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本報告書は、 農林水産省の委託を受け、 アルゴリンクス株式会社が調査を行い、取りまとめたものである。 

アルゴリンクス株式会社は、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の付随的、あるいは

懲罰的損害及び利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じた

か否かにかかわらず、一切の責任を負うものではありません。これは、たとえ、アルゴリンクス株式会社がかかる損

害の可能性を知らされていた場合も同様とします。 

なお、食品、添加物等に関する国際的な基準及び許認可は頻繁に変更されており、信頼できると思われる各種情報に

基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。したがって、実際の利用に当た

っては、対象国の最新の情報をご確認ください。 
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1. 概要 

 

アラブ首長国連邦基準化計測庁（ESMA）は、技術委員会のプログラム：動物性製品の基準に関する技術委員会を通じ

てGSO基準 No. UAE.S 2333:2019「食品に認められる栄養機能及び健康強調表示とその使用条件」を更新した。 

 

同基準は、国際及び国内基準と参考文献に基づいて作成されており、2020年 2月 1日に開催された閣議決定No.4に

おいて、アラブ首長国連邦技術規則として承認された。承認された基準は、これまでの基準 No. UAE.S 2333:2013 に

代わるものであり、同基準は撤回された。 

 

UAE.S GSO 2333：2019「食品に認められる栄養機能及び健康強調表示とその使用条件」及びコーデックスのガイドラ

インに基づく UAE.S GSO CAC GL 1「強調表示に関する一般的ガイドライン」は、食品の表示と広告における栄養機能

と健康に関する強調表示の使用に関する基準である。 

 

注： 対応するコーデックス規格又は国の法律で特に規定されている場合を除き、乳幼児の食品に対する栄養機能及び

健康に関する強調表示は許可されない。 

 

 

2. 「食品に認められる栄養機能及び健康強調表示とその使用条件」 GSO 基準 No. 

UAE.S 2333:2019 

 

1. 範囲： 

 

1.1 この基準は、食品の表示及び、管轄当局によって要求される場合は、広告における栄養機能及び健康強調表示

の使用に関連している。 

1.2 この基準は、UAE 基準又は特別用途食品及び特殊医療用食品に関するガイドラインに基づく規定を損なうこと

なく行われる栄養機能及び健康強調表示が使用されるすべての食品に適用される。 

1.3 この基準は、UAE の強調表示に関する一般ガイドラインを補足することを目的とし、同ガイドラインにおける禁止

事項に取って代わるものではない。 

1.4 関連する UAE基準又は国内法で特に規定されている場合を除き、乳幼児向けの食品における栄養機能強調表

示又は健康強調表示は許可されない。 

1.5 栄養機能強調表示は、国の栄養指針と合致し、その指針を支持するものとする。国の栄養指針を支持する栄養

機能強調表示のみが許可される。 

 

2. 補足参照規則 

 

2.1 UAE.S 9:2019 包装済み食品の表示 

2.2 GSO 1366:2016 特殊医療用食品の取り扱いに関する一般要件 

2.3 UAE.S 2233:2019 栄養表示要件 

2.4 GSO/CAC/GL1: 2018強調表示における一般ガイドライン 

2.5 CAC/GL 23:2013 付録: 健康強調表示の科学的実証に関する推奨事項 
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3. 定義： 

 

3.1 強調表示： 食品が、その起源、栄養的特性、性質、生産、加工処理、組成又はその他あらゆる品質に関して特

別な特徴を持つことを述べたり、示唆したり、或いは暗示する全ての表示を指す。 

3.2 栄養強調表示： ある食品が、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ビタミン・ミネラル等に関して（ただし、これらに

限定されない） 、際立った栄養特性を有することを明示、示唆又は暗示するあらゆる表示を意味し、以下は栄養強調

表示の構成に含まれない。 

 成分表示内の物質に関する言及 

 栄養表示の義務表示の一部としての栄養素に関する言及 

 国内法で義務づけられている、特定の栄養素または成分の定量的または定性的な表示 

3.2.1 栄養素含有量強調表示は、食品に含まれる特定の栄養素の量を記載した栄養強調表示である。（例：「カル

シウム源」；「高食物繊維、低脂肪」） 

3.2.2 栄養素比較強調表示は、栄養素含有量を比較する強調表示である。（例：「低減」；「未満」；「少ない」；「増」；

「超」） 

3.2.3 無添加強調表示は、食品に対してある原材料が、直接的にも間接的にも添加されていない旨のあらゆる強

調表示を意味する。この原材料は、その食品中に存在または添加が認められており、通常その食品中に存在する

と消費者が予期しているものである。 

 

