
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 農 チンゲンサイ、山東菜、にんにく 名称の誤表示・欠落 チンゲンサイについて「ヤサイ」と表示 店頭告知

茨城 加（他） 調理食品 その他 1年先の賞味期限と誤認させる表示 手紙等

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

栃木 農 じゃがいも 原産地の誤表示・欠落 「長崎県産」、「宮崎県産」、「茨城県産」を「鹿児島県産」と表示 店頭告知

栃木 畜 牛肉 その他 「交雑牛」を「黒毛和牛」と誤認させる表示 店頭告知

千葉 加（水） 塩蔵わかめ その他 使用方法の不表示、規定より小さい活字で表示 ウェブサイト

東京 加（農） めん類 名称の誤表示・欠落 名称の誤表示 ウェブサイト

東京 加（水） 水産加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料、添加物を重量順とせず表示 ウェブサイト

東京 加（農） 菓子類 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 ウェブサイト

東京 米 玄米、精米 原料玄米の誤表示・欠落 未検査米を使用しているものに産地、品種を表示、定められた様式によらない表示 店頭告知

東京 畜 牛肉 その他 「国産牛」を「黒毛和牛」と誤認させる表示 店頭告知

東京 米 精米、玄米 原料玄米の誤表示・欠落 未検査米を使用しているものに産地、品種、産年を表示 ウェブサイト

東京 農 いちじく 原産地の誤表示・欠落 包装に「和歌山産」、棚札に「愛知産」と表示 店頭告知

東京 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「北海道産」、「茨城県産」、「栃木県産」を「広島県産」と表示 店頭告知

