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中国
⽬次

包装済み⾷品の表⽰の⼀般基準

国家⾷品安全基準
GB7718-2011
以下は平成26年現在の情報です。

包装済み⾷品の表⽰の⼀般基準
2011年4⽉20⽇公表
2012年4⽉20⽇施⾏
衛⽣⾏政部⾨公表

前⽂
GB 7718-2004包装済み⾷品の表⽰の⼀般規則を本基準に差し替える。
GB 7718-2004と⽐較した本基準の主な変更箇所は以下の通りである︓
適⽤範囲を変更した。
包装済み⾷品の定義および製造⽇を変更し、構成の定義を追加し、保管期間の定義を取り消した。
⾷品添加物の表⽰⽅法を変更した。
構成の表⽰⽅法を追加した。
製造者および流通業者の名称、所在地、および連絡先情報の表⽰⽅法を変更した。
義務的表⽰情報を⽰す語、シンボル、および数の最⼩サイズの⾼さが1.8 mm以上でなければならない場合の、包装済み⾷品の包装（容器）の最⼤表⾯
積を変更した。
アレルゲンを含有する可能性のある⾷品の推奨表⽰要件を追加した。
付録Aの最⼤表⾯積の算出⽅法を変更した。
付録Bおよび付録Cに追加した。

1.

範囲

本基準は、消費者に直接または間接的に提供される包装済み⾷品の表⽰に適⽤される。
本基準は、輸送中の包装済み⾷品を保護するための輸送⽤⾷品包装の表⽰、⼤量⾷品の表⽰、およびその場で製造販売される⾷品の表⽰には適⽤されない。

2.

⽤語および定義
2.1包装済み⾷品
包装済み⾷品とは、包装済みの、または事前に計測された量で容器に収容された⾷品を含み、⼀定範囲内の質および容量の統⼀表⽰を有するものであ
る。
2.2⾷品ラベル
⾷品ラベルとは、⾷品の包装または容器上の語、画像、マーク、または他の説明事項を意味する。
2.3材料
⾷品の製造または調製に⽤いられた物質で、⾷品添加物など、最終製品に（変化した形態のものを含み）存在するものである。
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2.4製造⽇
⾷品が最終製品となった⽇付であり、包装および充填⽇を含み、⾷品を包装内に収容した（容器内に充填した）後に最終販売単位となった⽇でもある。
2.5保存可能期間
保存可能期間（消費期限）とは、包装済み⾷品のラベルに記載された保管条件下で、当該製品の品質が保持され、⼗分に販売可能で、記載により明⽰ま
たは暗⽰された特定の品質が保持される期間の終了⽇を意味する。
2.6構成
構成とは、包装済み⾷品が2つ以上の包装済み⾷品を有する場合における、全正味重量と包装単位との関連の説明を意味する。
2.7主要表⽰パネル
包装済み⾷品の包装または容器において容易に発⾒されるパネルである。

3.

基本的要件
3.1法規および関連する⾷品安全基準の要件に従わなければならない。
3.2明瞭で⽬⽴ち、消去不能で、購⼊する消費者にとって容易に判読可能でなければならない。
3.3⼀般⼤衆に容易に理解され、正確で、化学的証拠に裏づけられているものでなければならない。迷信に基づいたり性的に興奮させたり他の製品を貶
めたり⾮科学的であったりする表⽰は禁⽌する。
3.4真実かつ正確でなければならず、虚偽の、誤解を招く、または欺まん的な⽅法で記載または提⽰してはならない。語のサイズ変更や対照的な⾊の使
⽤により誤った印象を与えがちであってはならない。
3.5当該製品が混同される可能性のある他の製品またはその⼀定の特性について直接的または間接的に述べたり⽰唆したりする語、画像、または他の⼿
段を記載または提⽰してはならない。
3.6疾患の予防および治癒効果について明⾔または⽰唆してはならず、かつ⾮健康管理的な⾷品が健康管理へ及ぼす影響について直接または間接に記載
してはならない。
3.7⾷品、⾷品包装、または⾷品容器からはがれてはならない。
3.8通常の漢字でなければならない（登録商標を除く）。装飾に⽤いられる異なる種類の芸術的⽂字は正確に記載され、容易に判読可能でなければなら
ない。
3.8.1中国語のピンイン表記または少数⺠族集団の⾔語も同時に⽤いてよいが、これらの語のサイズはこれらに⼀致する漢字以下の⼤きさでなけれ
ばならない。
3.8.2漢字に加え、漢字表記に⼀致する外国語も⽤いてよい（ただし、輸⼊⾷品製造者の名称および所在地、海外流通業者の名称および所在地、お
よびウェブサイトのアドレスを除く）。外国語の⽂字は対応する漢字以下の⼤きさでなければならない（登録商標を除く）。
3.9包装済み⾷品の包装（容器）の最⼤表⾯積が35 cm2を超える場合、義務的表⽰情報の語、シンボル、および数の最⼩サイズは⾼さが1.8 mm以上で
なければならない（最⼤表⾯積の算出⽅法については付録Aを参照されたい）。
3.10販売単位の包装内に異なる種類の数個の個包装が存在する場合、個包装別に販売可能であるが、各個包装の⾷品表⽰は個別に記載しなければならな
い。
3.11外部包装が容易に開封され、かつ表⽰情報が外部包装を通して判別され、義務的表⽰情報の全体または⼀部が内部包装（内部容器）において明瞭に
判別可能な場合、同⼀の表⽰情報を外部包装物に再現しなくてもよい。さもなければ、義務的表⽰情報は外部包装物に表⽰しなければならない。

