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事業者
所在地

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 加（農） 香辛料 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 手紙等

北海道 農 レモン 原産地の誤表示・欠落 「チリ産」を「広島県産」と表示 手紙等

宮城 農 ゴーヤ 原産地の誤表示・欠落 「群馬県産」を「宮崎県産」と表示 店頭告知

山形 加（農） 菓子類 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限の誤表示 ウェブサイト

山形 加（農） ジャム その他 通常より糖度が低い旨を示す用語について定められた方法によらない表示 ウェブサイト

福島 加（農） 加工農産物 原産国の誤表示・欠落 「台湾」の不表示 店頭告知

栃木 加（農） 農産物漬物 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせず表示、添加物の不表示 手紙等

群馬 加（農） 農産加工品 原産国の誤表示・欠落 「中国」の不表示 ウェブサイト

千葉 加（農） 洋生菓子 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせず表示、添加物の不表示 ウェブサイト

埼玉 加（農） 乾燥野菜、農産物漬物 期限表示の誤表示・欠落 乾燥野菜について賞味期限の不表示、保存方法の不表示 店頭告知

東京 農 梨 原産地の誤表示・欠落 包装に「福岡県産」、棚札に「千葉県産」と二重に表示 店頭告知

東京 加（水） 海藻加工品 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限の誤表示 手紙等

東京 加（農） 農産加工品 原産国の誤表示・欠落 「中国」の不表示 手紙等

神奈川 農 もも 原産地の誤表示・欠落 「福島県産」を「山梨県産」と表示 店頭告知

神奈川 畜 豚挽肉 その他 黒豚と黒豚でない豚肉を使用したものについて「黒豚」と表示 手紙等

神奈川 加（畜） 牛豚合挽肉 原材料名の誤表示・欠落
原材料の不表示、黒豚と黒豚でない豚肉を使用したものについて重量割合を不
表示

手紙等

静岡 農 マンゴー 原産地の誤表示・欠落 「ドミニカ共和国」の不表示 店頭告知

静岡 農 梨 原産地の誤表示・欠落 「福島県産」を「茨城県産」と表示 店頭告知

新潟 加（水） こんぶ巻 原料原産地名の誤表示・欠落
「チリ産」と「ノルウェー産」を混合したものを「チリ産」と表示。「ノルウェー産」を「チリ
産」と表示。

ウェブサイト

新潟 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

愛知 加（畜） 異種混合した食肉 原料原産地名の誤表示・欠落
牛肉について「アメリカ産及びオーストラリア産」を「米or豪州産」と表示。「オースト
ラリア」「米or豪州産」と表示。

店頭告知

滋賀 加（水） うなぎ加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示 店頭告知

滋賀 農 すいか 原産地の誤表示・欠落 商品に「青森県産」、プライスラベル、ポップで「滋賀県産」と二重に表示 店頭告知

滋賀 水 水かれい 原産地の誤表示・欠落 「石川」を「山形」と表示 手紙等

京都 農 さといも 原産地の誤表示・欠落 「宮崎」を「石川県産」と表示 店頭告知

京都 畜 牛肉 名称の誤表示・欠落 名称、原産地の不表示 手紙等

大阪 加（畜） みそづけ肉 原料原産地名の誤表示・欠落 「アメリカ産」を「国産」と表示 店頭告知

兵庫 水 さんま 原産地の誤表示・欠落 「北海道」を「千葉県産」と表示 店頭告知

兵庫 農 かぼちゃ、なす、えだまめ　ほか 名称の誤表示・欠落 かぼちゃについて名称の不表示 店頭告知

奈良 加（水） 水産加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料、保存方法の不表示 店頭告知

広島 農 ごぼう 原産地の誤表示・欠落 「北海道産」、「群馬県産」、「茨城県産」を「岡山県産」と表示 店頭告知

香川 加（農） パウンドケーキ、わらびもち　ほか 期限表示の誤表示・欠落 パウンドケーキについて賞味期限の誤表示 ウェブサイト

徳島 加（農） 菓子 原材料名の誤表示・欠落 食品添加物の不表示 ウェブサイト

福岡 加（水） 塩蔵魚介類 原料原産地名の誤表示・欠落 「北西太平洋」を「北大西洋」と表示 店頭告知

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

熊本 加（水） 調味した魚類、煮干魚介類 原料原産地名の誤表示・欠落 調味した魚類について「中国」の不表示 店頭告知

・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。）

・品目区分は以下のとおり。

　　農：農産物、米：玄米・精米

　　加（農）：農産加工品

品目  

平成２６年度下半期における指導事案の状況（１）
（平成２６年１０月）

資料１
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事業者
所在地

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（農） 米菓 原料原産地名の誤表示・欠落 特定の地域で生産された原材料と誤認させる表示 手紙等