神奈川 畜 生鮮畜産物 原産地の誤表示・欠落 「埼玉県産」を「東京都産」と表示 店頭告知

長野 加（農） 野菜加工品 名称の誤表示・欠落 トマトを使用していないものに「チリソース」と表示 店頭告知

静岡 水 するめいか 原産地の誤表示・欠落 「岩手県産」を「国産」と表示 店頭告知

愛知 畜 豚肉 原産地の誤表示・欠落 「カナダ」を「愛知産」と二重に表示 店頭告知

愛知 農 ぶどう 原産地の誤表示・欠落 「山梨県産」と「長野県産」の双方を表示 店頭告知

滋賀 農 きゅうり、ごぼう 原産地の誤表示・欠落 きゅうりについて原産地「岩手産」の不表示 店頭告知

滋賀 加（水） わかめ加工品 内容量の誤表示・欠落 内容量の不表示 店頭告知

滋賀 加（水） わかめ加工品、ひじき加工品ほか1品目 内容量の誤表示・欠落 わかめ加工品について内容量を「1P」と表示 店頭告知

京都 農 ハーブ詰め合わせ 名称の誤表示・欠落 名称の誤表示 店頭告知

京都 加（農） 干しぶどう 原産国の誤表示・欠落 原産国「トルコ」の不表示、原料原産地「トルコ」を「トルコ、オーストラリア産」と表示 店頭告知

京都 加（農） コーヒー 名称の誤表示・欠落 「豆」を「粉」と表示 店頭告知

大阪 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「青森県産」を「仙台」と表示 手紙等

大阪 加（水） 茹でやりいか、辛子明太子ほか21品目 原材料名の誤表示・欠落 茹でやりいかについて原材料、添加物の不表示 店頭告知

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

大阪 農 トマト、にんじん 原産地の誤表示・欠落 トマトについて包装に「北海道産」、ポップに「広島県産」と表示 店頭告知

大阪 農 白ねぎ、水菜 原産地の誤表示・欠落 白ねぎについて包装に「北海道産」、棚札に「埼玉」と表示 店頭告知

大阪 農 まくわうり 名称の誤表示・欠落 名称の不表示、原産地「シガケン」を「山形産」と表示 店頭告知

大阪 農 こまつな 原産地の誤表示・欠落 包装に「福岡県産」、ポップに「奈良産」と表示 店頭告知

大阪 加（水） 塩さけ、干かれい 原材料名の誤表示・欠落 添加物の不表示、誤表示 店頭告知

大阪 水 まさば 原産地の誤表示・欠落 「アオモリ」を「石川県産」と表示 店頭告知

大阪 加（水） 干かれい 原材料名の誤表示・欠落 添加物の不表示 店頭告知

兵庫 水 ごまさば 原産地の誤表示・欠落 「かごしま」を「宮城産」と表示 店頭告知

兵庫 加（農） トマト加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示 手紙等

岡山 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 原産地「北海道」の不表示 手紙等

岡山 加（農） 茹でえだまめ 原産国の誤表示・欠落 原産国「中国」の不表示 店頭告知

岡山 加（水） 茹でえび、あさりむき身 原産国の誤表示・欠落 茹でえびについて原産国「タイ」の不表示 店頭告知

鳥取 農 なし 名称の誤表示・欠落 「豊水梨」を「幸水梨」と表示 店頭告知

広島 農 ズッキーニ 原産地の誤表示・欠落 棚札に「長野県産」、プライスラベルに「福岡県産」と表示 店頭告知

愛媛 加（水） 水産加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせず表示、複合原材料について定められた方法によらない表示 手紙等

愛媛 水 かんぱち 原産地の誤表示・欠落 「高知県産」を「宇和海産」と表示 店頭告知

佐賀 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「熊本県産」を「大分県産」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、畜：畜産物、水：水産物

　　加（農）：農産加工品、加（畜）：畜産加工品、加（水）：水産加工品、加（他）：その他の加工食品

平成２４年度下半期における指導の状況（１）
（平成２４年１０月）
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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） 菓子類 その他 1ヶ月先の賞味期限と誤認させる表示 店頭告知

岩手 加（農） 菓子類 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 ウェブサイト

宮城 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「北海道産」を「茨城県産」と表示 店頭告知

群馬 加（農） 乾燥果実 原材料名の誤表示・欠落 原材料を重量順とせず表示 手紙等

千葉 米 精米 原料玄米の誤表示・欠落 「24年産」を「23年産」と表示 手紙等

千葉 農 豆苗 原産地の誤表示・欠落 「山梨県産」を「静岡」と二重に表示 店頭告知

千葉 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、誤表示 店頭告知

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

東京 加（農） パン生地 原材料名の誤表示・欠落 添加物の不表示 店頭告知

東京 農 みかん 原産地の誤表示・欠落 「愛知県産」を「愛媛産」と表示 店頭告知

東京 加（水） うなぎ加工品 原産国の誤表示・欠落 原産国「中国」の不表示、「中国産」を「国産」と誤認させる表示 店頭告知

東京 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「群馬県産」を「北海道産」と表示 店頭告知

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「北海道産」と表示 店頭告知

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

東京 加（水） 水産加工品 原料原産地名の誤表示・欠落 「北海道」を「米国」と表示 ウェブサイト

東京 水 まさば 原産地の誤表示・欠落 「長崎沖」を「神奈川県産」と二重に表示 店頭告知

東京 加（農） 農産加工品 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） しらす干、塩ぎんざけ 原材料名の誤表示・欠落 しらす干について原材料、保存方法の不表示 店頭告知

神奈川 農 生鮮農産物 名称の誤表示・欠落 名称、原産地の不表示 店頭告知

神奈川 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「国産」を「神奈川県産」と表示、「交雑種」を「黒毛和牛」と誤認させる表示 店頭告知

神奈川 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「福島県産」を「北海道産」と表示、「交雑種」を「和牛」と誤認させる表示 店頭告知

