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チョコレート利用食品の表示に関する公正競争規約 新旧対照表 

 

（下線部が変更箇所） 

変 更 案 現   行 

（目的） 

第１条 この公正競争規約（以下「規約」という｡)

は、不当景品類及び不当表示防止法（昭和37

年法律第134号）第31条第１項の規定に基づき、

チョコレート利用食品の取引について行う表

示に関する事項を定めることにより、不当な顧

客の誘引を防止し、一般消費者による自主的か

つ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を

確保することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規約において「チョコレート利用食

品」とは、チョコレート類を利用したチョコレ

ートスプレッド・Ａ（チョコレートスプレッド

Ａ）、チョコレートスプレッド・Ｂ（チョコレ

ートスプレッドＢ）、チョコレートシロップ、

チョコレートフラワーペースト、チョコレート

コーチング及びチョコレートドリンクであっ

て、それぞれ次に掲げる基準に適合したものを

いう。 

２ この規約において「チョコレートスプレッ

ド・Ａ（チョコレートスプレッドＡ）」又は「チ

ョコレートスプレッド・Ｂ（チョコレートスプ

レッドＢ）」とは、チョコレート類を原料とし、

必要により糖類、食用油脂、乳製品、香料その

他の可食物を加え混合溶解して製造したぺー

スト状の食品であって、それぞれ次に掲げる基

準に適合したものをいう。 

(1) チョコレートスプレッド・Ａ（チョコレー

トスプレッドＡ） 

カカオマスが全重量の７パーセント以上

（目的） 

第１条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（定義） 

第２条 この規約において「チョコレート利用食

品」とは、チョコレート類を利用したチョコレ

ートスプレッド・Ａ、チョコレートスプレッ

ド・Ｂ、チョコレートシロップ、チョコレート

フラワーペースト、チョコレートコーチング及

びチョコレートドリンクであって、それぞれ次

に掲げる基準に適合したものをいう。 

 

 

２ この規約において「チョコレートスプレッ

ド・Ａ」又は「チョコレートスプレッド・Ｂ」

とは、チョコレート類を原料とし、必要により

糖類、食用油脂、乳製品、香料その他の可食物を

加え混合溶解して製造したぺースト状の食品

であって、それぞれ次に掲げる基準に適合した

ものをいう。 

 

(1) チョコレートスプレッド・Ａ 

カカオマスが全重量の７％以上又はココ

アバターが全重量の４％以上のもの。ただ
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又はココアバターが全重量の４パーセント

以上のもの。ただし、カカオマスを使用した

ものであって、これに乳製品を加えたものに

あっては、カカオマスが全重量の５パーセン

トを下らず、かつ、乳固形分との合計が７パ

ーセントを下らない範囲内でカカオマスの

代わりに乳製品を使用することができる。 

 (2) チョコレートスプレッド・Ｂ（チョコレー

トスプレッドＢ） 

カカオ分が 3.5 パーセント以上又はココ

アバターが２パーセント以上のもの。ただ

し、チョコレートスプレッド・Ａ（チョコレ

ートスプレッドＡ）に該当するものを除く。 

３ この規約において「チョコレートシロップ」

とは、チョコレート類及び糖類を原料とし、必

要により乳製品、食用油脂、香料その他の可食

物を加え、混合溶解して製造した流動性ある食

品であって、カカオ分が全重量の８パーセント

以上のものをいう（チョコレートスプレッド・

Ａ（チョコレートスプレッドＡ）及びチョコレ

ートスプレッド・Ｂ（チョコレートスプレッド

Ｂ）に該当するものを除く。）。ただし、乳製品を

加えたものにあっては、カカオ分が全重量の５

パーセントを下らず、かつ、乳固形分との合計

が８パーセントを下らない範囲内でカカオ分

の代わりに乳製品を使用することができる。 

４ この規約において「チョコレートフラワーペ

ースト」とは、チョコレート類及び小麦粉、で

ん粉を原料とし、必要によりナッツ類又はその

加工品、糖類、食用油脂、乳製品、香料その他

の可食物を加え、混合、加熱糊化して製造し、

パン又は菓子に充填又は塗布するペースト状

の食品であってカカオ分が全重量の 3.5 パー

セント以上（業務用のもので、チョコレート利

用食品の表示に関する公正競争規約施行規則

し、カカオマスを使用したものであって、こ

れに乳製品を加えたものにあっては、カカオ

マスが全重量の５％を下らず、かつ、乳固形

分との合計が７％を下らない範囲内でカカ

オマスの代りに乳製品を使用することがで

きる。 

 