4.

表⽰情報
4.1消費者に直接配送される包装済み⾷品の表⽰情報
4.1.1⼀般要件
消費者に直接配送される包装済み⾷品の表⽰には、⾷品名、材料リスト、正味重量および構成、製造者や流通業者の名称、所在地、および連絡先情
報、製造⽇および保管可能期間、保管条件、⾷品製造免許番号、製品基準コード、ならびに表⽰を要する他の内容が含まれなければならない。
4.1.2⾷品名
4.1.2.1⾷品の固有名称は表⽰中の⽬⽴つ場所に提⽰しなければならず、⾷品の真実の性質を明瞭に⽰すものでなければならない。
4.1.2.1.1特定の⾷品に関して国、業界、または地域の標準下で1つまたは幾つかの名称が確⽴されている場合、これらの名称のうちの1つ
または同等の名称を選んで使⽤しなければならない。
4.1.2.1.2このような名称が存在しない場合、消費者の誤解および混乱を招かない⼀般名または通称を⽤いなければならない。
4.1.2.2セクション4.1.2.1に述べた名称の1つが同⼀の表⽰パネルに⽰されている場合、－造語‖や－独創的な語‖、－翻訳語‖による名称、
－商標名‖、－⺠俗的名称‖、または－登録商標‖を使⽤してもよい。
4.1.2.2.1－造語‖や－独創的な語‖、－翻訳語‖による名称、－商標名‖、－⺠俗的名称‖、または－登録商標‖に誤解を招く語または
⽤語が含まれている場合、同⼀の表⽰パネルのこの名称のごく近くに同⼀の語のサイズで、当該⾷品の真の性質を⽰す固有名称を記載しな
ければならない。
4.1.2.2.2⾷品の真の性質を⽰す固有名称が、語のサイズが異なるために⾷品の性質について誤解を招くものである場合、この固有名称は
同⼀の語のサイズを⽤いて記載しなければならない。
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4.1.2.3⾷品の真の性質および物理的条件、または⾷品の調整⽅法に関して消費者の誤解および混乱を避けるために、ラベルの⾷品名の前また
は後に、必要に応じて乾燥、濃縮、還元、くんせい、油で揚げた、粉末状、粒状などの語句を追加して記載しなければならない。
4.1.3材料リスト
4.1.3.1包装済み⾷品の表⽰には材料リストを明記しなければならない。材料リスト中の材料についてはセクション4.1.2に従って固有名称を⽤
いなければならず、⾷品添加物についてはセクション4.1.3.1.4に従う名称を⽤いなければならない。
4.1.3.1.1－材料‖または－材料リスト‖という語は、材料リストを明⽰する語である。調製過程で⽤いた原料が他の材料に転化している
場合（ワイン、醤油、⾷酢などの発酵製品を指す）、－原料‖または－原料および補助的物質‖を－材料‖の代わりに⽤いてもよく、－材
料リスト‖には種々の原料、補助的物質、および⾷品添加物を、本基準の関連条項に従って記載しなければならない。加⼯助剤は記載しな
くともよい。
4.1.3.1.2⾷品の製造または調製中に⽤いられた材料は全て重量の多い順に記載しなければならないが、⾷品の2％未満を構成する材料は多
い順に記載しなくともよい。
4.1.3.1.3材料⾃体が2つ以上の材料（複合⾷品添加物を除く）から成る製品である場合、これらの複合材料は、リストにおいて⼀次材料の
すぐ後のカッコ内に⽐率の⾼い順に併記されるならば、明記してもよい。複合材料（この名称が国、業界、および地域の標準で確⽴されて
いる）が⾷品の25％未満を成す場合、この⼀次材料は明記しなくともよい。
4.1.3.1.4⾷品添加物の名称はGB 2760に従って⼀般名で明記しなければならない。⾷品添加物の⼀般名は⾷品添加物の固有名称で記載し
ても、⾷品添加物のクラス名で記載しても、⾷品添加物の固有名称および国際コード（国際番号システム［INS］番号）を同時に記載して
もよい（記載⽅法については付録Bを参照されたい）。同⼀の包装済み⾷品のラベルでは、⾷品添加物を記載する形式を1つ選択しなければ
ならない。⾷品添加物のクラス名および国際コードを同時記載する⽅法を採⽤する場合、かつ⾷品添加物の中で関連する国際コードがな
い、もしくはアレルギーの要件がない場合は、⾷品添加物の固有名称を記載してもよい。⾷品添加物の名称にその製造⽅法は含まれない。
⾷品の25％未満を成す複合材料中の⾷品添加物は、GB 2760に定める導⼊原則に従い、かつ最終製品に技術的機能を発揮しない場合、記
載しなくともよい。
4.1.3.1.5⾷品の製造または調製中に添加した⽔は、材料リストに記載しなければならない。製造中に蒸発する⽔または他の揮発性材料は
記載しなくともよい。
4.1.3.1.6摂⾷可能な包装物も、省の法規の条項で別途定める場合を除き、材料リストに記載しなければならない。
4.1.3.2以下の⾷品材料は表1に従って記載してもよい。