神奈川 加（水） しらす干 その他 根拠なく「極上」と表示、原材料の不表示 店頭告知

長野 加（農） 味噌加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示、不表示 手紙等

静岡 加（水） 水産加工品 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限の不表示 ウェブサイト

静岡 農 すいか 原産地の誤表示・欠落 「沼津産」を「函南産」と表示 店頭告知

静岡 加（農） 茹でえだまめ 内容量の誤表示・欠落 内容量、原産国「台湾」の不表示 ウェブサイト

石川 加（農） 菓子 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、原材料を重量順とせず表示 社告

愛知 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「愛知県産」を「静岡県産」と表示 店頭告知

愛知 水 しじみ 原産地の誤表示・欠落 原産地「愛知」の不表示 店頭告知

岐阜 農 レモン 原産地の誤表示・欠落 包装に「チリ産」、ポップに「アメリカ産」と表示 店頭告知

三重 米 精米 原料玄米の誤表示・欠落 定められた様式によらない表示、「単一原料米」の不表示 店頭告知

滋賀 農 なす、ゴーヤ､いんげんまめほか1品目 名称の誤表示・欠落 なすについて「野菜」と表示 店頭告知

大阪 水 あおりいか、あゆ、たいほか1品目 原産地の誤表示・欠落 あおりいかについて「フィリピン」を「大西洋産」と表示、「解凍」の不表示 店頭告知

大阪 加（水） 上乾ちりめん、ちりめんほか16品目 原材料名の誤表示・欠落 上乾ちりめんについて原材料の不表示 店頭告知

大阪 加（他） サンドイッチ、弁当 原材料名の誤表示・欠落 サンドイッチについて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） 茹でえだまめ 内容量の誤表示・欠落 内容量、原産国「台湾」の不表示 ウェブサイト

大阪 農 四角豆 名称の誤表示・欠落 ホップに「四角豆」、プライスラベルに「三度豆」と表示 店頭告知

大阪 加（水） いくら醤油漬、あじフライほか6品目 原材料名の誤表示・欠落 いくら醤油漬について原材料の不表示 店頭告知

大阪 加（水） 塩さんま、塩さば、湯たこほか１品目 原材料名の誤表示・欠落 塩さんまについて原材料の不表示 店頭告知

大阪 加（農） コーヒー 内容量の誤表示・欠落 内容量の不表示 店頭告知

大阪 加（畜） 茹で牛すじ 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 店頭告知

大阪 水 むきえび、バナメイえび 解凍表示の誤表示・欠落 むきえびについて「解凍」、「養殖」の不表示 店頭告知

大阪 加（水） ししゃも、いわし丸干ほか5品目 原材料名の誤表示・欠落 ししゃもについて原材料、内容量の不表示 店頭告知

兵庫 農 えだまめ 原産地の誤表示・欠落 原産地の不表示 店頭告知

兵庫 加（畜） ねぎま串 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 手紙等

兵庫 加（水） 塩べにさけ、上乾ちりめんほか6品目 原材料名の誤表示・欠落 塩べにさけについて原材料の不表示 店頭告知

岡山 加（農） 農産加工品 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 店頭告知

福岡 農 なし 原産地の誤表示・欠落 「福島産」を「大分産」と表示 店頭告知

佐賀 加（畜） 豚肉加工品 その他 原料原産地「国産」を「アメリカ産」と誤認させる表示 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、畜：畜産物、水：水産物

　　加（農）：農産加工品、加（畜）：畜産加工品、加（水）：水産加工品、加（他）：その他の加工食品

平成２４年度下半期における指導の状況（２）
（平成２４年１１月）

品目  



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） 水産物漬物 その他 1年先の賞味期限と誤認させる表示 ウェブサイト