宮城 水 サーモントラウト 原産地の誤表示・欠落 「ノルウェー産」を「チリ産」と表示 店頭告知

宮城 水 かつお 原産地の誤表示・欠落 「原産国：日本　海域：太平洋　水揚地：焼津」を「宮城県産」と表示 店頭告知

山形 水 さんま 原産地の誤表示・欠落 「北海道・青森県沖太平洋」を「岩手県産」、「北海道産」と表示 店頭告知

山形 水 まぐろ 名称の誤表示・欠落
「めばちまぐろ」と「本まぐろ」を使用したものに「本まぐろ」と表示、「台湾産」と「トルコ
産」を使用したものに「鳥取県」と表示

店頭告知

茨城 農 まつたけ 原産地の誤表示・欠落 「アメリカ産」を「カナダ産」と表示 店頭告知

群馬 農 さつまいも、まつたけ 原産地の誤表示・欠落 さつまいもについて「千葉産」を「茨城産」と表示 店頭告知

千葉 農 もも 原産地の誤表示・欠落 プライスシールに「長野県産」、ポップに「福島県産」と二重に表示 店頭告知

埼玉 農 ネーブルオレンジ 名称の誤表示・欠落
「ネーブルオレンジ」を「バレンシアオレンジ」と表示、「オーストラリア産」を「アメリカ
産」と表示

店頭告知

東京 加（農） 焼き菓子 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせず表示、原材料と添加物を区分せず表示 店頭告知

