産」の不表示

鳥取 農 ししとう 原産地の誤表示・欠落 「鳥取県産」を「高知県産」と表示

島根 水 かんぱち 原産地の誤表示・欠落 「鹿児島県産」を「大分県産」と表示

岡山 加(水) 辛子明太子 名称の誤表示・欠落 「辛子明太子」を「たらこ」と表示、原材料の不表示

広島 加(畜) 牛肉臓肉加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料名の誤表示、原産国名の不表示

広島 加(水) うなぎ蒲焼き 原産国の誤表示・欠落 「中国」と「鹿児島県産」の双方を表示

徳島 加(畜) 焼豚、鶏もも照り焼き、鶏味付手羽元ほか1品目 原材料名の誤表示・欠落 焼豚について原材料の誤表示、不表示

福岡 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「鹿児島県産」を「福岡県産」と表示

福岡 加(畜) コーンビーフ、オリーブの実缶詰ほか4品目 その他 一括表示の不表示

平成２２年度下半期における指導事案の状況（２）
（平成２２年１１月）

事業者
所在地

品目 違反
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品目
区分

品目 主な違反区分 主な違反内容

平成２２年度下半期における指導事案の状況（２）
（平成２２年１１月）

事業者
所在地

品目 違反

福岡 加(水) ゆでだこ 原料原産地名の誤表示・欠落 「モーリタニア」を「モーリタニア・モロッコ」と表示、添加物の誤表示

福岡 加(他) 弁当 その他 別の商品の一括表示シールを表示

福岡 加(農) ゆでたけのこ 保存方法の誤表示・欠落 保存方法の不表示

大分 水 まぐろ 原産地の誤表示・欠落 「韓国産」を「太平洋産」と表示

大分 加(水) 塩さば 原料原産地名の誤表示・欠落 「三陸産」を「銚子産」と表示

大分 米 精米 原料玄米の誤表示・欠落 包装に「21年産」、ポップに「22年産」と表示
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品目
区分

品目 主な違反区分 主な違反内容

北海道 加(水) 塩たらこ 名称の誤表示・欠落 「塩たらこ」を「辛子明太子」と表示、原材料の誤表示、不表示

北海道 農 にんじん、チンゲンサイ、みずなほか5品目 原産地の誤表示・欠落 にんじんについて包装に「千葉県産」、ポップに「道内産」と表示

北海道 加(農) 乾そば 期限表示の誤表示・欠落 「12.04.21｣を「12004．21」と表示

岩手 加(農) 菓子 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示

宮城 加(水) 塩銀鮭、塩ます 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示、不表示

宮城 加(水) 塩サーモントラウト、塩紅鮭、塩銀鮭 原材料名の誤表示・欠落 原材料、原料原産地の誤表示

秋田 加(水) 塩鮭、サーモントラウト 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示、不表示

山形 加(畜) 調味した鶏肉 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、原料原産地の事項名の不表示

山形 加(農) 菓子 その他 特色のある原材料の使用割合の不表示

福島 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「青森産」を「北海道産」と表示

茨城 農 パイナップル、アボカド、たまねぎほか5品目 原産地の誤表示・欠落 パイナップルについて包装に「フィリピン産」、ポップに「台湾産」と表示

茨城 水 さけ 原産地の誤表示・欠落 「北海道産」を「宮城産」と表示

群馬 加(水) ゆでだこ 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせず表示、二つの異なる原材料を表示

