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原料原産地表示の対象とする原材料の範囲の検討について①

1

原材料名 豚肉、たけのこ、にんじん、植物油、全液卵、
でん粉、しょう油、小麦粉、砂糖、水あめ、大豆
たん白、卵白末、しょうが汁、パン粉、揚げ脂
（植物油）

【食品例】 そうざい（酢豚）

※添加物は省略。

重量順 配合割合 原料 産地

１位 20％ 豚肉 アメリカ
メキシコ
カナダ

２位 15％ たけのこ 日本

３位 10％ にんじん ベトナム
台湾

原材料名 豚肉（アメリカ、メキシコ、カナダ）、たけのこ、に
んじん、植物油、全液卵、でん粉、しょう油、小麦
粉、砂糖、水あめ、大豆たん白、卵白末、しょう
が汁、パン粉、揚げ脂（植物油）、・・・

①重量順位１位の場合

②重量順位２位までの場合

原材料名 豚肉（アメリカ、メキシコ、カナダ）、たけのこ（国
産）、にんじん、植物油、全液卵、でん粉、しょう
油、小麦粉、砂糖、水あめ、大豆たん白、卵白末、
しょうが汁、パン粉、揚げ脂（植物油）、・・・

③配合割合50％以上の場合

原材料名 豚肉、たけのこ、にんじん、植物油、全液卵、で
ん粉、しょう油、小麦粉、砂糖、水あめ、大豆たん
白、卵白末、しょうが汁、パン粉、揚げ脂（植物
油）、・・・

実際の表示例



原料原産地表示の対象とする原材料の範囲の検討について②

2

原材料名 牛肉、チーズ、ソテー・ド・オニオン、野菜・果実
（バナナ、しょうが、プルーン、にんにく）、小麦
粉、エリンギ、砂糖、ブランデー、ビーフブイヨ
ン、カレー粉、トマトペースト、食塩、ローストオ
ニオンペースト（牛脂、玉ねぎ）、香辛料、カカ
オマス、酵母エキスパウダー

【食品例】 レトルトカレー

※添加物は省略。

重量順 配合割合 原料 産地 製造地

１位 20％ 牛肉 オーストラリア

２位 ６％ チーズ 日本

３位 ４％ ソテー・ド・オニオン 日本

原材料名 牛肉（オーストラリア）、チーズ（国内製造）、ソ
テー・ド・オニオン、野菜・果実（バナナ、しょうが、
プルーン、にんにく）、小麦粉、エリンギ、砂糖、ブ
ランデー、ビーフブイヨン、カレー粉、トマトペース
ト、食塩、ローストオニオンペースト（牛脂、玉ね
ぎ）、・・・

原材料名 牛肉（オーストラリア）、チーズ、ソテー・ド・オニオ
ン、野菜・果実（バナナ、しょうが、プルーン、にん
にく）、小麦粉、エリンギ、砂糖、ブランデー、ビー
フブイヨン、カレー粉、トマトペースト、食塩、ロー
ストオニオンペースト（牛脂、玉ねぎ）、・・・

①重量順位１位の場合

②重量順位２位までの場合

原材料名 牛肉、チーズ、ソテー・ド・オニオン、野菜・果実
（バナナ、しょうが、プルーン、にんにく）、小麦粉、
エリンギ、砂糖、ブランデー、ビーフブイヨン、カ
レー粉、トマトペースト、食塩、ローストオニオン
ペースト（牛脂、玉ねぎ）、・・・