東京 米 袋詰精米 原料玄米の誤表示・欠落 「25年産」を「20年産」と表示 店頭告知

東京 加（農） 乾燥食品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示、添加物の不表示 手紙等

東京 農 きゅうり 原産地の誤表示・欠落 箱に「福島県産」、棚札に「秋田県」と二重に表示 店頭告知

東京 加（他） 調理冷凍食品 原材料名の誤表示・欠落 添加物を重量順とせず表示 手紙等

東京 農 きゅうり、長ねぎ、にんにく 名称の誤表示・欠落 きゅうりについて名称の不表示 店頭告知

長野 加（水） ゆでいか 期限表示の誤表示・欠落 期限表示の誤表示 店頭告知

新潟 加（農） フルーツゼリー その他 一括表示の不表示 店頭告知

愛知 米 袋詰玄米、袋詰精米 その他 袋詰玄米について原料玄米、産地、品種、産年の事項名の不表示 店頭告知

愛知 水 たら 原産地の誤表示・欠落 「北海道産」を「宮城県産」と表示 店頭告知

愛知 加（農） 大豆加工品 原料原産地名の誤表示・欠落 「カナダ産」を「アメリカ」と表示 ウェブサイト

三重 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「鹿児島県産」を「静岡産」と表示 店頭告知

滋賀 加（畜） 加工食肉製品 原材料名の誤表示・欠落 原材料、添加物の不表示 店頭告知

京都 加（水） ゆでた魚介類 原料原産地名の誤表示・欠落 「むつ湾産」の不表示 店頭告知

大阪 加（他） 乾燥スープ 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限の不表示 手紙等

大阪 水 かんぱち 原産地の誤表示・欠落 「香川」、「鹿児島」、「愛媛」、「宮崎県」を「高知県産」と表示 店頭告知

大阪 農 青ねぎ 原産地の誤表示・欠落 「大阪府産」、「奈良県産」、「香川県産」、「徳島県産」を「国産」と表示 店頭告知

兵庫 農 さといも 原産地の誤表示・欠落 「鹿児島」、「大阪」を「鹿児島・島根産」と表示 店頭告知

兵庫 水 しじみ 原産地の誤表示・欠落 「愛知」を「三重県産」と表示 店頭告知

兵庫 農 キウイフルーツ、まいたけ、しめじ　ほか 名称の誤表示・欠落 キウイフルーツについて「グリーンキウイ」を「ゴールドキウイ」と表示 店頭告知

岡山 加（水） ちりめん 原料原産地名の誤表示・欠落 「兵庫県産」を「山口県産」と表示 ウェブサイト

香川 水 生鮮水産物 原産地の誤表示・欠落 「愛媛県産」を「香川県産」と表示 店頭告知

香川 加（水） うなぎ加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 店頭告知

福岡 水 たちうお、いか、きびなご　ほか 原産地の誤表示・欠落 たちうおについて「セネガル」を「インド洋」と表示、「解凍」の不表示 店頭告知

鹿児島 加（農） 緑茶 名称の誤表示・欠落 「玉露」を「抹茶入煎茶」と表示、原料原産地「国産」を「鹿児島県産」と表示 店頭告知

・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。）

・品目区分は以下のとおり。

　　農：農産物、米：玄米・精米

　　加（農）：農産加工品

平成２６年度下半期における指導事案の状況（２）
（平成２６年１１月）

品目  
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事業者
所在地

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 加（農） 菓子 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 ウェブサイト

宮城 加（水） ゆでだこ、ゆでえび、辛子明太子ほか 原材料名の誤表示・欠落 原材料、添加物の誤表示 店頭告知

茨城 加（畜） 蒸し鶏 原産国の誤表示・欠落 「タイ産」を「国産」と表示、原材料の誤表示 店頭告知

栃木 加（水） いくらしょうゆ漬け 原材料名の誤表示・欠落 原材料、添加物の誤表示 店頭告知

千葉 加（水） いくらしょうゆ漬け 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、重量順とせず表示 店頭告知

千葉 水 まぐろ 原産地の誤表示・欠落 「台湾（大西洋、太平洋）」を「台湾（大西洋）」と表示 手紙等

埼玉 水 あゆ 原産地の誤表示・欠落 「和歌山産」を「岐阜産」と表示 店頭告知

埼玉 加（水） うなぎ加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示 店頭告知

東京 加（水） 湯通し塩蔵わかめ その他 使用方法の不表示、内容量の誤表示 店頭告知

神奈川 水 まぐろ、かつお 名称の誤表示・欠落 まぐろについて「メジマグロ」を「黄肌まぐろ」と表示 店頭告知

神奈川 加（農） 黒砂糖 その他
対象農産物を使用していないものに「遺伝子組み換え原材料は使用していない」旨
を表示

ウェブサイト

山梨 加（他） しょうゆ 名称の誤表示・欠落 「さいしこみしょうゆ」、「こいくちしょうゆ」を「しょうゆ」と表示 ウェブサイト

静岡 水 まぐろ 原産地の誤表示・欠落 「沖縄産」を「鹿児島県産」と表示 店頭告知

愛知 加（水） ゆでだこ 原材料名の誤表示・欠落 添加物を重量順とせず表示 店頭告知

愛知 加（水） 魚介乾製品 その他 加工地「愛媛県」を「北海道」と誤認させる表示 手紙等

三重 農 なす、ブロッコリー 原産地の誤表示・欠落 なすについて包装に「愛知県産」、棚札に「徳島県産」と二重に表示 店頭告知

大阪 加（農） 洋生菓子 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、添加物の誤表示 手紙等

兵庫 加（農） 農産物漬物 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限の誤表示 手紙等

兵庫 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「オーストラリア」の不表示 店頭告知

鳥取 米 袋詰精米 原料玄米の誤表示・欠落 「２６年産」を「２５年産」と表示 手紙等

岡山 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「鹿児島県産」を「愛知県産」と表示 店頭告知

岡山 水 まぐろ 原産地の誤表示・欠落 「バヌアツ産」を「台湾産」と表示 手紙等

広島 加（農） 菓子 期限表示の誤表示・欠落 消費期限の誤表示 店頭告知

福岡 水 しじみ 原産地の誤表示・欠落 「福岡県産」を「愛知県産」と表示 店頭告知

熊本 加（農） 辛子れんこん 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限の誤表示 手紙等

熊本 水 生鮮水産物 原産地の誤表示・欠落 「ノルウェー産」を「チリ産」と表示 店頭告知

熊本 加（水） 加工魚介類 期限表示の誤表示・欠落 「消費期限」を「賞味期限」と表示 店頭告知

沖縄 米 袋詰玄米、袋詰精米 その他 未検査米を使用しているものに「単一原料米」、品種を表示 店頭告知

沖縄 加（畜） 畜産加工品 原料原産地名の誤表示・欠落 「カナダ産」又は「ブラジル産」を「カナダ、デンマーク、他」と表示 ウェブサイト

・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。）

・品目区分は以下のとおり。

　　農：農産物、米：玄米・精米

　　加（農）：農産加工品

平成２６年度下半期における指導事案の状況（３）
（平成２６年１２月）

品目  
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事業者
所在地

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 加（畜） ハンバーグ 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 手紙等