群馬 米 玄米 その他 一括表示の不表示

群馬 農 花豆 その他 内容量、表示責任者の名称の不表示

千葉 加(水) スモークサーモン 原産国の誤表示・欠落 原産国「チリ」の不表示

千葉 加(水) うなぎ蒲焼き、ゆでだこ、塩鮭 原材料名の誤表示・欠落 うなぎ蒲焼きについて原材料の誤表示

千葉 加(水) まぐろたたき 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地の誤表示

千葉 水 さんま 原産地の誤表示・欠落 「宮城県女川産」を「北海道産他」と表示

千葉 農 サラダ菜、エリンギ、ピーマンほか3品目 原産地の誤表示・欠落 サラダ菜について包装に「静岡県産」、ポップに「千葉産」と表示

千葉 水 するめいか 原産地の誤表示・欠落 「青森産」を「国産」と表示

千葉 加(他) 調理食品 名称の誤表示・欠落 名称、原材料の誤表示

千葉 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「埼玉県産」を「茨城県産」と表示

千葉 畜 豚肉 原産地の誤表示・欠落 「アメリカ産」を「国産」と表示

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 水 さんま 原産地の誤表示・欠落 「北海道産」を「千葉産」と表示

埼玉 農 ミニアスパラ、キウイフルーツ、枝豆 原産地の誤表示・欠落 ミニアスパラについて包装に「長崎産」、ポップに「長野産」と表示

埼玉 水 真あじ 原産地の誤表示・欠落 「富山産」を「千葉産」と表示

埼玉 加(水) 辛子明太子、うなぎ蒲焼き、ゆでだこ 原料原産地名の誤表示・欠落 辛子明太子について「ロシア産又はアメリカ産」と「アメリカ産」の双方を表示

埼玉 加(水) うなぎ蒲焼き 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示

埼玉 加(水) さんま開き、真あじ開き、ゆでだこ 原材料名の誤表示・欠落 さんま開きについて原材料の誤表示、不表示

埼玉 農 なす、ミニトマトほか３品目 原産地の誤表示・欠落 なすについて原産地の誤表示

埼玉 農 すいか、セロリ、フルーツ盛り合わせ 原産地の誤表示・欠落 すいかについて「秋田産」を「鳥取産」と表示

埼玉 加(畜) ハンバーグ 名称の誤表示・欠落 別の商品の名称を表示

埼玉 農 にんじん 原産地の誤表示・欠落 「北海道産」を「青森産」と表示

埼玉 農 メロン 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示

埼玉 加(水) さんま開き、あじ開き、笹がれい 原材料名の誤表示・欠落 さんま開きについて原材料の誤表示、不表示

埼玉 農 なす 原産地の誤表示・欠落 箱に「埼玉産」、ポップに「山梨産」と表示

埼玉 加(畜) ベーコン 名称の誤表示・欠落 形状の不表示

埼玉 加(水) うなぎ蒲焼き 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示

埼玉 水 さんま 原産地の誤表示・欠落 「大船渡港」を「北海道産」と表示

埼玉 農 サニーレタス、だいこん、レンコン 名称の誤表示・欠落 名称、原産地の不表示

埼玉 米 玄米 原料玄米の誤表示・欠落 原料玄米の不表示

埼玉 加(畜) ソーセージ 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示、原産国の不表示

埼玉 加(水) ゆでだこ、うなぎ蒲焼き 原材料名の誤表示・欠落 ゆでだこについて原材料の誤表示

埼玉 農 たまねぎ、グリーンリーフほか15品目 原産地の誤表示・欠落 たまねぎについて原産地の不表示

埼玉 農 レタス、万能ねぎ、キャベツほか5品目 原産地の誤表示・欠落 レタスについて原産地の不表示