3.3 健康強調表示とは、食品又はその成分と健康との間に関係があることを明示、示唆又は暗示するあらゆる表示

を指す。健康強調表示には以下のものが含まれる： 

 

3.3.1 栄養機能強調表示 - 身体の成長、発達、正常な機能に関連する栄養素の生理的役割を記載した栄養強調

表示。 

例： 「栄養素 A （栄養素 A が身体において健康の保持と正常な成長/発達の促進に果たす生理的役割を挙げ

る） 。食品 Xは栄養素 Aの供給源/高栄養素 A」 

 

3.3.2 その他の機能強調表示 - これらの強調表示は、食品又はその成分の摂取が、食生活全体の観点から身体

の正常な機能又は生物活性に及ぼす特定の効果に関するものである。こうした強調表示は、健康への積極的な貢

献、機能の向上、或いは健康の改善又は維持に関連している。 

例： 「成分 A （成分 A が健康に関連した生理的機能あるいは生物活性の向上又は改善に及ぼす効果を挙げ

る） 。食品 Yには Xグラムの成分 Aが含まれる。」 

 

3.3.3 疾病リスク低減強調表示 - 食生活全体の観点から、ある食品又は食品成分の摂取を、疾病又は健康に関

連した状態の発症リスクの低減と関連付けた強調表示。 

リスク低減とは、疾病又は健康に関連した状態の主要なリスク因子を大きく変化させることを意味している。疾病に

は様々なリスク因子が存在し、このうちの 1つのリスク因子を変化させることは、有益な効果を持つこともあれば持

たないこともある。リスク低減強調表示を行う場合には、例えば、適切な言語の使用や他のリスク因子に関する言

及によって、消費者がこれらを予防強調表示と解釈しないよう確保しなければならない。 

例： 「栄養素又は物質 A が少ない健康的な食事は、疾病 D のリスクを低減する可能性がある。食品 X は栄養素

又は物質 Aが少ない。」 

「栄養素又は物質 A を豊富に含む健康的な食事は、疾病 D のリスクを低減する可能性がある。食品 A は栄養素

又は物質 Aが豊富である。」 

 

3.4 広告とは、食品とその原材料に関する栄養・健康強調表示の使用を通して食品の販売または摂取を直接的また

は間接的に促進するための、表示以外のあらゆる方法によって行われる、公衆に対するあらゆる商業的コミュニケー

ションを意味する。 
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4. 栄養表示 

 

栄養機能強調表示又は健康強調表示を行うすべての食品は、セクション 2.3 に従った栄養成分表示を行う必要があ

る。 

 

5. 栄養機能強調表示 

 

栄養機能強調表示は、エネルギー、たんぱく質、炭水化物、脂質およびその構成成分、食物繊維、ナトリウム及びセ

クション 2.3において栄養素参照量 (Nutrient Reference Value：NRV) が規定されているビタミン、ミネラルに関して

のみ許可される。 

 

6. 栄養素含有量強調表示 

 

6.1 表 2に記載されている栄養素含有量強調表示又は同義の強調表示が行われる場合には、表 2において規定さ

れたその強調表示に関する条件が適用されるべきである。 

6.2 食品に食塩が含まないことの効果に関する強調表示は、その食品が当基準の表 2 に記載されているナトリウム

を含まない条件を満たしている場合に行うことができる。 

6.3 食品が本質的に、強調表示の対象である栄養素が少ない又は含まれていない場合、栄養素の量を表す言葉

は、食品名の直前ではなく、「低 （栄養素の名称）」又は「無（栄養素の名称）食品」という形式で示す必要がある。 

 

7. 比較強調表示 

 

比較強調表示は、ラベルに記載されている使用方法に従って消費するために必要な調理を考慮した上で、以下の条

件に基づいて認められる： 

 

7.1 比較される食品は同じ食品の異なるバージョン又は類似した食品であるべきである。比較される食品を明確にす

る必要がある。 

7.2 エネルギー値又は栄養素含有量の差を明記するべきである。比較強調表示の近くに以下の情報が表示される

必要がある。 

 