表1
材料の種類

表⽰

オリーブ油以外の植物油または精製植物油

「植物」または「精製」という語を伴う「油」、場合に応じて「⽔素
化」または「部分⽔素化」という語を追加してもよい。

化⼯デンプン以外のでんぷん

「でんぷん」

⾷品中に重量で2％以下の⽐率で単⼀でまたは組み合わせて

場合に応じて「⾹⾟料（1つ）」、「⾹⾟料（複数）」または「混合⾹⾟

⽤いられる全ての⾹⾟料および⾹⾟料抽出物

料」

チューインガムのガムベースの製造に⽤いられる全てのタイ

「チューインガムベース」、「ガムベース」

プのガム調整品
⾷品中に重量で10％以下の⽐率で⽤いられる全ての保存加

「砂糖漬け果実」「保存加⼯果実」

⼯果実
⾷品着⾹料、⾹料

「⾷品着⾹料」、「⾷品⾹料」、「⾷品着⾹料および⾷品⾹料」

4.1.4材料の量的表⽰
4.1.4.11つ以上の価値や特徴のある材料または成分の存在または添加を⾷品表⽰で特に強調する場合、強調する材料を製造時に添加した際の⽐
率、または強調する成分の含有量を記載しなければならない。
4.1.4.21つ以上の材料または成分の含有量が低いことを⾷品表⽰で特に強調する場合、強調する材料または成分の最終製品における⽐率を記載
しなければならない。
4.1.4.3⾷品名の中での特定の材料または成分についての記載⾃体は、特に強調することには当たらない。
4.1.5正味重量および構成
4.1.5.1正味重量の記載は、正味重量、数字、および公的測定単位を⽤いて⾏わなければならない（記載⽅式については付録Cを参照された
い）。
4.1.5.2包装済み⾷品の正味重量は、公的測定単位に従い、以下の⽅法で記載しなければならない。
a)液体⾷品の場合、容量（L）（l）、mL（ml）、または重量（g）、kg
b)固体⾷品の場合、重量（g）、kg
c)半固体または粘性⾷品の場合、重量（g）、（kg）、または容量（L）（l）、mL（ml）
4.1.5.3正味重量の測定単位は、表2に従って記載しなければならない。
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表2
測定⽅法

正味重量Qの範囲

容量

重量

測定単位

1. Q ＜1,000 ml

毫升mL (ml)

2. Q ≧1,000 ml

升L (l)