埼玉 加(農) こんにゃく 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地名の不表示

埼玉 農 ズッキーニ、トレビス、クレソンほか6品目 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示

埼玉 農 生鮮農産物詰め合わせ 名称の誤表示・欠落 名称の不表示

埼玉 加(農) 農産物漬物、春雨 名称の誤表示・欠落 農産物漬物について名称の不表示

埼玉 加(水) 乾燥さきタラ 原産国の誤表示・欠落 原産国名の不表示

埼玉 農 にんじん、こまつな、りんごほか6品目 原産地の誤表示・欠落 にんじんについて「中国産」を「ニュージー産」と表示

埼玉 水 ひらめ、かんぱち、真さばほか19品目 原産地の誤表示・欠落 ひらめについて原産地の不表示

埼玉 加(農) 豆加工品、ザーサイ 原材料名の誤表示・欠落 豆加工品について原材料の不表示

埼玉 加(水) 細切り昆布 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示

東京 加(畜) チルドしゅうまい 原材料名の誤表示・欠落 あんに占める重量の割合が基準に満たないものに「黒豚」と表示

東京 加(水) ゆでだこ、うなぎ肝串 原材料名の誤表示・欠落 ゆでだこについて原材料の誤表示

東京 農 きゅうり 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示

東京 加(水) 昆布、乾わかめ 原料原産地名の誤表示・欠落 昆布について「稚内産」を「北海道利尻産」と表示

平成２２年度下半期における指導事案の状況（３）
（平成２２年１２月）

事業者
所在地

品目 違反
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品目
区分

品目 主な違反区分 主な違反内容

平成２２年度下半期における指導事案の状況（３）
（平成２２年１２月）

事業者
所在地

品目 違反

東京 米 玄米 名称の誤表示・欠落 「玄米」を「黒米」と表示

東京 加(水) まぐろたたき 原材料名の誤表示・欠落 特色ある原材料名の使用割合の不表示、原料原産地の誤表示

東京 加(水) 塩鮭、干しこまい、ゆでかに 原材料名の誤表示・欠落 塩鮭について原材料の不表示、原料原産地の事項名の不表示

東京 加(水) さんま開き、赤魚粕漬、メロ西京漬ほか1品目 原材料名の誤表示・欠落 さんま開きについて原材料を重量順とせず表示

東京 加(水) さんま開き、ゆでだこ、真あじ開き 原材料名の誤表示・欠落 さんま開きについて原材料を重量順とせず表示

東京 加(畜) ベーコン 原材料名の誤表示・欠落 「豚ばら肉」を「豚ロース肉」と表示

東京 農 なし 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示

東京 加(農) 菓子 表示責任者の誤表示・欠落 表示責任者の誤表示

東京 加(水) スモークサーモン 原産国の誤表示・欠落 原産国「チリ」の不表示

東京 加(水) 鮭加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示

東京 加(農) 野菜冷凍食品 名称の誤表示・欠落 名称、原材料の誤表示

東京 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「栃木県産」を「北海道産」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(水) 子持ちししゃも、かれい一夜干しほか3品目 原材料名の誤表示・欠落 子持ちししゃもについて原材料の不表示

