
賞味期限表示の大括り化の取組状況一覧 参考資料2
※流通経済研究所調べ令和２年10月30日時点。企業名五十音順。

※表中の（ ）は賞味期限日数をあらわす。

※黄色の塗りつぶしは、令和２年５月公表内容（令和２年３月末時点）以降の把握企業・内容更新箇所である。

№ 社名
現在、賞味期限表示の大括り化（年月表示、日まとめ表示）への切り替えが行われている品
目

今後、左記の品目以外に新たに賞味期限表示の大括り化（年月表示、日まとめ表示）への切
り替えの予定がある品目

1 アイリスフーズ(株) もち、包装米飯（180日以上）
2 芥川製菓(株) 菓子（180日以上及び180日未満）
3 アサヒ飲料(株) 賞味期限240日以上のＰＥＴ、缶、賞味期限1年以上の全ての容器

4 アサヒグループ食品(株)
菓子（180日以上）、レトルト食品（1年以上）、即席みそ汁、スープ類、健康食品、サプ
リメント類、育児用粉乳、ベビーフード類（1年以上）など

5 旭松食品(株) 乾物 こうや豆腐（1年以上） 乾物・スープ（180日以上）

6 味の素(株)
風味調味料（1年以上）、レトルト食品（1年以上）、調味料（1年以上）、スープ類、おか
ゆ、味噌汁の素（1年以上）

7 味の素AGF(株)
嗜好飲料（レギュラーコーヒー、インスタントコーヒー、スティック嗜好飲料など。1年以
上）、液体コーヒー（ボトルコーヒー、ポーションタイプ。180日以上）、クリームミング
パウダー、ガムシロップ（1年以上）など

8 (株)アーデン
レトルト食品（スープ、パスタソース、カレー、ぜんざい、炊き込みご飯の素、混ぜご飯の
素。1年以上）

9 (株)新野屋 菓子（180日未満）
10 五十川(株) 乾物（1年以上）
11 (株)伊藤園 飲料、茶葉製品（原則180日超）
12 伊之助製麺(株) 乾麺（180日以上）
13 今津(株) 瓶缶詰、乾物、乾燥パスタ、片栗粉、天かす、雑穀、はちみつ（1年以上）
14 岩塚製菓(株) 菓子（180日以上及び180日未満）
15 (株)ウーケ 無菌包装米飯（180日以上1年未満）

16 江崎グリコ(株)
菓子（180日以上）、レトルト食品（1年以上）、カレー料理用調味料、チャーハンのも
と、ぞうすいのもと等（1年以上）

17 エスビー食品(株) ルウ製品の一部（1年以上）
18 越後製菓(株) 菓子（1年以上）
19 オークラ製菓(株) 菓子（180日～1年未満）
20 大阪屋製菓(株) 菓子（180日以上）
21 大塚食品(株) 炭酸飲料（1年以上） 茶系飲料（180以上）
22 大塚製薬(株) 清涼飲料、炭酸飲料、栄養食品、サプリメント など  （１年以上）
23 オタフクソース(株) 調味料（1年以上）
24 お菓子の日進堂（有） 菓子（180日以上1年未満及び180日未満）

25 尾張製粉(株)
乾麺（1年以上）、麦茶（1年以上）、小麦粉小袋（1年以上）、ミックス粉（1年以上）、
米の粉（1年以上）

26 カゴメ(株) 果実・野菜飲料（1年以上）※令和２年10月初旬より年月表示を開始
27 (株)かねます食品 冷凍食品（1年以上）
28 カバヤ食品(株) 菓子（180日以上）
29 亀屋製菓(株) 菓子（180日以上）
30 カルビー(株) 菓子（180日以上） 菓子（180日未満）
31 神田味噌醤油醸造場 調味料（180日以上）
32 キッコーマン食品(株) 調味料（1年以上）

33 キユーピー(株)
レトルト食品（1年以上）、ジャム、スープ、ソース、素材加工品、調理ソース、米（1年以
上）の一部

34 (株)極洋 缶詰（1年以上）
35 キリンビバレッジ(株) 賞味期限180日以上のPET、缶、紙、瓶商品
36 釧路東水冷凍(株) 冷凍食品（1年以上）
37 くみあい食品工業(株) びん詰（１年以上）
38 クラシエフーズ(株) 菓子（1年以上） 菓子（180日以上1年未満）
39 (株)栗山米菓 菓子（180日以上）
40 国分グループ本社(株) 缶詰（1年以上）、びん詰（1年以上）
41 ゴールドパック(株) 缶詰（1年以上）
42 サクマ製菓(株) 菓子（180日以上）
43 さくら製菓(株) 菓子（180日未満）
44 サッポロビール(株) ビールテイストの缶製品、びん製品
45 (株)サラダクラブ レトルト食品（1年以上）、調味料（1年以上）

46 サントリー食品インターナショナル(株)
賞味期限240日以上の炭酸飲料、茶系飲料、果実、野菜飲料、コーヒー飲料、天然水、フ
レーバーウォーター、機能性飲料、乳性飲料