1. Q ＜1,000 g

克g

2. Q ≧1,000 g

千克kg

4.1.5.4正味重量を記載する最⼩フォントサイズについては、表3に従わなければならない。

表3
正味重量Qの範囲

フォントの最低の⾼さ（mm）

Q≦50 mL、Q≦50g

2

50 mL＜Q≦200 mL、50 g＜Q≦200g

3

200 mL＜Q≦1L、200 g < Q≦1 kg

4

Q＞1 kg、Q > 1L

6

4.1.5.5⾷品の正味重量および名称は包装（容器）の同⼀表⽰パネルに記載しなければならない。
4.1.5.6固体⾷品が液体中に収容されて固体⾷品が主原料である場合、正味内容量の記載に加え、⽔を切った（固体）内容量も重量または⽐率
で記載しなければならない（記載形式については付録Cを参照されたい）。
4.1.5.7⼩単位の包装済み⾷品を収容した包装済み⾷品の場合、キャンディ、⼩袋⼊りクッキー、袋⼊り砂糖漬け果実などの内部包装⾷品が個
別に販売されない場合を除き、正味重量の記載に加えて構成についても外部包装に記載しなければならない。
4.1.5.8構成に関する記載は、包装済み⾷品の正味重量および内部の個包装⾷品単位数、または内部の個包装⾷品単位数のみから成り、－構成
‖という語は記載しなくともよい。内部包装を含まない包装済み⾷品の場合、構成とは正味重量を意味する（記載形式については付録Cを参照
されたい）。
4.1.6製造者および流通業者の名称、所在地、および連絡先情報
4.1.6.1製造者の名称、所在地、および連絡先情報を記載しなければならない。製造者の名称および所在地は法に従って登録されたものであ
り、製造者は製品の安全性および品質に責任を負わなければならない。以下の状況の1つに該当する場合、表⽰は以下の要件に従って作成しな
ければならない。
4.1.6.1.1法によりグループ会社またはその⽀社（⼦会社）が独⽴した法定責任を負う場合、これらの各名称および所在地を別個に記載し
なければならない。
4.1.6.1.2法によりグループ会社の⽀社または製造施設が独⽴した法定責任を負わない場合、グループ会社および⽀社（製造施設）の名称
および所在地、あるいはグループ会社の製造施設のみの名称および所在地を記載しなければならない。製造施設は管理部⾨に⼀致する地⽅
⾃治体に届け出なければならない。
4.1.6.1.3包装済み⾷品の製造を認可された契約包装者の場合、契約包装者を認可した会社および製造を委託された会社、あるいは契約包
装者を認可した企業の製造施設のみの名称および所在地を記載しなければならない。製造施設は管理部⾨に⼀致する地⽅⾃治体に届け出な
ければならない。
4.1.6.2法により独⽴した法定責任を負う製造者または流通業者の連絡先情報については、少なくとも以下の事項の1つを記載しなければならな
い︓電話番号、ファックス番号、ウェブ上の連絡先情報など、または郵便番号および所在地。
4.1.6.3包装済み輸⼊⾷品の場合、原産国または地域（⾹港、マカオ、または台湾）、および中華⼈⺠共和国で登録された代理業者、輸⼊者、
または流通業者の名称、所在地、および連絡先情報を記載しなければならない。製造者の名称、所在地、および連絡先情報は記載しなくともよ
い。
4.1.7⽇付表⽰
4.1.7.1製造⽇および保存可能期間を明瞭に記載しなければならない。⽇付を包装の特定場所に提⽰する場合はこの特定場所を記載しなければ
ならない。記載⽇には、記載⽇の上への貼付、追加、または修正があってはならない（記載形式については付録Cを参照されたい）。
4.1.7.2保存可能期間および賞味期限を記載した⼤きな外部包装済み⾷品に個包装の同⼀の⾷品単位を収容する場合、外部包装に記載した保存
可能期間の⽇付は、個包装の⾷品単位の保存可能期間の最も早い⽇付で算出しなければならない。外部包装に記載した製造⽇は、個包装の⾷品
単位の製造⽇の最も早い⽇付、もしくは外部包装を販売単位とした⽇付で算出しなければならず、もしくは、個包装⾷品単位の製造⽇および保
存可能期間⽇については外部包装に別個に記載しなければならない。
4.1.7.3⽇付コードは、年、⽉、⽇の順で記載し、もしくは⽇付コードの記載順を明⽰しなければならない（記載形式については付録Cを参照さ
れたい）。
4.1.8保管条件
⾷品を保管するための特定条件はラベルに記載しなければならない（記載⽅式については付録Cを参照されたい）。
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4.1.9⾷品製造免許番号
⾷品製造免許番号を記載する必要のある包装済み⾷品の場合、記載形式については関連規則に従わなければならない。
4.1.10製品基準コード
国内で製造および流通する包装済み⾷品（包装済み輸⼊⾷品を除く）には製品基準コードおよび決定番号を記載しなければならない。
4.1.11他の表⽰情報
4.1.11.1照射⾷品
4.1.11.1.1電離放射線で処理された⾷品のラベルには、⾷品名のごく近くに－照射⾷品‖というマークを記載しなければならない。
4.1.11.1.2電離放射線で処理された材料については材料リストでその旨を明⽰しなければならない。
4.1.11.2遺伝⼦組換え⾷品
遺伝⼦組換え⾷品の表⽰は、関連法規の規則に従って⾏わなければならない。
4.1.11.3栄養表⽰
4.1.11.3.1特別⾷⽤の⾷品、ならびに乳幼児⽤の主⾷および補助⾷品には、⾷品の栄養成分および重量を記載しなければならず、記載⽅法
はGB 13432に従わなければならない。
4.1.11.3.2他の包装済み⾷品で栄養成分を記載する必要がある場合、記載⽅式は関連する規則基準に従わなければならない。
4.1.11.4品質等級
⾷品に関連する製品基準で品質等級が明瞭に規定されている場合、品質等級を記載しなければならない。
4.2間接的に消費者に配布される包装済み⾷品の表⽰条件
間接的に消費者に配布される包装済み⾷品の名称、構成、正味重量、製造⽇、保存可能期間、および保管⽅法は、セクション4.1の要件に従ってラベル
に記載しなければならない。ラベルに記載されない他の情報は規格または契約で明⽰しなければならない。
4.3表⽰情報の免除
4.3.1以下の包装済み⾷品は保存可能期間⽇の記載を免除され得る︓アルコール含有量が10％以上のアルコール飲料、固形の⾷酢、塩、および砂
糖、ならびにグルタミン酸ソーダ。