東京 水 なまこ 名称の誤表示・欠落 「あおなまこ」を「あかなまこ」と表示

東京 農 生鮮農産物 名称の誤表示・欠落 名称の不表示

東京 米 玄米 原料玄米の誤表示・欠落 使用割合の誤表示

東京 加(農) たいやき 名称の誤表示・欠落 名称、原材料の誤表示

東京 加(他) にぎり寿司 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示

東京 加(農) 緑茶、ほうじ茶、玄米茶 原産国の誤表示・欠落 緑茶について原産国「中国」を「中国、日本」と表示

東京 水 さけ 原産地の誤表示・欠落 「原産地：北海道産」を「原産国名：中国」と表示

東京 米 精米 名称の誤表示・欠落 「精米」を「新米」と表示

東京 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「青森県産」を「北海道、千葉県」と表示

東京 加(他) 果実飲料 その他 鮮度を誤認させる「しぼりたて」を表示

東京 加(水) 赤魚粕漬、真あじ開き 原材料名の誤表示・欠落 赤魚粕漬について原材料の誤表示、不表示

東京 加(水) さんま干し 原材料名の誤表示・欠落 原材料、原料原産地の事項名の不表示

東京 加(畜) 豚内臓加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示、原材料を重量順とせず表示

東京 加(他) サラダ 名称の誤表示・欠落 名称、原材料の誤表示

東京 加(水) 赤魚粕漬 原材料名の誤表示・欠落 原材料、消費期限の誤表示

神奈川 農 なし 原産地の誤表示・欠落 「千葉県産」、「茨城県産」、「埼玉県産」を「千葉産」と表示

神奈川 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「宮城県産」を「青森県産」と表示

神奈川 加(農) わさび漬け その他 一括表示の不表示

神奈川 加(農) 洋菓子 その他 一括表示の不表示

神奈川 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「岩手県産」を「福島県産」と表示

神奈川 加(農) パン 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせず表示

神奈川 畜 豚挽肉 原産地の誤表示・欠落 「秋田県、岩手県及び愛知県産」を「岩手県産」と表示

神奈川 加(水) すじこ醤油漬け、塩すじこ 名称の誤表示・欠落 すじこ醤油漬けについて名称、原材料の誤表示

神奈川 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「長野県産」を「青森県産」と表示

神奈川 加(畜) 玉子焼き 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示、原材料を重量順とせず表示

神奈川 加(水) 魚かま竜田揚、魚かま塩焼 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示、原材料を重量順とせず表示

神奈川 加(農) パン 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示

長野 農 たまねぎ、ピーマン、きゅうりほか1品目 原産地の誤表示・欠落 たまねぎについて「北海道産」を「長野県、北海道産等」と表示

長野 農 きゅうり 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示

長野 加(農) ゆでたけのこ 原産国の誤表示・欠落 原産国「中国」の不表示

静岡 米 玄米、精米 原料玄米の誤表示・欠落 玄米について原料玄米の不表示

静岡 水 さんま 原産地の誤表示・欠落 「岩手産」を「北海道産」と表示

静岡 農 はくさい 原産地の誤表示・欠落 「茨城県産」を「長野県産」と表示

静岡 農 だいこん 原産地の誤表示・欠落 「茨城県産」を「静岡産」と表示

静岡 加(水) 味付海苔 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせず表示、原材料の誤表示、不表示

新潟 米 精米 原料玄米の誤表示・欠落 「単一原料米」の不表示

石川 水 きはだまぐろ 原産地の誤表示・欠落 「日本・太平洋海域」を「国産」と表示

石川 加(農) 今川焼、たい焼き 期限表示の誤表示・欠落 今川焼きついて１年先の消費期限を表示

石川 米 精米 原料玄米の誤表示・欠落 「年産」を「年度」、使用割合の不表示

福井 米 精米 原料玄米の誤表示・欠落 「単一原料米」の不表示

愛知 農 はくさい、にんじん、おおばほか1品目 名称の誤表示・欠落 名称、原産地の不表示

愛知 農 かき、バナナ、ミニトマト 原産地の誤表示・欠落 かきについて「山梨県産」を「茨城県産」と表示

愛知 水 あまご 養殖表示の誤表示・欠落 「養殖」を「天然」と表示

岐阜 農 アスパラガス 原産地の誤表示・欠落 「ニュージーランド産」を「ニュージーランド・ペルー」と表示
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岐阜 農 パプリカ 原産地の誤表示・欠落 「韓国産」を「オランダ産」と表示