秋田 加（水） ゆでだこ、塩たらこ、塩さけ 原材料名の誤表示・欠落 ゆでだこについて原材料、添加物の不表示 店頭告知

秋田 加（水） 塩かずのこ 原料原産地名の誤表示・欠落 「アメリカ産」を「カナダ産」と表示 店頭告知

福島 農 生鮮農産物 原産地の誤表示・欠落
「中国産」を「岩手県」、「福島県」、「茨城県」、「埼玉県」、「神奈川県」、「静岡県」、
「広島県」、「福岡県」と表示

ウェブサイト

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

群馬 加（畜） 加熱食肉製品 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限の誤表示 店頭告知

群馬 加（農） めん類等用つゆ、しょうゆ加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示 ウェブサイト

千葉 加（農） 清涼菓子 期限表示の誤表示・欠落 不鮮明な賞味期限を表示、原材料の不表示 ウェブサイト

千葉 加（農） 果実飲料 その他 特色のある原材料の重量割合の不表示 ウェブサイト

千葉 米 袋詰精米 原料玄米の誤表示・欠落 「26年産」を「25年産」と表示 手紙等

千葉 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 事実と異なる原産地、品種を表示 ウェブサイト

埼玉 農 キャベツ 原産地の誤表示・欠落 「千葉県産」と「愛知県産」を混合したものに「愛知県産」と表示 店頭告知

埼玉 加（水） あじ開干 期限表示の誤表示・欠落 消費期限を賞味期限として表示、消費期限の誤表示 店頭告知

東京 加（水） いくらしょうゆ漬け 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 店頭告知

東京 水 まぐろ 原産地の誤表示・欠落 「大西洋産」の不表示 店頭告知

東京 水 まぐろ 原産地の誤表示・欠落 原産国「韓国」の不表示 店頭告知

東京 加（水） 水産加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、内容量の不表示 店頭告知

長野 加（他） ドレッシング類 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示 ウェブサイト

静岡 加（水） うなぎ加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 手紙等

新潟 加（他） 調理食品 名称の誤表示・欠落 名称、原材料の誤表示 ウェブサイト

愛知 加（農） 菓子類 内容量の誤表示・欠落 内容量の誤表示 手紙等

愛知 農 モロヘイヤ、おくら、みつばほか 原産地の誤表示・欠落 モロヘイヤについて包装に「沖縄」、ポップに「岐阜」と二重に表示 店頭告知

愛知 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「三重県産」の不表示 店頭告知

愛知 加（農） カット野菜ミックス、乾燥果実 その他 カット野菜ミックスについて一括表示の不表示 店頭告知

愛知 水 まぐろ 原産地の誤表示・欠落 「三重県産」を「山口県産・他」と表示 店頭告知

京都 加（農） 栗甘露煮 原材料名の誤表示・欠落 添加物の不表示 ウェブサイト

大阪 水 きはだまぐろ 原産地の誤表示・欠落 「台湾」を「静岡産」と表示 店頭告知

大阪 加（水） 加工魚介類 原材料名の誤表示・欠落 原材料、添加物の不表示 店頭告知

大阪 農 だいこん 原産地の誤表示・欠落 「千葉県産」を「愛知産」と表示 店頭告知

大阪 水 きはだまぐろ 原産地の誤表示・欠落 「韓国、太平洋」を「太平洋産」と表示 店頭告知

大阪 加（他） おにぎり 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせず表示、原材料の不表示 ウェブサイト

大阪 加（農） 洋生菓子 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限の誤表示 ウェブサイト

兵庫 加（水） いせえびみそ漬、ゆでいせえび 内容量の誤表示・欠落 内容量、賞味期限の不表示 ウェブサイト

兵庫 加（他） 調味料 名称の誤表示・欠落 名称の誤表示、原材料を重量順とせず表示 ウェブサイト

和歌山 水 コシナガ 原産地の誤表示・欠落 「長崎県産」を「福岡県産」と表示 店頭告知

広島 加（畜） 畜産加工品 原産国の誤表示・欠落 「中国」を「オーストラリア産」と表示 店頭告知

福岡 水 まぐろ 原産地の誤表示・欠落 「台湾太平洋」を「日本太平洋産」と表示 店頭告知

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 ウェブサイト

福岡 加（水） 辛子明太子 原料原産地名の誤表示・欠落 「北海道羅臼産」を「ロシア又はアメリカ産」と表示 手紙等

宮崎 畜 馬肉 原産地の誤表示・欠落 「カナダ産」を「熊本産」と表示 手紙等

・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。）

・品目区分は以下のとおり。

　　農：農産物、米：玄米・精米

　　加（農）：農産加工品

平成２６年度下半期における指導事案の状況（４）
（平成２７年１月）

品目  
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事業者
所在地

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 加（水） そうざい 保存方法の誤表示・欠落 保存方法の不表示 店頭告知