7.2.1 同量に対するパーセンテージ、分数、又は絶対値で表される差。比較の詳細を明記する必要がある。 

7.2.2 その食品と比較される食品の特定。食品は、消費者が容易にそれと識別できるように表される必要がある。 

 

7.3.1 エネルギー、主要栄養素およびナトリウムに関する比較強調表示の場合、比較される食品間のエネルギー

値又は栄養素含有量のそれぞれ 25%以上の相対差及び表 2 で「低」又は「供給源」として定義されている数値に

相当するエネルギー値又は栄養素含有量の最小絶対差に基づく必要がある。 

7.3.2 ナトリウム以外の微量栄養素に関する比較強調表示の場合、比較される食品間のNRVの 10%以上の差に

基づく必要がある。 

 

7.4 セクション 7.3 に記載されている条件に加えて、飽和脂肪酸含有量の低減比較強調表示を行う食品では、トラン

ス脂肪酸の含有量を増加させてはならない。 

7.5 「軽」という言葉の使用は、「低減」と同じ基準に従い、その食品が「軽」に当たるものにするための特性に関する

表示を含める必要がある。 
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8. 無添加強調表示 

 

8.1 糖類無添加： 

 

食品への糖類無添加に関する強調表示は、以下の条件が満たされている場合に行うことができる。 

(a) 食品にいかなる糖類も添加されていないこと （例：ショ糖、ブドウ糖、はちみつ、糖蜜、コーンシロップ等）； 

(b) その食品が原材料として糖類を含む原材料を含んでいないこと （例：ジャム、ゼリー、甘みのついたチョコレー

ト、甘みのついたフルーツ等） 

(c) その食品が添加糖の代わりとして糖類を含む成分を含んでいないこと （例：非還元濃縮果汁、ドライフルーツ

ペーストなど）； 及び 

(d) その他の手段によって、その食品自体の糖類含有量が、原材料に含まれる糖類の量を超えていないこと（例：

でんぷんを加水分解して糖を放出させる酵素の利用）。  

 

8.2 ナトリウム塩無添加 

 

食塩無添加（no added salt）を含む、食品へのナトリウム塩無添加に関する強調表示は、以下の条件が満たされた

場合に行うことができる。 

(a) その食品が添加されたナトリウム塩を含んでいないこと。これには塩化ナトリウム、リン酸三ナトリウムが含ま

れるが、これらに限定されない。 

(b) その食品が添加ナトリウム塩を含む原材料を含んでいないこと。これにはウスターソース、ピクルス、ペパロ

ニ、醤油、塩蔵魚、フィッシュソースが含まれるがこれらに限定されない。 

(c) その食品が添加食塩の代わりとなる、ナトリウム塩を含む原材料を含まないこと。これには海藻が含まれるが

これに限定されない。 

 

8.3 追加条件 

 

各国内で無添加強調表示への消費者の理解に資するため、これらの強調表示とともに追加条件及び/又は免責事項

を使用できる。免責事項は強調表示と同じ面に、同じように明確に記載すべきである。これらは、消費者の使用と理

解に関する根拠に基づいて策定される。 

 

9. 健康強調表示 

 

9.1 健康強調表示はその強調表示を実証する適切で十分な科学的根拠によって裏づけられ、消費者が健康的な食

事を選択するために役立つ真実かつ誤解を招かない情報を提供し、具体的な消費者教育によって支持されるべきで

ある。 

9.2 国家保健管轄当局は、健康強調表示が消費者の食行動及び食事パターンに与える影響を監視する必要があ

る。 

 

9.3 健康強調表示は、以下の全ての条件が満たされた場合に許可されるべきである： 

9.3.1 健康強調表示は、現在の関連する科学的実証に基づいていなければならず、証明のレベルは、強調表示を

行った効果の種類及び一般的に受け入れられているデータの科学的レビューによって認められた健康との関係を

実証するために十分でなければならず、又、科学的実証は、新しい知見が利用可能になった場合には再検証され

るべきである。 

健康強調表示は、次の 2つの要素によって構成されなければならない： 

1) 栄養素の生理学的役割又は一般的に受け入れられている食事と健康との関連性に関する情報； これに続

き、 

2) 栄養素の生理学的役割に関連する製品の組成に関する情報又は一般的に受け入れられている食事と健康
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との関連性に関する情報。ただし、関連性が食品全体または食品の特定の組成と関連しない研究による食品に

基づく場合を除く。 

 