三重 畜 牛肉 品種の誤表示・欠落 「交雑種」と「黒毛和牛」を使用したものを「交雑牛」、「黒毛和牛」と表示

滋賀 農 だいこん 原産地の誤表示・欠落 「徳島産」を「長崎県産」と表示

滋賀 加(他) 惣菜 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせず表示

京都 加(畜) 成型肉 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示

京都 加(畜) ゆでた牛すじ 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示

京都 加(農) おから その他 一括表示の不表示

大阪 加(農) 和菓子 内容量の誤表示・欠落 「3個入り」を「6個入り」と表示

大阪 農 じゃがいも 原産地の誤表示・欠落 「北海道産」を「熊本県産」と表示

大阪 農 もやし 原産地の誤表示・欠落 「京都府産」を「大阪府産」と表示

大阪 水 ブラックタイガー 品種の誤表示・欠落 「ブラックタイガー」を「シータイガー」と表示

大阪 加(水) 冷凍たこからあげ、ゆでだこ 原材料名の誤表示・欠落 冷凍たこからあげについて原材料、内容量の不表示

大阪 水 ぶり、ムール貝、とこぶしほか3品目 原産地の誤表示・欠落 ぶりについて「高知産」を「三重産」と表示

大阪 加(水) まぐろ山かけ、カニ爪 内容量の誤表示・欠落 まぐろ山かけについて内容量の不表示

大阪 農 ちんげんさい、ごぼう、なめこほか5品目 原産地の誤表示・欠落 ちんげんさいについて包装に「静岡県産」、ポップに「長野産」と表示

大阪 加(水) うなぎ蒲焼き 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示

大阪 水 あわび 原産地の誤表示・欠落 原産地の誤表示

大阪 加(他) ミネラルウォーター その他 採水地を「富士山」と誤認させる表示

大阪 米 精米 その他 一括表示の不表示

大阪 農 さつまいも、ぶどう、なすほか2品目 名称の誤表示・欠落 さつまいもについて名称の不表示

大阪 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「鹿児島県産」を「長野県産」と表示

大阪 加(水) うなぎ蒲焼き、ゆでだこ 原料原産地名の誤表示・欠落 うなぎ蒲焼きについて「中国産」と「鹿児島産」の双方を表示

大阪 農 まつたけ 原産地の誤表示・欠落 「アメリカ産」を「中国産」と表示

大阪 畜 豚肉 原産地の誤表示・欠落 「アメリカ産」を「国産」と表示

大阪 米 精米、玄米 原料玄米の誤表示・欠落 「単一原料米」の不表示、使用割合の誤表示

大阪 加(畜) ゆでた牛すじ 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示

大阪 水 ぶり 原産地の誤表示・欠落 「愛媛産」を「鹿児島県産」と表示

大阪 農 レモン、オレンジ、にんじん 原産地の誤表示・欠落 レモンについて包装に「チリ産」、ポップに「南アフリカ産」と表示

兵庫 加(農) ビーフン 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、原産国を原産地と表示

兵庫 農 さといも 原産地の誤表示・欠落 「宮崎産」を「国内産」と表示

兵庫 加(畜) ゆでた牛すじ 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示

兵庫 加(畜) とりだんご 原材料名の誤表示・欠落 原材料、表示責任者の誤表示

兵庫 加(水) たらこ 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせず表示、原料原産地の誤表示

兵庫 加(水) 乾燥ひじき、乾燥わかめ 原産国の誤表示・欠落 乾燥ひじきについて原産国の誤表示

兵庫 農 ほうれんそう、オレガノ 原産地の誤表示・欠落 ほれんそうについて包装に「岩手県産」又は「島根県産」、ポップに「千葉県」と表示

兵庫 加(水) ゆでだこ 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示

兵庫 加(農) 米菓 原材料名の誤表示・欠落 原材料名を容器・包装に表示せず、容器内に表示

兵庫 農 みずな、ピーマン、こまつなほか1品目 名称の誤表示・欠落 名称の不表示

兵庫 加(農) 農産物漬物 名称の誤表示・欠落 酢漬けではないものに「酢漬け」と表示

奈良 加(農) 干しいも 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限の不表示

鳥取 水 あなご 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示

鳥取 農 みつば、レタス、エリンギほか4品目 原産地の誤表示・欠落 みつばについて包装に「高知産」、ポップに「大分産」と表示

島根 米 精米 原料玄米の誤表示・欠落 「22年産」を「21年産」と表示