 (2) チョコレートスプレッド・Ｂ 

カカオ分が３.５％以上又はココアバター

が２％以上のもの。ただし、チョコレートス

プレッド・Ａに該当するものを除く。 

 

 

３ この規約において「チョコレートシロップ」

とは、チョコレート類及び糖類を原料とし、必

要により乳製品、食用油脂、香料その他の可食

物を加え、混合溶解して製造した流動性ある食

品であって、カカオ分が全重量の８％以上のも

のをいう（チョコレートスプレッド・Ａ及びチ

ョコレートスプレッド・Ｂに該当するものを除

く。）。ただし、乳製品を加えたものにあっては、

カカオ分が全重量の５％を下らず、かつ、乳固

形分との合計が８％を下らない範囲内でカカ

オ分の代りに乳製品を使用することができる。 

 

 

４ この規約において「チョコレートフラワーペ

ースト」とは、チョコレート類及び小麦粉、で

ん粉を原料とし、必要によりナッツ類又はその

加工品、糖類、食用油脂、乳製品、香料その他

の可食物を加え、混合、加熱糊化して製造し、

パン又は菓子に充填又は塗布するペースト状

の食品であってカカオ分が全重量の 3.5％以上

（業務用のもので、チョコレート利用食品の表

示に関する公正競争規約施行規則（以下「施行
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（以下「施行規則」という。）に掲げるものに