4.3.2包装済み⾷品の包装または容器の最⼤表⾯積が10 cm2の場合、（最⼤表⾯積の算出⽅法については付録Aを参照されたい）、包装済み⾷品に
は、製品の名称および正味重量、ならびに製造者または流通業者の名称および所在地のみを記載すればよい。
4.4推奨表⽰情報
4.4.1バッチ識別
製品を識別するバッチ番号を製品要件に応じて記載してもよい。
4.4.2使⽤⽅法
開封⽅法、消費⽅法、調製⽅法、還元⽅法、および消費者に役⽴つ他の指⽰を、製品要件に応じて記載してもよい。
4.4.3アレルギー
4.4.3.1以下の⾷品および製品は、⾷品材料として⽤いられる場合にアレルギー反応を引き起こす可能性があるため、認識しやすい名称を材料
リストに、あるいは材料リストのごく近くに記載することが望ましい。
a)グルテンたんぱくを含有する穀物およびその製品（⼩⻨、ライムギ、⼤⻨、スペルト⼩⻨、またはこれらの交配種など）
b)甲殻類の動物およびその製品（エビ、ロブスター、カニなど）
c)⿂およびその製品
d)卵およびその製品
e)落花⽣およびその製品
f)⼤⾖およびその製品
g)乳および乳製品（乳酸を含む）
h)ナッツおよびその製品
4.4.3.2上記の⾷品またはその製品を加⼯中に導⼊する場合、その旨を原料リストの近くに明⽰しなければならない。

5

その他

関連する国家規則に従って特別な検査および承認を要する⾷品のラベルは、関連規則に従って記載しなければならない。

付録A
包装（容器）の最⼤表⾯積の算出⽅法
A.1直⽅体の包装（容器）における算出⽅法
直⽅体の包装（容器）の場合、最⼤⾯積を有する⾯の⾼さ（cm）に、その⾯の幅（cm）を乗じた積。
A.2円筒形またはほぼ円筒形の包装（容器）における算出⽅法
円筒形またはほぼ円筒形の包装（容器）の場合、容器の⾼さ（cm）に周囲（cm）を乗じた積の40％
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A.3他の形状の包装（容器）の場合、包装（容器）の全表⾯積の40％。
包装（容器）の－主要表⽰パネル‖が明らかな場合、この－主要表⽰パネル‖を有する⾯の⾯積を最⼤表⾯積として⽤いる。
袋などの包装の場合、表⾯積の計測時には封の⾯積を除外しなければならない。瓶の形状または⽸の形状の場合、表⾯積の計測時には瓶の肩および⾸にあた
る部分、ならびに瓶および⽸の上部および下部の縁の部分を除外する。