群馬 加（農） そうざい 原材料名の誤表示・欠落 原材料名の誤表示 手紙等

埼玉 水 まぐろ 原産地の誤表示・欠落 「台湾産」を「国産（太平洋）」と表示 店頭告知

埼玉 水 まぐろ 養殖表示の誤表示・欠落 養殖の不表示 店頭告知

東京 加（水） いくらしょうゆ漬け 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 店頭告知

東京 加（農） 油菓子 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限の誤表示 店頭告知

東京 加（農） 果汁入り飲料 名称の誤表示・欠落 名称の誤表示、原材料の誤表示 ウェブサイト

神奈川 加（農） 食パン 期限表示の誤表示・欠落 消費期限の誤表示 店頭告知

長野 農 とうがらし 原産地の誤表示・欠落 「栃木産」を「茨城産」と表示 手紙等

富山 畜 豚肉 原産地の誤表示・欠落 「カナダ産」を「新潟県産及び国産」と表示 店頭告知

岐阜 加（他） 調理食品 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

岐阜 水 生鮮水産物 原産地の誤表示・欠落 「オーストラリア」を「インド」と表示 手紙等

滋賀 水 生鮮水産物 原産地の誤表示・欠落 「大分」を「高知」と表示 店頭告知

大阪 加（農） 果実加工品 原料原産地名の誤表示・欠落 「メキシコ産」を「高知県産」と表示 店頭告知

大阪 農 りんご 原産地の誤表示・欠落 「青森県産」の不表示 手紙等

大阪 加（他） 調理冷凍食品 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせず表示、原材料の誤表示 ウェブサイト

大阪 水 たい 原産地の誤表示・欠落 「三重」を「愛媛産」と表示、「養殖」の不表示 店頭告知

兵庫 加（農） 菓子類 原材料名の誤表示・欠落 添加物の誤表示 ウェブサイト

兵庫 加（畜） タレ漬けした牛肉 保存方法の誤表示・欠落 保存方法の不表示、原材料の不表示 手紙等

兵庫 農 グレープフルーツ 原産地の誤表示・欠落 「アメリカ」を「南アフリカ産」と表示 店頭告知

島根 加（農） 和生菓子 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限の不表示、添加物を重量順とせず表示 手紙等

岡山 加（水） ゆでだこ 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、添加物の誤表示 店頭告知

広島 水 ぶり、しじみ 原産地の誤表示・欠落
ぶりについて「大分県産」と「宮崎県産」を混合したものに「宮崎県産」と表示、「大分
県産」を「宮崎県産」と表示

店頭告知

香川 加（農） 菓子 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限の誤表示 ウェブサイト

香川 加（農） パン、菓子 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限の誤表示 店頭告知

愛媛 加（農） 農産加工品 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地名の不表示、原材料名の誤表示 店頭告知

高知 加（農） 緑茶 名称の誤表示・欠落 名称の誤表示、内容量の誤表示 手紙等

福岡 加（他） おにぎり 原材料名の誤表示・欠落 複合原材料について定められた方法によらない表示、原材料の不表示 ウェブサイト

福岡 畜 牛肉 品種の誤表示・欠落 「乳用種」を「交雑種（国内産黒毛和種×国内産乳用種）」と表示 店頭告知

熊本 水 わかさぎ 原産地の誤表示・欠落 「カナダ」を「ニュージーランド産」と表示 手紙等

熊本 加（他） 調理パン その他 一括表示の不表示 電子メール等

・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。）

・品目区分は以下のとおり。

　　農：農産物、米：玄米・精米

　　加（農）：農産加工品

平成２６年度下半期における指導事案の状況（５）
（平成２７年２月）

品目  



44

事業者
所在地

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 加（水） ねり製品 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限の不表示 ウェブサイト

青森 加（畜） 畜産加工品 原産国の誤表示・欠落 「中国産」を「国産」と二重に表示 手紙等

青森 畜 豚肉 原産地の誤表示・欠落 「アメリカ産」を「国産」と表示 手紙等

山形 加（畜） 畜産加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、原材料と添加物を区分せず表示 店頭告知