9.3.2 健康強調表示は、製品が販売されている国の管轄当局によって一般的に受け入れられているか、又は受け

入れが可能でなければならない。 

9.3.3 強調表示を行う効果は、健康的な食事において、合理的な量の食品及び食品成分の摂取によりもたらされ

なければならない。 

 

9.3.4 強調表示を行う効果が、栄養素参照量が確立されている食品成分に起因する場合、その食品は以下の通り

でなければならない： 

(i) 摂取の増加が推奨される場合は、その成分の給源又は高含有である； 又は 

(ii) 摂取の減少が推奨される場合は、その成分が低減、減少又は無である。 

適用される場合、栄養素含有量強調表示や比較強調表示に対する条件が、「高」、「低」、「低減」、「無」のレベルを

決定するために用いられる。 

 

9.3.5 セクション 2.3で栄養素参照量 (NRV) が設定されている必須栄養素のみが対象となる。 

 

9.4 健康強調表示は、具体的な強調表示の適格性について、適当であるか不適当であるかの条件に関する明確な

規制の枠組みを有するべきである。これには、国の管轄当局が、疾病または健康に関連する有害な状態のリスクを

高める量の栄養素又は成分を含有する食品における強調表示を禁止するための能力を含む。健康強調表示は、食

品の過剰摂取を助長または容認、或いは適切な食生活を軽視する場合には行われるべきではない。 

 

9.5 強調表示された健康効果が食品中の成分に起因している場合、強調表示のベースとなる食品成分を定量化す

るための妥当性のある手法がなければならない。 

 

9.6 健康強調表示を行う食品表示には、以下の情報を記載するべきである： 

9.6.1 強調表示の対象となる食品の栄養素又はその他の成分の含有量の記述。 

9.6.2 必要に応じて、対象となる集団。 

9.6.3 強調表示の対象となる効果を得るための食品の摂取方法及び、必要に応じて、その他の生活習慣要因又

はその他の供給源。 

9.6.4 必要に応じて、影響を受けやすい集団に対する食品の摂取方法およびその食品を避ける必要がある集団に

関する助言。 

9.6.5 必要に応じて、食品又は成分の 1日当りの最大摂取量。 

9.6.6 食事全体に食品又は食品成分をどのように組み入れるか。 

9.6.7 健康的な食事を維持することの重要性に関する記述。 

 

10. 食事ガイドラインまたは健康的な食事に関する強調表示 

 

食事ガイドライン又は「健康的な食事」に関する強調表示は、セクション2.1の記載事項に反することなく、以下の条件

に従って認められるべきである： 

 

10.1 GCC（湾岸協力会議）の適切な国内当局によって正式に認められた食事ガイドラインに含まれる食事パターン

に関連する強調表示のみに限定される。 

10.2 強調表示の表現の柔軟性は、その強調表示が食事ガイドラインで概説されている摂食パターンに忠実に従って

いる場合に容認される。 

10.3 「健康的な食事」又はその同義語に関連する強調表示は、食事ガイドラインに含まれる摂食パターンについて

の強調表示とみなされ、そのガイドラインと一貫性を有するべきである。 

10.4 健康的な食事、健康的なバランス等の一環として記載されている食品は、その食品の 1 つ又は複数の側面を
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選択的に考慮したものであってはならない。これらの食品は、食事ガイドラインに関係するその他の主要な栄養素に

ついての一定の最低基準を満たすべきである。 

10.5 食品は「健康的」と表現される、又はその食品自体が健康に影響を与えることを暗示するように表現されるべき

ではない。 

 

10.6.1 食品は、表示にその食品が食事ガイドラインに記載されている摂食パターンに関連づける記述が含まれてい

る場合に、「健康的な食事」の一環として記載することができる。 

 

11. 食品において使用が認められている健康および栄養強調表示のリスト: 

 

11.1 セクション 2.3及び 2.4に記載されている GSO規格に含まれる禁止事項に加えて、以下の強調表示は許可さ

れるべきではない。 

11.1.1 体重減少率又は減少量について言及する強調表示。 

11.1.2 医師又は医療専門職個人の推奨事項に言及する強調表示は、食品には行うことができない。 

11.1.3 その食品を摂取しないことによって健康に影響を与える可能性を示唆する強調表示。 

11.1.4 食品が疾病、障害、または特定の生理学的状態の予防、緩和、治療または治癒に用いられることを示した

強調表示。 

 