青森 加（畜） 温泉たまご 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地の不表示 ウェブサイト

福島 米 精米 名称の誤表示・欠落 「うるち精米」と「もち精米」を混合したものに「精米」と表示 ウェブサイト

茨城 農 ブロッコリー、とうがん 原産地の誤表示・欠落 ブロッコリーについて「北海道産」を「茨城産他国内産」と表示 店頭告知

茨城 水 さんま 原産地の誤表示・欠落 「岩手」を「岩手産他」と表示 店頭告知

群馬 加（農） 農産加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料、添加物の不表示 ウェブサイト

群馬 加（他） シュウマイ 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限の不表示 手紙等

千葉 加（水） 塩蔵魚類 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

埼玉 米 玄米、精米 原料玄米の誤表示・欠落 原料玄米、調製年月日の不表示 ウェブサイト

東京 加（農） 農産加工品 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） 水産加工品 その他 1ヶ月先の消費期限と誤認させる表示 店頭告知

東京 農 りんご 原産地の誤表示・欠落 「青森県産」を「長野県産」と表示 手紙等

東京 加（水） しめさば、すじこ その他 しめさばについて原料原産地「国産」を「ノルウェー産」と誤認させる表示 店頭告知

東京 加（他） 調理食品 原材料名の誤表示・欠落 原材料、内容量の不表示 ウェブサイト

東京 米 精米 原料玄米の誤表示・欠落 原料玄米、精米年月日の不表示 店頭告知

東京 加（水） 水産物オイル漬缶詰 その他 原産国「スペイン」を「イタリア」と誤認させる表示 店頭告知

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

静岡 加（農） 農産加工品 その他 使用していない有機原材料を特色のある原材料として表示 ウェブサイト

静岡 加（畜） 調味した豚肉 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地の不表示 店頭告知

静岡 加（農） 農産加工品 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限の不表示 ウェブサイト

愛知 農 キャベツ 原産地の誤表示・欠落 原産地「愛知県産」を不表示 店頭告知

愛知 水 かれい 原産地の誤表示・欠落 「カナダ産」を「ポルトガル産」と表示 店頭告知

岐阜 加（農） カット野菜ミックス 原料原産地名の誤表示・欠落 「長野県」を「長野・群馬」と表示 手紙等

岐阜 加（他） 加工食品 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 手紙等

三重 畜 鶏肉 原産地の誤表示・欠落 原産地「ブラジル産」の不表示 店頭告知

三重 水 生鮮水産物 原産地の誤表示・欠落 原産地「インドネシア産」の不表示 店頭告知

三重 水 生鮮水産物 原産地の誤表示・欠落 原産地「フィリピン産」の不表示 手紙等

三重 農 はくさい 原産地の誤表示・欠落 「群馬県産」を「長野県産」と表示 手紙等

滋賀 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 包装に「岐阜県産」、ポップに「愛知県産」と表示 店頭告知

滋賀 農 レタス 原産地の誤表示・欠落 「山梨県産」を「長野産」と表示 店頭告知

大阪 水 まだい 原産地の誤表示・欠落 「高知県産」を「愛媛県産」と表示 手紙等

大阪 農 りんご、アスパラガス、なし 原産地の誤表示・欠落 りんごについて「青森県産」を「長野産」と表示 店頭告知

大阪 水 さけ 原産地の誤表示・欠落 プライスラベルに「宮城県産」、ポップに「北海道産」と表示 店頭告知

大阪 加（水） 開あじ、かえりちりめんほか２品目 原材料名の誤表示・欠落 開あじについて添加物の誤表示 店頭告知

兵庫 加（他） 調味たれ 原材料名の誤表示・欠落 原材料、添加物を重量順とせず表示 手紙等

兵庫 農 ひらたけ、きぬさや 名称の誤表示・欠落 ひらたけについて名称の誤表示、包装に「兵庫県産」、棚札に「北海道産」と表示 店頭告知

鳥取 加（農） 和菓子 その他 事実と異なる原産地を特色のある原材料として表示 手紙等

広島 米 精米 精米年月日の誤表示・欠落 4日先の精米年月日を表示 ウェブサイト

愛媛 加（他） 調味料 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

愛媛 米 精米 原料玄米の誤表示・欠落 「単一原料米」を「複数原料米」と表示 手紙等

大分 農 かぼちゃ 原産地の誤表示・欠落 「北海道産」を「熊本産」と表示 店頭告知

鹿児島 加（水） 茹でほたて 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地「北海道産」の不表示、原産国の誤表示 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、畜：畜産物、水：水産物

