
食品の足あと たどれますか？
食品トレーサビリティ
「実践的なマニュアル」

ダイジェスト版

「外食から帰ったら、子どもの様
子がおかしい。アレルギー物質で
ある乳製品が使用されていたので
は…」と消費者から問合せがあっ
た。
厨房で乳製品は使用していないが、
食材として使った加工食品の原材
料に乳製品が含まれていたのかも
しれない。

「カット・包装ラインの社員がノ
ロウィルスに感染していたことが
判明した。今日、納品したサンド
イッチ用パンが汚染されているか
もしれないので回収したい」と納
入業者から申し出があった。
すでに仕込みを始めているが、使
用しているパンが今日入荷したも
のか、昨日の在庫かがわからない
…。

問題のある食材を迅速に回収対象
品として排除でき、食中毒事故を
未然に防ぐことができる。このこ
とにより安全な調理品を提供する
ことができる。また、使用してい
る食材が安全であることを示しや
すい。これらのことにより、消費
者からの信頼を維持できる。

記録を確認し、卸売業者に加工食
品の原材料の照会ができるので、
消費者に対し適切な回答ができる。
このことにより、消費者からの信
頼を維持できる。

問題発生 食品事故発生

『入荷日が特定できるので、
回収対象の食材を特定できる！』

『加工食品が乳製品を使用したものかどう
かをすぐに確認することができる！』

トレーサビリティに取り組んでいたら…

「食品トレーサビリティ」とは「食品の移動を把握できること」

これらは他人事ではありません！



問い合わせ先

※ 「実践的なマニュアル」は、農林水産省ホームページ（http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trace/index.html#1）からダウン
ロードできます。「実践的なマニュアル」や本ダイジェスト版について不明な点があれば上記までお問い合わせください。

問い合わせ先 電話番号 問い合わせ先 電話番号

消費・安全局消費者行政課 03-3502-5716 東海農政局消費生活課 052-223-4651

北海道農政事務所 消費生活課 011-330-8813 近畿農政局消費生活課 075-414-9771

東北農政局消費生活課 022-221-6095 中国四国農政局 消費生活課 086-224-9428

関東農政局消費生活課 048-740-0357 九州農政局消費生活課 096-211-9121

北陸農政局消費生活課 076-232-4227 沖縄総合事務局 消費・安全課 098-866-1672

チェック項目 参照先
□ 入荷した食材について、基本4項目※が記載された「入

荷の記録」が保存されていますか。
「入荷・検品」の

ステップ１
（調理品を集団給食等の事業者に出荷する場合）

□ 出荷した食品について、基本4項目※が記載された「出
荷の記録」が保存されていますか。

「提供・販売／出
荷」の

ステップ１

取組状況をチェックしてみましょう！

チェック項目 参照先
□ 入荷品を管理する単位（入荷ロット）を決めていますか。

「入荷・検品」の
ステップ２

（入荷品の在庫を管理

する場合）

□ 入荷品を管理する記号や番号（入荷ロット番号）の割り
当てルールを決めていますか。

□ 入荷品を管理する記号や番号の表示方法を決めて、入荷
品に表示していますか。

□ 調理・加工した食品を管理する単位（中間品ロット・調
理ロット）を決めていますか。 「調理・加工」の

ステップ２
（中間品がある場合、調

理品を集団給食等の事業

者に出荷する場合）

□ 調理・加工した食品を管理する記号や番号（中間品ロッ
ト番号・調理ロット番号）の割り当てルールを決めてい
ますか。

□調理・加工した食品を管理する記号や番号の表示方法を
決めて、製品に表示していますか。

チェック項目 参照先
□ どの食材がどの入荷先から入荷したかがわかる記録が保

存されていますか。
「入荷・検品」の

ステップ３
（中間品がある場合）

□ どの食材から、どの調理・加工品ができたかの対応関係
を把握できていますか。

「調理・加工」の
ステップ３

（調理品を集団給食等の事業者に出荷する場合）

□ どの調理・加工品がどの出荷先に出荷されたかの対応関
係を把握できていますか。

「提供・販売／出
荷」の

ステップ３

すべてＯＫならステップ２のチェックリストへ
※ 基本４項目：①いつ ②どこから（どこへ） ③何を ④どれだけ

すべてＯＫならステップ３のチェックリストへ

ス テ ッ プ １
入荷先・出荷先の特定

ス テ ッ プ ２
食品の識別

ス テ ッ プ ３
識別した食品の対応づけ



原料使用記録

製造日：

① ② ③ ④

豚ロース
１４０５２７
○○県TK

ｶﾆｸﾘｰﾑｺﾛｯ
ｹ

１４１１１０
P234

タマネギ
１４０５２６
□□県SN

１４０５２７
□□県TK

１６：００、Aﾗﾝﾁ

ニンジン
１４０５２４
△△県TK

１４０５２７
△△県TK

レタス
１４０５２７
○○県SK

ミニトマト
１４０５２６
○○県SK

１４０５２７
○○県SK

１４：００、Bﾗﾝﾁ

製品名一覧

１４．５．２７

原料名
【ロット番号】（原料）

備考

Ａランチ Ｂランチ

複数の製品をひとまとめに記録する様式です。

加工工程で使用する入荷ロット番号が切り替わった時刻と、該当

する製品名を記入します。

→ 入荷ロット番号と加工ロット番号を対応づけることができます。

複数の製品に共通して使用する

原料名を記入します。

：予め記入しておく項目です。

：作業現場で記入する項目です。

複数の入荷ロット番号の原料を使用する場合は、入荷

ロット番号を、原料を使用する順番で記入します。

No.

