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資料２
定温管理流通加工食品の日本農林規格（案）について

定温管理流通加工食品の日本農林規格 案 考え方 第１回部会における主な意見等（ ）

（規格名） ・第 回部会では「定温流通加工食品の日1
定温管理流通加工食品の日本農林規格 本農林規格」と提案したが、食品の流通

に適した一定の温度で厳密に管理するこ

とが流通の方法に特色があることを明示

するために 「定温管理流通」の用語を、

用いた。

（目的） ・一連の流通行程を、食品の流通に適した ・食品は安全であることが前提であること

第１条 この規格は、定温管理流通加工食 一定の温度で厳密に管理すること（定温 から、定温管理流通によって「微生物の

品の流通の方法についての基準等を定め 管理流通）により、食味等の品質の低下 繁殖を抑制できる」の記述は削除すべき

ることを目的とする。 を抑えることできるなど、通常の流通方 ではないか。

法に比べて農林物資の価値を高めること

ができることから、定温管理流通を流通

の基準とするＪＡＳ規格を制定する。

・第 回部会で例示した 「定温管理流通に1 、

よって微生物の繁殖を抑制できる」の記

述は削除することとした。

・流通方法についての基準等を定めること ・規格化の意義、メリットは何か

により、定温管理流通管理弁当の品質が

向上するとともに、

○消費者にとっては、ＪＡＳマークによ

り流通行程を厳密に温度管理された商

品であることを判断でき、商品の選択
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に資するものになる、

○事業者にとっては、適切な流通管理を

実施していることを消費者にＰＲでき

る

などのメリットが生じると考えられる。

（適用の範囲） ・今回は定温管理流通した弁当のみを対象 ・対象品目は米飯を用いた加工食品に限定

第２条 この規格は、定温管理流加工食品 とする。 するのではなく、定温流通がなされてい

のうち、定温管理流通弁当に適用する。 ○規格化に当たっては、①流通に特色が る全ての加工食品としてはどうか。

あること、②通常の流通方法に比べて ・流通ＪＡＳ規格が制定された場合、どの

農林物資の価値を高めることができる 程度の需要があるのか。

こと、③適切な規格の運用について実

行可能性があること、の要件を満たす

ことが必要である。

○定温管理流通弁当は、弁当を暖めすぎ

ず冷めすぎない温度（弁当の流通に適

した温度）で流通行程を厳密に管理す

るという流通の特色があり、

○その価値は、通常の流通に比べて、よ

り「作りたて」の状態を維持した状態

で消費者に提供できることにある。

○また、コンビニエンスストアーを中心

に専用の流通システムが構築されてお

り、制度導入に実行可能性がある。 ・定温管理流通の要件に合えば、弁当に限

・品目の追加については、流通ＪＡＳ規格 らず、例えばシュークリームについても

の要件を備えた品目で、規格化の要望が 対象として良いのではないか。

あるものについて検討することが適当。

・農産物、畜産物及び水産物については、

別規格とするのが適当。

） 、 、 、 、注 生産情報公表ＪＡＳでは 牛 豚 農産物
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加工食品、養殖魚の区分により規格を制定

している。

（定義）

第３条 この規格において、次の表の左欄

に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の

右欄に掲げるとおりとする。

用 語 定 義

流通行程 加工食品製造後の保管・出 ・流通行程の始点と終点を定義した。この ・小売店舗への納入や店舗のバックヤード

荷の時点から、小売販売店 ため、小売店舗への納入や店舗のバック における保管も流通行程に含まれるの

等で一般消費者に販売され ヤードにおける保管も流通行程に含まれ か。

るまでの一連の流通の行程 る。

をいう。

定温管理 加工食品の流通に適した温 ・定温管理流通の温度によって流通するこ

流通の温 度であるとして認定流通行 とにより価値が生じることが必須である

度 程管理者が定めた当該加工 ことから、加工食品の流通に適した温度

食品の温度であって、その （品温ベース）と定義した。

妥当性について登録認定機 ・定温管理流通の温度については、商品設 ・定温管理流通の温度は、事業者が自らの

関の確認を受けているもの 計、衛生管理状況、配送時間及び配送店 責任で設定しても良いのではないか。

をいう。 舗数等を考慮する必要があることから、

。認定流通行程管理者が定めることとした

ただし、定温管理流通の温度の妥当性に

ついては、登録認定機関（第三者）に確

認の義務を課した。

定温管理 定温管理流通の温度で流通 ・定温管理流通の温度で管理された加工食

流通加工 行程を管理した加工食品を 品を定温管理流通加工食品と定義した。
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食品 いう。