　　加（農）：農産加工品、加（畜）：畜産加工品、加（水）：水産加工品、加（他）：その他の加工食品

平成２４年度下半期における指導の状況（３）
（平成２４年１２月）

品目  



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 農 はくさい 原産地の誤表示・欠落 「茨城産」を「道内産」と表示 店頭告知

宮城 加（水） 塩さば 原産国の誤表示・欠落 原産国「中国」の不表示、原料原産地「ノルウェー」を「国産」と表示 店頭告知

秋田 加（他） 調理食品 名称の誤表示・欠落 名称、原材料の不表示 店頭告知

群馬 加（他） シュウマイ 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限の不表示 手紙等

千葉 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

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

千葉 農 ねぎ 原産地の誤表示・欠落 「群馬県産」を「北海道産」と二重に表示、名称の誤表示 店頭告知

埼玉 農 なし 原産地の誤表示・欠落 「福島県産」を「鳥取県産」と二重に表示 店頭告知

埼玉 畜 豚挽肉 名称の誤表示・欠落 「豚ひき肉」を「牛豚ひき肉」と表示 店頭告知

埼玉 加（畜） 牛豚合挽肉 名称の誤表示・欠落 「牛豚ひき肉」を「豚ひき肉」と表示 店頭告知

東京 加（農） 乾燥果実 原産国の誤表示・欠落 原産国「アメリカ」の不表示 ウェブサイト

東京 加（農） 野菜加工品 名称の誤表示・欠落 トマトペーストでないものに「トマトペースト」と表示 店頭告知

東京 加（他） 米酢、調味酢 名称の誤表示・欠落 米酢について「醸造酢」の不表示、販売者住所の誤表示 店頭告知

東京 農 アスパラガス 原産地の誤表示・欠落 「新潟県産」を「北海道産」と二重に表示 店頭告知

神奈川 農 りんご 原産地の誤表示・欠落 「青森県産」と「福島県産」を混合したものに「青森県産」と表示 店頭告知

神奈川 加（農） 農産加工品 その他 1年先の賞味期限と誤認させる表示 店頭告知

神奈川 加（水） 水産加工品 原材料名の誤表示・欠落 「岩手産白鮭」を「紅鮭（アメリカ・解凍）」と表示 店頭告知

山梨 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「秋田県産」を「栃木県産」と表示 店頭告知

静岡 加（水） 塩かずのこ 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、原料原産地「アメリカ、カナダ」を「アメリカ」と表示 店頭告知