福島 加（水） 水産加工品 名称の誤表示・欠落 名称の不表示・誤表示、原材料の不表示・誤表示 店頭告知

埼玉 農 ねぎ 原産地の誤表示・欠落 「埼玉県産」を「千葉県産」と表示 手紙等

埼玉 農 サニーレタス、人参、いよかん 原産地の誤表示・欠落 サニーレタスについて包装に「埼玉県産」、ポップに「長野・茨城産」と二重に表示 店頭告知

茨城 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「福岡県産」を「千葉県産」と表示 店頭告知

千葉 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「栃木県産」を「茨城県産」と表示 店頭告知

東京 加（農） 洋菓子 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 手紙等

東京 加（他） 健康食品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 手紙等

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

東京 加（水） ゆでがに 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示、原産国の不表示 店頭告知

東京 農 梨、りんご 原産地の誤表示・欠落 梨について「新潟県産」を「鳥取県産」と表示 店頭告知

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

東京 加（他） 健康食品 原材料名の誤表示・欠落 原材料と添加物を区分せず表示、添加物を重量順とせず表示 ウェブサイト

東京 加（他） 惣菜 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限の誤表示 店頭告知

東京 加（農） 菓子類 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 ネーブルオレンジ 原産地の誤表示・欠落 「アメリカ産」を「オーストラリア産」と表示 店頭告知

東京 加（農） 生菓子 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 店頭告知

東京 加（畜） はっ酵乳 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 ウェブサイト

神奈川 加（農） 野菜加工品 原料原産地名の誤表示・欠落 「国産」の不表示 手紙等

新潟 加（他） 調理食品 原材料名の誤表示・欠落 添加物を重量順とせず表示 手紙等

富山 水 しじみ 原産地の誤表示・欠落 「島根県産」を「三重県産」と表示 店頭告知

石川 水 マグロ 原産地の誤表示・欠落 「長崎産」を「地中海産」と表示 店頭告知

愛知 加（他） レトルトパウチカレー、お好み焼きほか その他 レトルトパウチカレーの一括表示を不表示 店頭告知

愛知 加(農) 農産物漬物 内容量の誤表示・欠落 内容量の不表示 店頭告知

愛知 加（水） 水産加工品 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地名の誤表示 店頭告知

愛知 加（水） まぐろたたき 原料原産地名の誤表示・欠落 「国産、台湾、その他」を不表示 店頭告知

愛知 加(農) ゆで枝豆、農産物かす漬け類 原産国の誤表示・欠落 ゆで枝豆について原産国「タイ」を不表示 店頭告知

愛知 加（水） まぐろ切落とし 原材料名の誤表示・欠落 原材料名の不表示 店頭告知

滋賀 米 袋詰米穀 その他 未検査米を使用しているものに「単一原料米」、産地、品種、産年を表示 ウェブサイト

京都 加（農） 農産物漬物 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせず表示、原材料の不表示 ウェブサイト

大阪 畜 牛肉 その他 「ウデ」を「モモ」と表示 店頭告知

兵庫 加（水） 干ひじき 原産国の誤表示・欠落 「韓国」の不表示 手紙等

徳島 農 キウイフルーツ 原産地の誤表示・欠落 「香川県産」の不表示 店頭告知

島根 水 ぶり 原産地の誤表示・欠落 「愛媛県産」を容器包装に「鹿児島県産」、ポップに「鹿児島県産他」と表示 店頭告知

広島 畜 豚肉 名称の誤表示・欠落 「豚肉」を「牛肉」と表示 店頭告知

広島 加（農） 和生菓子 期限表示の誤表示・欠落 消費期限の誤表示 店頭告知

岡山 加（他） 炊き込みごはんの素、ぽん酢しょうゆ、しょうゆ加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料名の不表示、誤表示 ウェブサイト

徳島 加（農） 菓子類 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせず表示、原材料の不表示 ウェブサイト

福岡 加（農） 油揚げ 原料原産地名の誤表示・欠落 「アメリカ産」を「アメリカ・カナダ産」と表示 手紙等

福岡 農 しょうが 原産地の誤表示・欠落 「長崎県産」を「熊本県産」と表示 店頭告知

福岡 加（農） 和生菓子 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 ウェブサイト

・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。）

・品目区分は以下のとおり。

　　農：農産物、米：玄米・精米

　　加（農）：農産加工品

平成２６年度下半期における指導事案の状況（６）
（平成２７年３月）

品目  