11.2 表 1に記載されている健康強調表示（機能強調表示を含む） は、食品への使用が許可されている。これらの強

調表示は、使用に際して必要とされるすべての条件（制限及び警告を含む）を満たす必要がある。 

11.3 食品における、表 1 に記載され、薬理学的作用を有する物質または物質の組み合わせの添加または使用は、

関連する国の保健当局が、免疫学的特性または代謝作用を承認するべきである。 

11.4 食品においてなされる強調表示の文言および表現は、真実かつ明確で、信頼性があり、消費者にとって有用で

あるべきである。強調表示（グラフィックとシンボルを含む）の文言の柔軟性は、調整後の強調表示が、消費者にとっ

て表 1及び 2 のリストに記載されているものと同じ意味を持ち、誤解を招くものでない場合に容認される。 

 

11.7 GSO規格で許可されていない限り、食品において強調表示を行うことは禁止されている。 

11.8 食品において行われる、表 1 及び 2 あるいは GSO 規格に含まれていない強調表示（物的請求を含む）は、

GCC諸国の関連当局からの承認を要請するものとする。 

 

 

表 1：食品において使用が許可されている健康強調表示 

 

EU 法（下記のリンクを参照）に記載されている健康強調表示は、食品への使用が認められている。これらの強調表示

は、それらの使用に関して必要とされる全ての条件（制限と警告を含む）を満たす必要がある： 

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search 

 

表 2：食品に使用される栄養強調表示 

 

s/n 栄養素/説明 強調表示 強調表示の使用条件 

1. ω-3脂肪酸 ω-3脂肪酸の供給源 食品が ω-3 脂肪酸の供給源であるという強調表示及び消費

者にとって同様の意味を持つ可能性が高い強調表示は、製品

が 100 g又は 100 kcal当り少なくとも 0.3 gの α-リノレン酸、

又は EPA と DHA を合計して少なくとも 40 mg含有する場合

にのみ行うことができる。 

2. ω-3脂肪酸 高ω-3脂肪酸 食品が ω-3 脂肪酸を多く含むという強調表示及び消費者にと

って同様の意味を持つ可能性が高い強調表示は、製品が

100 g又は 100 kcal当り少なくとも 0.6 gの α-リノレン酸、又

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search
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は EPA と DHA を合計して少なくとも 80 mg含有する場合に