定温管理 定温管理流通加工食品のう ・定温管理流通弁当を定義した。米飯を使

流通弁当 ち、弁当及びその他の調理 用しない弁当（そば弁当等）は対象外と

食品であって、米飯を用い した。

たものをいう。ただし、冷 ○弁当（鮭弁当、焼肉弁当等）

凍したものは除く。 ○その他の調理食品（おにぎり、寿司、

赤飯、ピラフ、チャーハン）

・冷凍したものについては、実行可能性等 ・冷蔵及び冷凍の温度帯についても対象と

を踏まえ、今回の定温管理流通弁当の対 なるのか。

象から除外することとした。

（定温管理流通弁当の規格） ・定温管理流通の温度は、認定流通行程管

第４条 定温管理流通弁当の流通の方法に 理者が定めることとし、温度帯の制限は

ついての基準は、流通行程において、当 設けないこととした。

該加工食品の温度を定温管理流通の温度 ・流通行程を、事業者の管理状況を踏まえ

に対して±２℃以内の温度（管理温度） て、認定流通行程管理者が定めた定温管

で管理するとともに、管理温度を超える 理流通の温度に対して品温ベースで±２

時間が流通行程中５％以下であることと ℃以内で管理することを規定した。

する。 ・ただし、配送車のドアの開閉等によって

庫内温度が変化することが考えられるこ

とから、流通行程の５％（危険率）に相

当する時間までは、品温が管理温度を超

えることを認めた。

第５条 定温管理流通弁当の品質に関する ・定温管理流通した食品であることを消費

表示の基準は、その内容を表す一般的な 者に明示するために 「定温管理流通」、

名称に近接して「定温管理流通」と記載 の表示を義務付けた。

することとし、定温管理流通の温度又は ・ 定温管理流通」の表示は、プライスラ「

管理温度を「定温管理流通」の次に括弧 ベル等の限られた表示スペースに創意が
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を付して記載することができることとす できるように、名称に近接した箇所にも

る。 表示できることとし 「定温管理流通の、

温度」又は「管理温度」を任意で「定温

管理流通」の次に括弧を付して記載でき

ることとした。

例 「定温管理流通（○○℃ 」） ）

「定温管理流通（○○～○○℃ 」）

「定温管理流通（○○±２℃ 」）

注）アンダーラインは任意

（測定方法） ・管理温度の測定方法を定めた。

第６条 第４条の規格における管理温度の

測定方法は、次のとおりとする。

測定装置 ・測定装置については、規定の性能を備え

温度が０．１℃まで測定可能であっ ていれば、温度データロガー以外のもの

て、流通行程を１分間隔で温度が測定 も使用できることとした。

可能な温度データロガー又は同等の性

能を有するもの（以下「温度データロ

ガー等」という 。。）

測定方法 ・定温管理流通弁当の温度（品温ベース）

定温管理流通弁当の温度が測定でき を温度データロガー等を用いて測定する

る位置に装着した温度データロガー等 こととし、測定間隔を１分と定めた。ま

によって、製造後から販売店に到着す た、測定時間は実行可能性を踏まえ、製

るまで、１分間隔で流通行程中の温度 造後から販売店に到着するまでとした。

を測定する。

計算

管理温度を超える時間の割合は、次

式によって計算する。

管理温度を超える時間の割合＝管理温

度を超えた時間／製造後から販売店に
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到着するまでの時間×１００



定温管理流通加工食品の定義

定温管理流通加工食品（弁当）のＪＡＳ規格のイメージ

消
費
者

製造 保管・出荷

製造工場Ａ 配送ｾﾝﾀｰB

店舗C

店舗D

店舗E

流通行程を定温管理流通の温度で管理
＊定温管理流通した

弁当にJASﾏｰｸ

下限管理温度

上限管理温度

定温管理流通の温度

参考 １

加工食品の流通に適した一
定の温度（定温管理流通の
温度）で流通行程を管理した
加工食品をいう。

弁当の温度を定温管理流通
の温度に対して±２℃以内
の温度（管理温度）で管理す
るとともに、管理温度を超え
る時間が流通行程の ５％以

下であること。

名称に近接した箇所に「定温
管理流通」と表示。

対象品目

加工食品のうち米飯を用い
た弁当を対象

定温管理流通弁当の規格

（流通方法についての基準）

（表示の基準）

弁当の温度を温度データロガー等によって、製造後から販売店に
到着するまで、１分間隔で流通行程中の温度を測定。

流通方法についての検査方法

検査終了後、直ちに
温度の履歴を確認
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名 称 幕ノ内弁当（定温管理流通 （○○℃） ）

原材料名 ご飯、野菜かき揚げ、鶏唐揚げ、スパゲッ
ティ、エビフライ、煮物（里芋、人参、ごぼ
う、その他）、ポテトサラダ、メンチカツ、調
味料（アミノ酸等）、着色料（カラメル）

消費期限 平成○年○月○日
保存方法 直射日光及び高温多湿を避けてください
製造業者 ○○食品株式会社

○○県○○市○○町 ○－○－○

JASマークをラベルと別に貼付した例

定温管理流通加工食品（弁当）の表示例

参考 ２

JASマークをラベルに印刷する例

名 称 おにぎり
（定温管理流通 （○○～○○℃） ）

原材料名 ご飯、鮭、のり、食塩、（その他小麦、大
豆由来原材料を含む）、調味料（アミノ酸
等）、ｐH調整剤

消費期限 平成○年○月○日
保存方法 直射日光及び高温多湿を避けてください
製造業者 ○○食品株式会社

○○県○○市○○町 ○－○－○

定温管理流通

認定機関名

定温管理流通

認定機関名

「定温管理流通」の用語は、名称に近接した箇所に表示することとします。

「定温管理流通の温度」又は「管理温度」は、任意で「定温管理流通」の次に括弧

を付して記載できることとします。
例）「定温管理流通（○○℃）」、「定温管理流通（○○～○○℃）」、「定温管理流通（○○±２℃）」

注）アンダーラインの部分は任意表示
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