○○食堂　様
（株）○○商店

2014年5月11日 TEL・FAX：****-****

合計金額　　￥
品名 数量 単位 単価 金額 備考

豚ロース 1.8 kg *** *** ○○県産
P234カニクリームコロッケ 2 箱 *** *** 141110
タマネギ 10.0 kg *** *** □□県産
ニンジン 4.0 kg *** *** △△県産

消費税分 ***

納　品　書　

外食業者のみなさん
トレーサビリティをやってみませんか？

入荷
検品

【内容】

入荷に関する基本４項目、「１．いつ、２．
どこから、３．何を、４．どれだけ」を記録
し、保存する。
【効果】

入荷先を確実に特定できる。また、問題
ある原料が、自社に入荷していないか、
すぐに調べることができる。

３．何を

１．いつ ４．どれだけ

２．どこから

【内容】

原料ごとに原料使用記録等を作成し、提供した調
理・加工品に使用した食材がわかるようにしておく。
【効果】

消費者を含む関係者に、食材や調理・加工品に関
する根拠のある正確な情報を提供することができる。

※先入れ・先出しを徹底し、使用する原料の切替わ
りの時間及び調理品の提供時間を記録することによ
り、入荷ロットと調理・加工ロットを対応づける。

【内容】

提供・販売に関する情報「１．いつ、２．何を、３．どれだけ」を記録し、
保存する。
【効果】

提供・販売済みの調理・加工品がいくつあるのか把握することがで
き、事故が起こったときに、消費者に情報提供することで、健康被
害の重篤化を防止することや、消費者に販売した問題のある調理・
加工品を含む商品の全量回収を呼びかけることで、健康被害の拡
大を防止することができる。

３．どれだけ

２．何を

１．いつ

ステップ１

入荷の記録（基礎トレサ）
ステップ２
入荷品の識別

ステップ３
入荷ロットと入荷先の対応づけ

調理
加工

ステップ３：入荷ロットと調理・加工ロットの対応づけ

調理・加工の記録（内部トレサ）
ステップ２
調理・加工した食品の識別

提供
販売

ステップ１

提供・販売の記録（基礎トレサ）

ステップ２

食品の識別
ステップ３

識別した食品の対応づけ
の詳細については、実践的なマニュアルをご参照ください。

まずは、 から始めましょう。ステップ１ 入出荷記録の作成と保存（基礎トレーサビリティ）



　株式会社△△　様
（有）○○食品

○年　○月　○日 TEL・FAX：****-****

合計金額　　￥
品名 数量 単価 金額 備考

豚ロース粕漬け 30枚 *** *** 2014.4.20-1
2014.4.20-2
2014.4.20-3

小計 **** ****
消費税分 *** ***

納　品　書　(控)

No.

（有）○○食品　様
（株）○○商店

2014年4月20日 TEL・FAX：****-****

合計金額　　￥
品名 数量 単位 単価 金額 備考

豚ロース 1.8 kg *** *** ○○県産
カニクリームコロッケ 2 箱 *** ***
タマネギ 10.0 kg *** *** □□県産
ニンジン 4.0 kg *** *** △△県産

消費税分

納　品　書　

中食業者のみなさん
トレーサビリティをやってみませんか？

【内容】

入荷に関する基本４項目、「いつ、どこから、何を、
どれだけ」を記録し、保存する。
【効果】

入荷先を確実に特定できる。また、問題ある原
料が、自社に入荷していないか、すぐに調べるこ
とができる。

３．何を

１．いつ
４．どれだけ

２．どこから

２．どの調理品に

１．どの食材を

【内容】

作業日報を作成し、「どの原料を、どの調理品に
使用したか」等を記録し、ロット番号等を付し識
別しておく。
【効果】

原料に問題があった場合、どの調理・加工品に
問題があるか特定できます。

また、調理・加工品に問題があった場合、どの原
料に問題があったか特定しやすくなります。

【内容】

出荷の記録に、基本の４項目に加え、調理品のロッ
ト番号等を記入しておく。
【効果】

原料等に問題があった場合、どの出荷先に出荷し
たかがわかるため、迅速な回収がしやすくなります。

また、出荷した調理品に問題が判明した場合、どの
原料に問題があったか特定しやすくなります。

４．どれだけ

２．ど

３．何を

１．いつ

ステップ１

入荷の記録（基礎トレサ）
ステップ２
入荷品の識別

ステップ３
入荷ロットと入荷先の対応づけ

ステップ３：入荷ロットと調理・加工ロットの対応づけ

調理・加工の記録（内部トレサ）
ステップ２
調理・加工した食品の識別

出荷

ステップ１

出荷の記録（基礎トレサ）
ステップ３
調理・加工ロットと出荷先の対応づけ

５．どの調理品を

こへ

ステップ２

食品の識別
ステップ３

識別した食品の対応づけ の詳細については、実践的なマニュアルをご参照ください。

まずは、 から始めましょう。ステップ１ 入出荷記録の作成と保存（基礎トレーサビリティ）

入荷
検品

調理
加工
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