のみ行うことができる。 

3. 一価不飽和脂肪酸 高一価不飽和脂肪酸 食品が一価不飽和脂肪酸を多く含むという強調表示及び消費

者にとって同様の意味を持つ可能性が高い強調表示は、一価

不飽和脂肪酸が製品のエネルギーの 20%以上を供給し、製

品中に含まれる脂肪酸の少なくとも 45%が一価不飽和脂肪

酸由来である場合にのみ行うことができる。 

4. 多価不飽和脂肪酸 高多価不飽和脂肪酸 食品が多価不飽和脂肪酸を多く含むという強調表示及び消費

者にとって同様の意味を持つ可能性が高い強調表示は、多価

不飽和脂肪酸が製品のエネルギーの 20%以上を供給し、製

品中に含まれる脂肪酸の少なくとも 45%が多価不飽和脂肪

酸由来である場合にのみ行うことができる。 

5. 不飽和脂肪酸 高不飽和脂肪酸 食品が不飽和脂肪酸を多く含むという強調表示及び消費者に

とって同様の意味を持つ可能性が高い強調表示は、不飽和

脂肪酸が製品のエネルギーの 20%以上を供給し、製品中に

含まれる脂肪酸の少なくとも 70%が不飽和脂肪酸由来である

場合にのみ行うことができる。 

6. エネルギー 低エネルギー 食品が低エネルギーであるという強調表示及び消費者にとっ

て同様の意味を持つ可能性が高い強調表示は、その製品の

エネルギー値が 100 g（固形物）当り 40 kcal（170 kJ）又は

100 ml（液体）当り 20 kcal（80 kJ）を超えない場合にのみ行う

ことができる。 

7. エネルギー エネルギー低減 食品のエネルギーが低減されているという強調表示及び消費

者にとって同様の意味を持つ可能性が高い強調表示は、エネ

ルギー値が少なくとも 30%低減され、その食品の総エネルギ

ー量を低減させる特性が示されている場合にのみ行うことが

できる。 

8. エネルギー エネルギーフリー 食品がエネルギーを含まないという強調表示及び消費者にと

って同様の意味を持つ可能性が高い強調表示は、その製品

が 100 ml当り 4 kcal（17 kJ）以上のエネルギーを含んでいな

い場合にのみ行うことができる。 

9. 脂質 低脂肪 食品が低脂肪であるという強調表示及び消費者にとって同様

の意味を持つ可能性が高い強調表示は、その製品の脂質が

100 g（固形物）当り 3 g又は 100 ml（液体）当り 1.5 gを超え

ない場合にのみ行うことができる。 

10. 脂質 無脂肪 食品が脂質を含まないという強調表示及び消費者にとって同

様の意味を持つ可能性が高い強調表示は、その製品が 100 

g当り、又は 100 ml当り 0.5 g以上の脂質を含んでいない場

合にのみ行うことができる。ただし、「X%脂質フリー」という表

現の強調表示は禁止される。 

11. 飽和脂肪酸 低飽和脂肪酸 食品が低飽和脂肪であるという強調表示及び消費者にとって

同様の意味を持つ可能性が高い強調表示は、その製品の飽

和脂肪とトランス脂肪酸の合計が 100 g (固形物) あたり 1.5 

g又は 100 ml（液体）当り 0.75 g を超えない場合にのみ行う

ことができ、いずれの場合も飽和脂肪酸とトランス脂肪酸由来

のエネルギーの合計が 10%を超えてはならない。 

12. コレステロール 低コレステロール 100 g当り 0.02 g（固形物） 

100 ml当り 0.01 g（液体） 

13. コレステロール コレステロールフリー 100 g当り 0.005 g（固形物） 
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100 ml当り 0.005 g（液体） 

