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 国が定めた食品表示のルールである「食品表示基準」を、持ち運びに便利な冊子にまとめました。 
 「食品表示法」のほか、関係する政省令等が新たに附録されており、食品表示担当者のお役に立つ一冊です。 
 条項番号や別表ごとの詳細な目次と、インデックスがあるので目的の情報が検索しやすくなっています。 

出 版 物 申 込 書 ※一般社団法人日本農林規格協会（JAS 協会）宛に 

FAX 03-3249-9388 送信してください。 

    事務局事務局事務局事務局    
記入欄記入欄記入欄記入欄    

注文数量 改訂第 3 版「ハンディ版 食品表示基準」 ×        冊  金額 

団体・企業名  部署名   受付№ 

氏名  e-mail   受付日 

／ 

住所 〒   -       受注確認日 

／ 

TEL  FAX   入金確認日 

／ 

JAS 会員番号   ―    ※会員の方はご記入下さい  発送日 

／ 

■お申込の流れ■ ［お客様］お申込→［JAS 協会］受注確認のご連絡→［お客様］お支払→［JAS 協会］入金確認後発送 

■お 問 合 せ■ 一般社団法人日本農林規格協会（JAS 協会） ☎03-3249-7120   

改 訂 

第３版 

 
お待たせしました。 
「ハンディ版 食品表示基準」の 
改訂版が完成しました。 

利用者の声 

「食品表示業務に欠かせない、 
手元で確認できる便利な一冊です」 

デュアルカナム㈱ ⼩坂久美 様 
（⾷品表⽰検定の第 5 回上級試験合格者） 

「工場からの表示相談は、 
いつもこの本を見ながら受けています」 

⼀般社団法⼈⽇本果汁協会 川村和彦 様 
（元農林⽔産省⾷品流通局品質課表⽰企画担当） 

横書き文章と 

インデックスが 

分かりやすい 

JAS 協会 検索 
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