付録B
材料リストにおける⾷品添加物の記載形式
B.1⽐率の⾼い順に全ての⾷品添加物の固有名称を記載する。
材料︓⽔、全脂粉乳、注⼊⽤クリーム、植物油、チョコレート（ココアマス、砂糖、ココア脂、レシチン、ポリグリセリンポリリシノ［PGPR］、⾷品
着⾹料、およびレモンイエロー）、グルコースシロップ、脂肪酸のプロピレングリコールエステル、カラギーナン、グアーガム、アナトー、マルトデキ
ストリン、および⾷品⾹料
B.2⽐率の⾼い順に全ての⾷品添加物のクラス名および国際コードを記載する。
材料︓⽔、全脂粉乳、注⼊⽤クリーム、植物油、チョコレート（ココアマス、砂糖、ココア脂、レシチン、乳化剤［322、476］、⾷品⾹料、着⾊料［1
02］）、グルコースシロップ、乳化剤［477］、増粘剤［407、412］、着⾊料［160b］、マルトデキストリン、および⾷品⾹料
B.3⽐率の⾼い順に全ての⾷品添加物のクラス名および固有名称を記載する。
材料︓⽔、全脂粉乳、注⼊⽤クリーム、植物油、チョコレート（ココアマス、砂糖、ココア脂、乳化剤［レシチン、PGPR］、⾷品着⾹料、着⾊料［レ
モンイエロー］）、グルコースシロップ、乳化剤［脂肪酸のプロピレングリコールエステル］、増粘剤［407、412］、着⾊料［カラギーナンおよびグ
アーガム］、着⾊料（アナトー）、マルトデキストリン、および⾷品⾹料
B.4⾷品添加物の項⽬を併記した記載⽅式を設定する。
B.4.1⼀般原則
直接使⽤した⾷品添加物は⾷品添加物の項⽬に記載しなければならない。栄養強化剤、⾷品⽤⾹料およびチューインガムのガムベースは材料リスト
において⾷品添加物の項⽬外に記載してもよい。間接的に使⽤した⾷品添加物は⾷品添加物の項⽬に記載してはならない。材料リストにおける⾷品
添加物の記載順は、本項⽬の種々の⾷品添加物の全容量計測によって判定しなければならない。
B.4.2全ての添加物の固有名称を記載する
材料︓⽔、全脂粉乳、注⼊⽤クリーム、植物油、チョコレート（ココアマス、砂糖、ココア脂、レシチン、PGPR、⾷品着⾹料、およびレモンイエ
ロー）、グルコースシロップ、⾷品添加物（脂肪酸のプロピレングリコールエステル、カラギーナン、グアーガム、アナトー）、マルトデキストリ
ン、および⾷品⾹料
B.4.3全ての⾷品添加物を⽐率順に記載する
B.4.4全ての⾷品添加物のクラス名および国際コードを記載する
材料︓⽔、全脂粉乳、注⼊⽤クリーム、植物油、チョコレート（ココアマス、砂糖、ココア脂、乳化剤［322、476］、⾷品⾹料、着⾊料［10
2］）、グルコースシロップ、⾷品添加物（乳化剤［477］、増粘剤［407、412］、着⾊料［160b］）、マルトデキストリン、および⾷品⾹料
B.4.5全ての⾷品添加物のクラス名および固有名称を記載する
材料︓⽔、全脂粉乳、注⼊⽤クリーム、植物油、チョコレート（ココアマス、砂糖、ココア脂、乳化剤［レシチン、PGPR］、⾷品着⾹料、着⾊料
［レモンイエロー］）、グルコースシロップ、⾷品添加物（乳化剤［脂肪酸のプロピレングリコールエステル］、増粘剤［407、412］、着⾊料
［カラギーナンおよびグアーガム］、着⾊料［アナトー］）、マルトデキストリン、および⾷品⾹料
以上
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