又、いずれの強調表示においても、飽和脂肪酸 100 g（固形

物） 当り 1.5 g、100 ml（液体）当り 0.75 gかつ飽和脂肪酸由

来のエネルギー10%以内。適用する場合、トランス脂肪酸も

考慮に含める。 

14. 飽和脂肪 飽和脂肪フリー 食品が飽和脂肪を含まないという強調表示及び消費者にとっ

て同様の意味を持つ可能性が高い強調表示は、その製品の

飽和脂肪とトランス脂肪酸の合計が 100 g（固形物）当り 0.1 g

又は 100 ml（液体）当り 0.1 gを超えない場合にのみ行うこと

ができる。 

15. 糖質 低糖質 食品が低糖質であるという強調表示及び消費者にとって同様

の意味を持つ可能性が高い強調表示は、その製品の糖質が

100 g（固形物）当り 5 g又は 100 ml（液体）当り 2.5 gを超え

ない場合にのみ行うことができる。 

16. 糖質 無糖質 食品が糖質を含まないという強調表示及び消費者にとって同

様の意味を持つ可能性が高い強調表示は、その製品が 100 

g当り、又は 100 ml当り 0.5 g以上の糖質を含んでいない場

合にのみ行うことができる。 

17. 糖質 添加糖無し 当基準のセクション 8.1で述べたとおり 

18. ナトリウム/食塩 低ナトリウム/食塩 食品が低ナトリウム/食塩であるという強調表示及び消費者に

とって同様の意味を持つ可能性が高い強調表示は、その製品

のナトリウムが 100 g又は 100 ml当り 0.12 g又は同等の食

塩量を超えない場合にのみ行うことができる。 

19 ナトリウム/食塩 超低ナトリウム/食塩 食品が非常に低ナトリウム/食塩であるという強調表示及び消

費者にとって同様の意味を持つ可能性が高い強調表示は、そ

の製品のナトリウムが 100 g又は 100 ml当り 0.04 g又は同

等の食塩量を超えない場合にのみ行うことができる。 

20. ナトリウム/食塩 無ナトリウム/無塩 食品が非常に無ナトリウム/無塩であるという強調表示及び消

費者にとって同様の意味を持つ可能性が高い強調表示は、そ

の製品のナトリウムが 100 g又は 100 ml当り 0.005 g又は

同等の食塩量を超えない場合にのみ行うことができる。 

21. ナトリウム/食塩 ナトリウム/食塩無添

加 

当基準のセクション 8.2で述べた通り。 

22. 食物繊維 食物繊維の供給源 食品が食物繊維の供給源であるという強調表示及び消費者

にとって同様の意味を持つ可能性が高い強調表示は、製品が

100 g当り少なくとも 3 g、又は 100 kcal当り少なくとも 1.5 g、

もしくは 1食当り 1日参照量の 10%以上の食物繊維を含有す

る場合にのみ行うことができる。 

23. 食物繊維 高食物繊維 食品が食物繊維を多く含むという強調表示及び消費者にとっ

て同様の意味を持つ可能性が高い強調表示は、製品が100 g

当り少なくとも 6 g、又は 100 kcal当り少なくとも 3 g、もしくは

1 食当り 1 日参照量の 20%以上の食物繊維を含有する場合

にのみ行うことができる。 

24. たんぱく質 たんぱく質の供給源 食品がたんぱく質の供給源であるという強調表示及び消費者

にとって同様の意味を持つ可能性が高い強調表示は、製品が

少なくとも、 

100 g（固形物）当り NRVの 10% 

100 ml（液体）当り NRVの 5%、又は 

100 kcal 当り NRVの 5%（1 MJ当り NRVの 12%）、又は 
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1 食当り NRV の 10%を含有する場合にのみ行うことができ

る。 

25. たんぱく質 高たんぱく質 「供給源」表示の値の 2倍 

26. ビタミン及び/又は 

ミネラル 

[ビタミンの名称]及び/

又は[ミネラルの名称]

の供給源 

食品がビタミン及び/又はミネラルの供給源であるという強調

表示及び消費者にとって同様の意味を持つ可能性が高い強

調表示は、製品が少なくとも、 

100 g（固形物）当り NRVの 15% 

100 ml（液体）当り NRVの 7.5%、又は 

100 kcal 当り NRVの 5%（1 MJ当り NRVの 12%）、又は 

1 食当り NRV の 15%を含有する場合にのみ行うことができ

る。 

27. ビタミン及び/又は 

ミネラル 

高[ビタミンの名称]及

び/又は[ミネラルの名

称] 

「供給源」表示の値の 2倍 

28. [栄養素又はその他

の物質の名称]含有 

[栄養素又はその他の

物質の名称]含有 

食品が、当基準において特定の条件が定められていない栄

養素又はその他の物質を含有するという強調表示及び消費

者にとって同様の意味を持つ可能性が高い強調表示は、製品

が当基準における該当する全ての規定に準拠している場合に

のみ行うことができる。ビタミン及びミネラルについては、「供

給源」強調表示の条件が適用される。 

29. 増加 [栄養素又はその他の

物質の名称]増加 

ビタミン及びミネラル以外の、1つ以上の栄養素含有量の増加

について述べた強調表示および消費者にとって同様の意味を

持つ可能性が高い強調表示は、製品が「供給源」強調表示の

条件に適合し、類似した製品と比較して少なくとも 30%以上含

有量を増加している場合にのみ行うことができる。 

30. 低減 [栄養素又はその他の

物質の名称]低減 

ビタミン及びミネラル以外の、1つ以上の栄養素含有量の低減

について述べた強調表示および消費者にとって同様の意味を

持つ可能性が高い強調表示は、微量栄養素を除いて、類似し

た製品と比較して少なくとも 25%以上含有量を低減している

場合にのみ行うことができる。微量栄養素においては、GSO 

2233で設定されている栄養素参照量の10%の差、ナトリウム

又は同等量の食塩においては 25%の差が適用される。 

31. 飽和脂肪酸低減 飽和脂肪酸低減 「飽和脂肪酸の低減」について述べた強調表示及び消費者に

とって同様の意味を持つ可能性が高い強調表示は、以下の

場合にのみ行うことができる： 

(a) 飽和脂肪酸とトランス脂肪酸の合計が、類似した製品と比

較して少なくとも 30%以上低減されている場合； 及び 

(b) 強調表示を行う製品のトランス脂肪酸の含有量が、類似

した製品の同等以下である場合 

32. 糖類低減 糖類低減 「糖類の低減」について述べた強調表示及び消費者にとって

同様の意味を持つ可能性が高い強調表示は、強調表示を行

う製品のエネルギー量が類似した製品の同等以下である場

合にのみ行うことができる。 

33. 軽 軽 「軽 (light)」又は「軽 (lite)」強調表示及び消費者にとって同様

の意味を持つ可能性が高い強調表示は、「低減」強調表示と

同じ条件に従うものとする； 又、この強調表示は、その食品

を「軽」とする特性の表示を伴うものとする。 

 