③配合割合50％以上の場合

実際の表示例

※表示例では、中間加工原材料の表示を認めることを前提
に示しています。



原料原産地表示の対象とする原材料の範囲の検討について③

3

原材料名 豚ロース肉、還元水あめ、大豆たん白、食塩、
乳たん白、卵たん白、豚コラーゲン、砂糖

【食品例】 ロースハム

※添加物は省略。

重量順 配合割合 原料 産地 製造地

１位 80％ 豚ロース肉 アメリカ

２位 ４％ 還元水あめ 日本

３位 ２％ 大豆たん白 日本

原材料名 豚ロース肉（アメリカ）、還元水あめ、大豆たん白、
食塩、乳たん白、卵たん白、豚コラーゲン、砂
糖、・・・

原材料名 豚ロース肉（アメリカ）、還元水あめ（国内製造）、
大豆たん白、食塩、乳たん白、卵たん白、豚コ
ラーゲン、砂糖、・・・

①重量順位１位の場合

②重量順位２位までの場合

原材料名 豚ロース肉（アメリカ）、還元水あめ、大豆たん白、
食塩、乳たん白、卵たん白、豚コラーゲン、砂
糖、・・・

③重量割合50％以上の場合

実際の表示例

※表示例では、中間加工原材料の表示を認めることを前提
に示しています。



原料原産地表示の対象とする原材料の範囲の検討について④

4

原材料名 トマト、糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖）、醸造
酢、食塩、たまねぎ

【食品例】 トマトケチャップ

※添加物は省略。

重量順 配合割合 原料 産地 製造地

１位 55％ トマト アメリカ
スペイン
チリ

２位 15％ ぶどう糖果糖液糖 日本

３位 10％ 醸造酢 日本

原材料名 トマト（アメリカ、スペイン、チリ）、糖類（ぶどう
糖果糖液糖、砂糖）、醸造酢、食塩、たまね
ぎ、・・・

①重量順位１位の場合

原材料名 トマト（アメリカ、スペイン、チリ）、糖類（ぶどう
糖果糖液糖（国内製造）、砂糖）、醸造酢、食
塩、たまねぎ、・・・

実際の表示例

原材料名 トマト（アメリカ、スペイン、チリ）、糖類（ぶどう
糖果糖液糖、砂糖）、醸造酢、食塩、たまね
ぎ、・・・

②重量順位２位までの場合

③重量割合50％以上の場合

※表示例では、中間加工原材料の表示を認めることを前提
に示しています。



5

原材料名 チョコレート、小麦粉、水あめ、砂糖、ショート
ニング、植物油脂、鶏卵、ココアパウダー、ア
プリコットペースト、準チョコレート、食塩

※添加物は省略。

原料原産地表示の対象とする原材料の範囲の検討について⑤

原材料名 チョコレート（ベルギー製造）、小麦粉、水あめ、
砂糖、ショートニング、植物油脂、鶏卵、ココア
パウダー、アプリコットペースト、準チョコレート、
食塩、・・・

①重量順位１位の場合

②重量順位２位までの場合

原材料名 チョコレート（ベルギー製造）、小麦粉（国内製
造）、水あめ、砂糖、ショートニング、植物油脂、
鶏卵、ココアパウダー、アプリコットペースト、
準チョコレート、食塩、・・・

③配合割合50％以上の場合

原材料名 チョコレート、小麦粉、水あめ、砂糖、ショート
ニング、植物油脂、鶏卵、ココアパウダー、ア
プリコットペースト、準チョコレート、食塩、
・・・

実際の表示例

【食品例】 チョコレートケーキ

重量順 配合割合 原料 製造地

１位 25％ チョコレート ベルギー

２位 18％ 小麦粉 日本

３位 ８％ 水あめ 日本

※表示例では、中間加工原材料の表示を認めることを前提
に示しています。
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原料原産地表示の対象とする原材料の範囲の検討について⑥

原材料名 食用植物油脂、醸造酢、しょうゆ、砂糖、ごま、
しいたけエキス、食塩、卵黄

【食品例】 ドレッシング

※添加物は省略。

重量順 配合割合 原料 製造地

１位 35％ 食用植物油脂 日本

２位 25％ 醸造酢 日本

３位 12％ しょうゆ 日本

原材料名 食用植物油脂（国内製造）、醸造酢、しょうゆ、
砂糖、ごま、しいたけエキス、食塩、卵黄、・・・

①重量順位１位の場合

②重量順位２位までの場合

原材料名 食用植物油脂（国内製造）、醸造酢（国内製造）、
しょうゆ、砂糖、ごま、しいたけエキス、食塩、卵
黄、・・・

③配合割合50％以上の場合

原材料名 食用植物油脂、醸造酢、しょうゆ、砂糖、ごま、
しいたけエキス、食塩、卵黄、・・・

実際の表示例

※表示例では、中間加工原材料の表示を認めることを前提
に示しています。
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原料原産地表示の対象とする原材料の範囲の検討について⑦

原材料名 チーズ、クリーミングパウダー、食用加工油脂、
デキストリン、乳糖、食塩、砂糖、酵母エキス、
オニオン、全粉乳、香辛料、チキンエキス、ミ
ルポアパウダー、うきみ（チーズクルトン、パセ
リ）

【食品例】 乾燥スープ

※添加物は省略。

重量順 配合割合 原料 製造地

１位 30％ チーズ デンマーク

２位 20％ クリーミングパウダー 日本

３位 15％ 食用加工油脂 日本

原材料名 チーズ（デンマーク製造）、クリーミングパウダー、
食用加工油脂、デキストリン、乳糖、食塩、砂糖、
酵母エキス、オニオン、全粉乳、香辛料、チキン
エキス、ミルポアパウダー、うきみ（チーズクルト
ン、パセリ）、・・・

①重量順位１位の場合

②重量順位２位までの場合

原材料名 チーズ（デンマーク製造）、クリーミングパウダー
（国内製造）、食用加工油脂、デキストリン、乳糖、
食塩、砂糖、酵母エキス、オニオン、全粉乳、香
辛料、チキンエキス、ミルポアパウダー、うきみ
（チーズクルトン、パセリ）、・・・

③配合割合50％以上の場合

原材料名 チーズ、クリーミングパウダー、食用加工油脂、
デキストリン、乳糖、食塩、砂糖、酵母エキス、オ
ニオン、全粉乳、香辛料、チキンエキス、ミルポ
アパウダー、うきみ（チーズクルトン、パセ
リ）、・・・

実際の表示例

※表示例では、中間加工原材料の表示を認めることを前提
に示しています。