三重 畜 豚肉 原産地の誤表示・欠落 「アメリカ合衆国」を「国内産」と表示 店頭告知

三重 農 おくら、ピーマンほか7品目 原産地の誤表示・欠落 おくらについて包装に｢フィリピン産」、棚札に｢高知県産」と表示 店頭告知

三重 畜 生鮮畜産物 原産地の誤表示・欠落 原産地「ハンガリー産」の不表示 店頭告知

愛知 加（水） 蒸しだこ 原材料名の誤表示・欠落 添加物の不表示 店頭告知

愛知 加（他） 調味料 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示 ウェブサイト

愛知 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「静岡県」を「愛知県産」と表示 店頭告知

大阪 農 ししとう、ピーマン 原産地の誤表示・欠落 ししとうについて包装に「高知県産」「和歌山県産」、ポップに「高知産他」と表示 店頭告知

大阪 畜 牛肉 その他 「国産牛」を「和牛」と誤認させる表示 店頭告知

兵庫 水 ぶり 原産地の誤表示・欠落 「高知県産」を「香川県産」と表示 店頭告知

大阪 加（農） 菓子類 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方法 ウェブサイト

兵庫 農 ごぼう、インゲン 名称の誤表示・欠落 ごぼうについて「ごぼう」を「土生姜」と二重に表示 店頭告知

兵庫 加（農） 農産加工品 原料原産地名の誤表示・欠落 原料原産地「国産」の不表示 店頭告知

大阪 水 ぶり、からすかれい 原産地の誤表示・欠落 ぶりについて「大分」を「長崎県産」と表示、「養殖」の不表示 店頭告知

大阪 加（水） 茹でだこ 原材料名の誤表示・欠落 添加物を重量順とせず表示、添加物の不表示 店頭告知

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 ウェブサイト

大阪 農 だいこん、りんご 原産地の誤表示・欠落 だいこんについて「宮崎」を「鹿児島産」と表示 店頭告知

大阪 加（水） 開あまだい、塩かずのこほか3品目 原材料名の誤表示・欠落 開あまだいについて原材料の不表示 店頭告知

大阪 農 こまつな、しゅんぎく、キャベツ 原産地の誤表示・欠落 こまつなについて包装に「徳島県産」、棚札に「兵庫」と表示 店頭告知

大阪 農 みかん 原産地の誤表示・欠落 原産地「和歌山」の不表示 店頭告知

大阪 加（農） オリーブ油 保存方法の誤表示・欠落 保存方法の不表示 ウェブサイト

大阪 加（農） キャンディ 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

大阪 加（水） 身欠きにしん、開ほっけ 保存方法の誤表示・欠落 身欠きにしんについて保存方法の不表示 店頭告知

兵庫 加（水） 干きびなご、茹でかに身ほか3品目 原材料名の誤表示・欠落 干きびなごについて原材料、内容量の不表示 店頭告知

兵庫 農 ねぎ、にんにくの芽、しいたけ 原産地の誤表示・欠落 ねぎについて原産地「香川県」の不表示 店頭告知

鳥取 水 まぐろ 原産地の誤表示・欠落 「クロアチア産」を「マルタ産」と表示 店頭告知

熊本 加（他） 調味料詰め合わせ その他 1ヶ月先の賞味期限と誤認させる表示 ウェブサイト

熊本 加（農） 農産加工品 期限表示の誤表示・欠落 賞味期限の不表示 ウェブサイト

・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、畜：畜産物、水：水産物

　　加（農）：農産加工品、加（畜）：畜産加工品、加（水）：水産加工品、加（他）：その他の加工食品

平成２４年度下半期における指導の状況（４）
（平成２５年１月）

品目  



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 米 精米、玄米 原料玄米の誤表示・欠落 未検査米を使用しているものに産地、品種、産年を表示 ウェブサイト