岡山 加(水) ちりめんほか10品目 原材料名の誤表示・欠落 ちりめんについて原材料名の不表示、原料原産地の事項名の不表示

岡山 加(他) コロッケ、かぼちゃコロッケ、たこ焼き その他 コロッケについて一括表示の形式をとらず表示、原材料を重量順とせず表示

高知 農 れんこん 原産地の誤表示・欠落 包装に「兵庫県産」、ポップに「岡山県産」と表示

福岡 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「埼玉県産」を「山口県産」と表示

福岡 加(農) ゆでたけのこ 保存方法の誤表示・欠落 保存方法の不表示

福岡 加(水) しめさば、しめさばたたき 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示

福岡 米 精米 原料玄米の誤表示・欠落 品種、産年の不表示

福岡 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「九州産黒毛和種」に「松阪牛」と表示

福岡 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「宮崎県産」を「佐賀県産」と表示

福岡 加(畜) ポークハム、ロースハムほか1品目 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示

福岡 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示

福岡 加(農) 菓子類 名称の誤表示・欠落 米穀を使用していないものに「米菓」と表示

佐賀 農 にんにく 原産地の誤表示・欠落 「青森県産」を「国内産」と表示

熊本 加(農) 飴 原材料名の誤表示・欠落 表示できない原料を使用し「有機」と表示

大分 米 精米 原料玄米の誤表示・欠落 「複数原料米」の不表示、原料米の誤表示

宮崎 加(農) 菓子類 表示責任者の誤表示・欠落 表示責任者の誤表示

鹿児島 加(水) 蒸しかき 原料原産地名の誤表示・欠落 「広島県海域」を「兵庫県海域」と表示

6



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

群馬 加(畜) ロースハム、ベーコン 原材料名の誤表示・欠落 原材料名の不表示 店頭告知

愛知 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

滋賀 農 じゃがいも 原産地の誤表示・欠落 原産地「北海道産」の不表示 店頭告知

島根 加(農) 煮豆 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

熊本 加(畜) 牛豚合挽肉 名称の誤表示・欠落 牛豚合挽肉に「豚肉ミンチ」と表示 ウェブサイト

熊本 畜 豚挽肉 名称の誤表示・欠落 豚挽肉に「牛豚ミンチ」と表示 ウェブサイト

平成２２年度下半期における指導事案の状況（４）
（平成２３年１月）

事業者
所在地

品目 違反
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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

宮城 加(水) 数の子加工品 原料原産地名の誤表示・欠落 「カナダ産（大西洋）」を「東カナダ産」と表示 ウェブサイト

宮城 水 ごまさば 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示 店頭告知

茨城 加(農) 七味唐辛子 期限表示の誤表示・欠落 「2012.10」を「20112.10」と表示 ウェブサイト

群馬 加(農) 菓子パン 原材料名の誤表示・欠落 別の商品の原材料を表示 ウェブサイト

千葉 加(他) おにぎり 原材料名の誤表示・欠落 別の商品の原材料を表示 ウェブサイト

千葉 農 きゅうり 原産地の誤表示・欠落  「宮崎県産」又は「高知県産」を「高知産」と表示 店頭告知

埼玉 加(農) 豆腐 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限の不表示 手紙等

東京 加(農) 豆腐 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限の不表示 店頭告知

東京 農 アボカド 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示 店頭告知

東京 米 精米 原料玄米の誤表示・欠落 「山形県産」を「山形県庄内」と表示 社告

東京 加(水) さけフレーク 内容量の誤表示・欠落 「120ｇ（60ｇ×２本）」を「130ｇ（65ｇ×２本）」と表示 ウェブサイト

東京 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「飛騨牛（岐阜県産）」を「松坂牛（三重産）」と表示 店頭告知