47 (株)サン海苔 海苔（180日以上） 海苔（180日以上1年未満）
48 サンハウス食品(株) レトルトカレー（1年以上）
49 三洋通商(株) 冷凍食品（1年以上）、フルーツ缶詰（1年以上）
50 三和缶詰(株) 炭酸飲料（1年以上）
51 椎茸井出商店 乾物干し椎茸（1年以上）
52 七福醸造(株) 調味料（1年以上）
53 (株)渋谷商店 調味料（180日未満）
54 (株)シマヤ 風味調味料（1年以上）
55 清水食品(株) 缶詰（1年以上）、びん詰（1年以上）、レトルト食品（1年以上）
56 (株)ジャスティス ミネラルウォーター（1年以上）
57 白石興産(株) 乾麺（1年以上）
58 (株)扇雀飴本舗 菓子（180日以上）

59 ダイドードリンコ(株)
炭酸飲料（1年以上）、茶系飲料（1年以上）、果実、野菜飲料（1年以上）、コーヒー飲料
（1年以上）、水・その他飲料（1年以上）

60 (株)髙木商店 缶詰（1年以上）
61 宝食品(株) レトルト食品（1年以上）
62 竹本油脂(株) 食用油（1年以上）
63 (有)玉木製麺 そば（180日未満）

64 チロルチョコ(株)、松尾製菓(株) 菓子（1年以上）

65 (株)通宝 海苔（180日以上1年未満）
66 (株)津田商店 缶詰（1年以上）、レトルト食品（1年以上）
67 (株)でん六 菓子（180日以上）
68 東洋ライス(株) 無菌包装米飯（180日以上1年未満）
69 (有)ときわや醤油 調味料
70 直源醤油(株) 調味料（1年以上、品質による）
71 永井海苔(株) 乾物（1年以上）
72 ニコニコのり(株) 海苔（1年以上）
73 (株)にしき食品 レトルト食品（1年以上）

74 日本コカ・コーラ(株)
炭酸飲料、茶系飲料、果実飲料、野菜飲料、コーヒー飲料、アルコール飲料、水製品、ス
ポーツ飲料、スープなど（賞味期限10ヶ月以上）

75 ネスレ日本(株) 菓子（180日以上及び180日未満）
76 ノーベル製菓(株) 菓子（180日以上）
77 パイン(株) 菓子（180日以上）

78 ハウス食品(株) レトルト食品（1年以上）、調味料（1年以上）、スパイス、デザートの素など（1年以上）
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79 はごろもフーズ(株)
缶詰（1年超 ）、びん詰（1年超）、レトルト食品（1年超）、パスタ製品（１年超）、サプ
リメント製品（1年超）

80 平松商店 菓子（180日未満）
81 (株)不二家 菓子（180日以上）
82 フルタ製菓(株) 菓子（180日以上）
83 (株)ブルボン 菓子（180日以上）
84 ヘテパシフィック(株) 調味料（1年以上）
85 (株)朋昆 昆布製品
86 北陸製菓(株) 菓子（180日以上及び180日未満）

87 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ(株) その他飲料（1年以上）
茶系飲料（1年以上）、果実、野菜飲料（1年以上）、コーヒー飲料（1年以上）、その他飲
料（1年以上）、スープ類（１年以上）

88 桝田屋食品(株) 乾麺（1年以上） 半生麺・そば粉
89 マルトモ(株) 風味調味料（1年以上）
90 (株)マルハニチロ北日本 缶詰（1年以上）、びん詰（1年以上）
91 (株)マルユウ 缶詰（1年以上）
92 (株)万直商店 レトルト食品（180日以上1年未満）、木の実、乾燥果実（1年未満）
93 三菱食品(株) 缶詰（1年以上）、レトルト食品（1年以上）

94 (株)明治
チョコレート菓子（180日以上）、ミネラルウォーター等（1年以上）、レトルト食品（1年
以上）

賞味期限1年以上の家庭用商品（常温、冷凍商品）を順次切り替え

95 名糖産業(株) 菓子（180日以上）

96 森永製菓(株)
菓子（180日以上）、ココア、ケーキミックス、フリーズドライ、プロテインパウダー（1
年以上）

97 (株)山形ライスファーム２１（工房とかちや）
レトルト食品（180日以上1年未満）、うち豆、むきくるみ、いりごま、大豆、きな粉（1年
未満）

98 ヤマキ(株) レトルト食品（１年以上）
液体調味料（１年以上）、風味調味料（1年以上）、乾物：かつおぶし（１年以上）、乾
物：煮干し（１年以上）

99 ヤマザキビスケット(株) 菓子（180日以上）
100 (株)山田養蜂場本社 はちみつ、はちみつ加工品、いわゆる健康食品、惣菜等
101 山芳製菓(株) 菓子（180日以上）
102 有楽製菓(株) 菓子（180日以上）
103 吉村醸造(株) 味噌（180日～1年未満）
104 米屋(株) 菓子（180日以上）、缶詰（1年以上）、レトルト食品（1年以上）
105 (有)リキ・コーポレーション 菓子（180日以上1年未満及び180日未満）
106 (株)龍角散 菓子（180日以上）
107 (株)ロッテ 菓子（180日以上）