北海道 加（水） スモークサーモン その他 7日先の賞味期限と誤認させる表示 店頭告知

北海道 加（畜） 牛肉加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の誤表示 ウェブサイト

北海道 加（農） 干しいも 内容量の誤表示・欠落 内容量、賞味期限の不表示 手紙等

宮城 加（畜） 調味した食肉 保存方法の誤表示・欠落 保存温度の誤表示 店頭告知

栃木 加（水） 塩さけ 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 店頭告知

東京 米 精米 原料玄米の誤表示・欠落 産年を「複数年産」と表示 手紙等

東京 加（水） 塩さば、干さば、塩さけ 原産国の誤表示・欠落 塩さばについて原産国「中華人民共和国」の不表示、原材料の不表示 店頭告知

神奈川 農 みかん 原産地の誤表示・欠落 「愛媛県産」を「熊本県産」と表示 手紙等

神奈川 農 みかん 原産地の誤表示・欠落 「愛媛県産」を「熊本県産」と表示 手紙等

神奈川 畜 豚肉 原産地の誤表示・欠落 「鹿児島産」を「千葉県産」と二重に表示 店頭告知

神奈川 加（畜） ロースハム その他 25日先の消費期限と誤認させる表示 店頭告知

新潟 加（水） 水産加工品 その他 保存料を使用したものを保存料を使用していないと誤認させる表示 店頭告知

石川 加（水） 水産加工品 内容量の誤表示・欠落 内容量の誤表示 ウェブサイト

石川 加（農） 農産物漬物 内容量の誤表示・欠落 内容量の誤表示 ウェブサイト

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

愛知 畜 生鮮畜産物 原産地の誤表示・欠落 原産地「メキシコ産」の不表示 店頭告知

三重 米 もち精米 原料玄米の誤表示・欠落 未検査米を使用しているものに産年を表示 店頭告知

大阪 畜 豚肉 その他 肉の部位を誤認させる表示 店頭告知

大阪 水 ブラックタイガー 原産地の誤表示・欠落 包装に「ベトナム産」、プライスラベルに「インド産」と表示 店頭告知

大阪 加（農） 果実加工品 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 加（水） 開あじ、開さんま、ちりめんほか5品目 原材料名の誤表示・欠落 開あじについて「真あじ」を「平あじ」と表示、原材料の不表示 店頭告知

大阪 加（農） 栗甘露煮 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

大阪 加（水） ちりめん、干しかれいほか16品目　 原材料名の誤表示・欠落 ちりめんについて原材料の不表示 店頭告知

大阪 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「静岡県」を「愛媛県」と表示 店頭告知

大阪 加（水） 蒸したこ 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、添加物を重量順とせず表示 店頭告知

大阪 水 くじらかのこ、サーモン、まぐろほか8品目 原産地の誤表示・欠落 くじらのかのこについて原産地「南極海」の不表示、「解凍」の不表示 店頭告知

大阪 加（水） うるめ丸干、ちりめんほか35品目 原材料名の誤表示・欠落 うるめ丸干について原材料、内容量の不表示 店頭告知

兵庫 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「宮崎県産」を「鹿児島県産」と表示 手紙等

兵庫 農 もやし 名称の誤表示・欠落 名称、原産地の不表示 手紙等

広島 加（水） ちりめん、塩さば、塩さけ 原材料名の誤表示・欠落 ちりめんについて原材料の不表示 店頭告知

高知 加（水） ししゃも、塩さけ 原産国の誤表示・欠落 ししゃもについて原産国「中国」の不表示、原材料の不表示 店頭告知

福岡 加（農） 農産加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示 手紙等

佐賀 農 にんにく 原産地の誤表示・欠落 「中国産」を「青森産」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、畜：畜産物、水：水産物

　　加（農）：農産加工品、加（畜）：畜産加工品、加（水）：水産加工品、加（他）：その他の加工食品

平成２４年度下半期における指導の状況（５）
（平成２５年２月）

品目  



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） 塩干魚介類 原材料名の誤表示・欠落 添加物の不表示 店頭告知