東京 水 ほたて、さざえ 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示 店頭告知

東京 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「岩手県産」を「栃木県産」と表示 店頭告知

神奈川 加(農) 菓子 期限表示の誤表示・欠落 1年先の賞味期限を表示 店頭告知

神奈川 水 冷凍えび 原産地の誤表示・欠落 「タイ産」と「インド産」の双方を表示 店頭告知

神奈川 加(他) おにぎり 原材料名の誤表示・欠落 別の商品の原材料を表示 店頭告知

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

神奈川 畜 豚肉 原産地の誤表示・欠落 「アメリカ産」を「国産」と表示 店頭告知

山梨 加(農) 焼菓子 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示、不表示 ウェブサイト

長野 農 パプリカ 原産地の誤表示・欠落 原産地を日本語で表示せず 店頭告知

石川 畜 牛肉 品種の誤表示・欠落 「乳用牛」を「国産和牛」と表示 店頭告知

愛知 農 おうぎたけ 原産地の誤表示・欠落 「新潟県産」を「長野県産」と表示 店頭告知

愛知 加(水) ゆでだこ その他 原料原産地を「北海」と誤認させる表示 店頭告知

滋賀 農 さつまいも、ぼうふう 原産地の誤表示・欠落 さつまいもについて「徳島産」の不表示 店頭告知

愛媛 畜 鶏肉 原産地の誤表示・欠落 「愛媛県産」を「徳島県産」と表示 手紙等

熊本 加(農) ゆでたけのこ 原料原産地名の誤表示・欠落 「中国産」を「国産」と表示 店頭告知

鹿児島 加(他) コロッケ 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせず表示 店頭告知

平成２２年度下半期における指導事案の状況（５）
（平成２３年２月）

事業者
所在地

品目 違反
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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 たまねぎ、長いも、長ねぎほか2品目 名称の誤表示・欠落 名称、原産地の不表示 店頭告知

北海道 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「北海道産」を「茨城産」と表示 店頭告知

北海道 米 精米 原料玄米の誤表示・欠落 「21年産」と「22年産」を使用したものを「22年産」と表示 社告

青森 農 こまつな、しゅんぎく 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示 店頭告知

栃木 加(農) 大豆加工品 原料原産地名の誤表示・欠落 「アメリカ産」を「北海道」と表示 店頭告知

群馬 加(水) 煮干魚類、素干しえび 名称の誤表示・欠落 煮干魚類について名称、原材料の誤表示 店頭告知

千葉 農 しょうが 原産地の誤表示・欠落 「大分県産」を「千葉県産」と表示 店頭告知

千葉 農 エリンギ、グリーンリーフ 原産地の誤表示・欠落 エリンギについて包装に「新潟県産」、ポップに「長野県産」と表示 店頭告知

埼玉 農 いちご 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示 店頭告知

東京 加(畜) ハム 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限の誤表示 店頭告知

東京 農 ほうれんそう 原産地の誤表示・欠落 包装に「茨城県産」、ポップに「群馬産」と表示 店頭告知

東京 水 まぐろ 原産地の誤表示・欠落 原産地「ギリシャ産」の不表示 店頭告知

東京 加(他) 弁当 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示 店頭告知

東京 加(農) 菓子 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示 ウェブサイト

東京 水 うまづらはぎ 名称の誤表示・欠落 「うまづらはぎ」を「かわはぎ」と表示 店頭告知

東京 加(水) 数の子 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地、原産国の不表示 手紙等

東京 加(農) 菓子 内容量の誤表示・欠落 内容重量「148ｇ」を「219ｇ」と表示 ウェブサイト

東京 加(他) 冷凍食品 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

東京 水 ぶり その他 1日前の製造年月日、賞味期限を表示 ウェブサイト

東京 加(他) 弁当 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示、不表示 ウェブサイト

神奈川 畜 鶏肉 原産地の誤表示・欠落 「鹿児島県産」、「群馬県産」を「岩手産」と表示 店頭告知

神奈川 加(水) ほっけ開き、うなぎ蒲焼き 原産国の誤表示・欠落 ほっけ開きについて「ロシア産」と「岡山県産」の双方を表示 店頭告知

神奈川 加(水) かまぼこ 表示責任者の誤表示・欠落 表示責任者の誤表示 ウェブサイト

山梨 加(他) 総菜 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、原材料を重量順とせず表示 手紙等

長野 加(他) みそ 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限を日本語で表示せず、6か月先の賞味期限を表示 社告

石川 加(水) 加工魚介類 期限表示の誤表示・欠落 1か月先の賞味期限を表示 店頭告知

石川 農 ぎんなん、ア－リ－レッド、レッドキャベツほか7品目 原産地の誤表示・欠落 ぎんなんについて「石川産」を「富山産」と表示 店頭告知

福井 加(水) 辛子明太子 原料原産地名の誤表示・欠落 「北海道噴火湾産」を「米国またはロシア産」と表示 店頭告知

愛知 加(水) ねぎとろ 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地（水域を含む）の誤表示 店頭告知