宮城 水 はたはた 原産地の誤表示・欠落 「新潟産」を「北海道産」と表示 店頭告知

茨城 加（畜） 畜産加工品 名称の誤表示・欠落 名称の誤表示、原材料の不表示 ウェブサイト

群馬 農 じゃがいも 原産地の誤表示・欠落 「鹿児島県」を「宮崎産」と二重に表示 店頭告知

千葉 加（水） スモークサーモン 原材料名の誤表示・欠落 「紅さけ」を「秋さけ」と表示、原料原産地「アメリカ産」を「北海道産」と表示 手紙等

千葉 水 しじみ 名称の誤表示・欠落 「しじみ」を「はまぐり」と表示、原産地「青森産」を「中国」と表示 店頭告知

千葉 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

千葉 畜 生鮮畜産物 原産地の誤表示・欠落 「福島県産」を「千葉県産」と表示 店頭告知

埼玉 水 ぶり 原産地の誤表示・欠落 「鹿児島県産」を「香川」と表示 店頭告知

埼玉 加（農） 豆乳 その他 鮮度を誤認させる「搾りたて」を表示 ウェブサイト

東京 加（水） 塩さば、すだこ、塩ぎんさけ 原産国の誤表示・欠落 塩さばについて原産国「中華人民共和国」の不表示、原材料の不表示 店頭告知

東京 水 カナダほっきがい、まぐろ 名称の誤表示・欠落 カナダほっきがいについて「ホッキ貝」と表示 店頭告知

東京 農 ブルーベリー、にら、きゅうりほか4品目 原産地の誤表示・欠落 ブルーベリーについて原産地「アメリカ産」の不表示 店頭告知

東京 加（水） むきえび その他 原料原産地「タイ産」を「インドネシア産」と誤認させる表示 店頭告知

東京 水 カナダほっきがい、まぐろ、ブラックタイガー 名称の誤表示・欠落 カナダほっきがいについて「ホッキ貝」と表示 店頭告知

東京 畜 牛肉 原産地の誤表示・欠落 「兵庫県産」を「宮城県産」と二重に表示 店頭告知

東京 加（農） 茶、緑茶、紅茶 原材料名の誤表示・欠落 茶について原材料の不表示、誤表示 ウェブサイト

神奈川 畜 生鮮畜産物 原産地の誤表示・欠落 「群馬県産」を「宮城県産」と表示 店頭告知

静岡 加（農） 菓子類 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 ウェブサイト

静岡 加（農） 農産加工品 原材料名の誤表示・欠落 原材料、内容量の不表示 店頭告知

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、重量順とせず表示 ウェブサイト

新潟 加（水） 練り製品 内容量の誤表示・欠落 「5個」を「６個」と表示 店頭告知

富山 加（水） 塩さば 原産国の誤表示・欠落 原産国「中華人民共和国」の不表示、「さば」を「真さば」と表示 店頭告知

三重 畜 豚肉 原産地の誤表示・欠落 「米国産」を「国産」と表示 店頭告知

滋賀 加（水） 開あまだい、開まほっけほか14品目 原料原産地名の誤表示・欠落 開あまだいについて「山口県産」を「中国産／東シナ海」と表示 店頭告知

滋賀 加（水） 魚卵加工品 その他 消費期限を賞味期限と誤認させる表示、1ヶ月先の賞味期限と誤認させる表示 店頭告知

京都 加（農） いり豆 内容量の誤表示・欠落 内容量の誤表示 手紙等

京都 水 あさり 原産地の誤表示・欠落 「静岡」を「愛知県産」と表示 店頭告知

京都 畜 鶏肉 原産地の誤表示・欠落 「ブラジル産」を「国産」と表示 手紙等

大阪 加（畜） 茹で牛すじ 原材料名の誤表示・欠落 原材料、原産国の不表示 店頭告知

大阪 加（水） 水産加工品 その他 1年前の消費期限と誤認させる表示 店頭告知

大阪 加（農） こんにゃく 原産国の誤表示・欠落 原産国「中国」の不表示 手紙等

大阪 加（水） さきいか、いわし干、塩さばほか11品目 名称の誤表示・欠落 さきいかについて名称、原材料の不表示 店頭告知

兵庫 加（水） 茹でいかなご、茹でほたるいか 内容量の誤表示・欠落 茹でいかなごについて内容量の不表示 店頭告知

兵庫 加（農） 農産物漬物 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 手紙等

奈良 加（農） 農産物漬物 原料原産地名の誤表示・欠落 「長崎県産」を「高知県」と表示 手紙等

奈良 農 レモン 原産地の誤表示・欠落 包装に「アメリカ産」、棚札に「国産」と表示 店頭告知

鳥取 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 畜 生鮮畜産物 原産地の誤表示・欠落 「アメリカ産」を「国産」と表示 店頭告知

大分 加（他） 焼肉のたれ 原材料名の誤表示・欠落 原材料の不表示、誤表示 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、畜：畜産物、水：水産物

　　加（農）：農産加工品、加（畜）：畜産加工品、加（水）：水産加工品、加（他）：その他の加工食品

平成２４年度下半期における指導の状況（６）
（平成２５年３月）

品目  