愛知 加(水) ゆでだこ、スモークサーモン 原材料名の誤表示・欠落 ゆでだこについて原材料を重量順とせず表示 店頭告知

岐阜 加(他) 焼きおにぎり 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 店頭告知

京都 畜 豚肉、鶏肉 原産地の誤表示・欠落 豚肉について「鹿児島県産」を「宮崎産」と表示 店頭告知

京都 加(農) 和菓子 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示 店頭告知

京都 加(農) 米菓 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 店頭告知

京都 水 ブラックタイガー、ぶり切り身ほか12品目 原産地の誤表示・欠落 ブラックタイガーについて「インド産」を「インド洋」と表示 店頭告知

京都 加(水) ささかれいから揚げ用、いかの塩辛ほか18品目 原材料名の誤表示・欠落 ささかれいから揚げ用について原材料の不表示 店頭告知

大阪 加(他) おにぎり 原材料名の誤表示・欠落 使用していない原材料を表示 店頭告知

大阪 加(畜) チキンカツ、ローストチキン 原材料名の誤表示・欠落 チキンカツについて原材料の誤表示、不表示 手紙等

大阪 加(農) 米菓 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 ウェブサイト

大阪 米 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 ウェブサイト

大阪 加(水) 干がれい、いかみそ漬け、しらす干しほか18品目 原材料名の誤表示・欠落 干がれいについて原材料の不表示 店頭告知

大阪 農 ブロッコリー、レモン、サニーレタスほか1品目 原産地の誤表示・欠落 ブロッコリーについて「徳島県産」を「香川産」と表示 店頭告知

大阪 米 精米、玄米 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 ウェブサイト

大阪 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「佐賀県産」を「鹿児島県産」と表示 店頭告知

大阪 加(農) 菓子 名称の誤表示・欠落 名称の誤表示、原材料名の不表示 ウェブサイト

兵庫 農 白ねぎ、オクラ 原産地の誤表示・欠落 白ねぎについて包装に「鹿児島県産」、ポップに「静岡・鳥取県産」と表示 店頭告知

兵庫 農 みかん 原産地の誤表示・欠落 原産地「和歌山県産」の不表示 店頭告知

兵庫 農 なす 原産地の誤表示・欠落 原産地「徳島県産」の不表示 店頭告知

和歌山 加(水) かつおたたき、塩鮭 表示責任者の誤表示・欠落 かつおたたきについて表示責任者の不表示 店頭告知

島根 加(水) いりこ、塩さんま、塩さばほか6品目 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 店頭告知

岡山 加(農) 和菓子 表示責任者の誤表示・欠落 異なる表示責任者を表示、賞味期限「11,03,01」を「09,01,31」と表示 ウェブサイト

広島 加(農) 焼き菓子 名称の誤表示・欠落 名称、原材料の誤表示 ウェブサイト

福岡 加(畜) 鳥唐揚げ 名称の誤表示・欠落 名称の不表示、原材料の不表示 店頭告知

福岡 加(水) 冷凍かに 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地の不表示 手紙等

福岡 加(水) 辛子明太子 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限の不表示 店頭告知

福岡 加(他) 乾燥スープ 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

福岡 加(他) ぎょうざ、ちゃんぽん麺 その他 1日後の製造日を表示 店頭告知

福岡 農 じゃがいも、ピーマン、りんごほか21品目 原産地の誤表示・欠落 じゃがいもについて「鹿児島産」を「北海道他産」と表示 店頭告知

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

長崎 加(農) ゆで干しだいこん 内容量の誤表示・欠落 内容量の事項名の不表示 店頭告知

平成２２年度下半期における指導事案の状況（６）
（平成２３年３月）

事業者
所在地

品目 違反
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