あっては 2.5 パーセント以上）のものをいう。 

５ この規約において「チョコレートコーチン

グ」とは、チョコレート類を原料とし、必要に

より糖類、食用油脂、乳製品、香料その他の可

食物を加え精練、調温して製造し、カカオ分が

全重量の８パーセント以上又はココアバター

が全重量の２パーセント以上のものをいう（チ

ョコレート生地及び準チョコレート生地に該

当するものを除く。）。ただし、乳製品を加えた

ものにあっては、カカオ分が全重量の５パーセ

ントを下らず、かつ、乳固形分との合計が８パ

ーセントを下らない範囲内で、カカオ分の代わ

りに、乳製品を使用することができる。 

６ この規約において「チョコレートドリンク」

とは、チョコレート類を原料とし、必要により

糖類、乳製品、食用油脂、香料その他の可食物を

加え、混合、均質化して製造し、そのままで、

又は希釈して飲用に供するものであって、カカ

オ分が全重量の 0.5 パーセント以上のものを

いう。ただし、飲用乳の表示に関する公正競争

規約の適用を受けるものを除く。 

７ この規約において「チョコレート類」とは、

チョコレート生地、準チョコレート生地、カカ

オマス、ココアバター、ココアケーキ、ココア

パウダー（ココア）及びカカオエキスパウダ

ーをいう。 

８ この規約において「チョコレート生地、準チ

ョコレート生地、カカオマス、ココアバター、

ココアケーキ及びココアパウダー」とは、それ

ぞれチョコレート類の表示に関する公正競争

規約に規定するものをいうものとする。 

９ この規約において、「カカオエキスパウダー」

とは、カカオニブ、カカオマス、ココアバター、

ココアケーキ又はココアパウダーから抽出濃

規則」という。）に掲げるものにあっては 2.5％

以上）のものをいう。 

５ この規約において「チョコレートコーチン

グ」とは、チョコレート類を原料とし、必要に

より糖類、食用油脂、乳製品、香料その他の可

食物を加え精練、調温して製造し、カカオ分が

全重量の８％以上又はココアバターが全重量

の２％以上のものをいう（チョコレート生地及

び準チョコレート生地に該当するものを除

く。）。ただし、乳製品を加えたものにあっては、

カカオ分が全重量の５％を下らず、かつ、乳固

形分との合計が８％を下らない範囲内で、カカ

オ分の代りに、乳製品を使用することができ

る。 

６ この規約において「チョコレートドリンク」

とは、チョコレート類を原料とし、必要により

糖類、乳製品、食用油脂、香料その他の可食物を

加え、混合、均質化して製造し、そのままで、

又は希釈して飲用に供するものであって、カカ

オ分が全重量の 0.5％以上のものをいう。ただ

し、飲用乳の表示に関する公正競争規約の適

用を受けるものを除く。 

７～９ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

変 更 案 現   行 

縮したカカオエキスを粉末状にしたものをい

う。 

10 この規約において「糖類」とは、しょ糖（砂

糖）、ぶどう糖、果糖、麦芽糖、転化糖、乳糖、

液糖、水飴、糖蜜、果糖ぶどう糖液糖、コーン

シロップ、その他これらに類するものをいう。 

11 この規約において「乳製品」とは、クリーム、

バター、バターオイル、チーズ、濃縮乳、無糖

練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、

全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイ

パウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、

発酵乳、発酵乳パウダー、ミルククラム、ブロ

ックミルク及び牛乳（ただし、成分を再構成し

たものを除く。以下この項において同じ。）を

いう。ただし、発酵乳パウダー、ミルククラ

ム、ブロックミルク及び牛乳を原材料として

用いた場合、次条第１項第２号に規定する原

材料名に「乳製品」と表示してはならない。

また、牛乳を用いた場合は、次条第１項第２

号に規定する原材料名には、牛乳と表示する

こと。 

12 この規約において「カカオ分」とは、カカオ

ニブ、カカオマス、ココアバター、ココアケー

キ、ココアパウダー（香料その他のものを含ま

ないもの）及びカカオエキスパウダーの水分を

除いた合計量をいう。 

13 この規約において第２条第４項の「業務用」

とは、製パン、製菓業者がパン又は菓子の原料

として使用するものをいう。 

14 この規約において「事業者」とは、チョコレ

ート利用食品を製造し、加工し、若しくは輸入

して販売する事業者又は販売をする事業者を

いう。 

15 この規約において「表示」とは、「不当景品

類及び不当表示防止法第二条の規定により景

 

 

10 この規約において「糖類」とは、蔗糖（砂糖）、

ぶどう糖、果糖、麦芽糖、転化糖、乳糖、液糖、

水飴、糖蜜、果糖ぶどう糖液糖、コーンシロッ

プ、その他これらに類するものをいう。 

11 この規約において「乳製品」とは、クリーム、

バター、バターオイル、チーズ、濃縮乳、無糖

練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、

全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイ

パウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、

発酵乳、発酵乳パウダー、ミルククラム、ブロ

ックミルク及び牛乳（ただし、成分を再構成し

たものを除く。）をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

12・13 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

14 この規約において「事業者」とは、チョコレ

ート利用食品を製造し、加工包装し、販売し、

又は輸入して販売する事業者をいう。 

 

15 この規約において「表示」とは、顧客を誘引

するための手段として、事業者が自己の供給す
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品類及び表示を指定する件」（昭和 37 年公正取

引委員会告示第３号）第２項に規定するもので

あって、施行規則に定めるものをいう。 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

 

（必要な表示事項） 

第３条 事業者は、チョコレート利用食品の容器

包装（食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）

第４条第５項に規定する容器包装をいう。以下

同じ。）に、次に掲げる事項を施行規則に定め

るところにより、邦文をもって、当該チョコレ

ート利用食品を一般に購入し、又は使用する者

が読みやすく、理解しやすいような用語により

正確に表示しなければならない。 

(1) 種類別名称 

(2) 原材料名 

(3) 添加物 

るチョコレート利用食品の取引に関する事項

について行う広告その他の表示であって、次の

各号に掲げるものをいう。 

(1) 商品、容器又は包装による広告その他の表

示及びこれらに添付した物による広告その

他の表示 

(2) 見本、チラシ、パンフレット、説明書面そ

の他これらに類似するものによる広告その

他の表示（ダイレクトメール、ファクシミリ

等によるものを含む。）及び口頭による広告

その他の表示（電話によるものを含む。） 

(3) ポスター、看板（プラカード及び建物又は

電車、自動車等に記載されたものを含む。）、

ネオン・サイン、アドバルーンその他これら

に類似する物による広告及び陳列物又は実

演による広告 

(4) 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送（有線

電気通信設備又は拡声器による放送を含

む。）、映写、演劇又は電光による広告 

(5) 情報処理の用に供する機器による広告そ

の他の表示（インターネット、パソコン通信

等によるものを含む。） 

 

（必要な表示事項） 

第３条 事業者は、施行規則に定めるところによ

り、チョコレート利用食品の容器又は包装に、

次に掲げる事項を外部から見やすい場所に邦

文で明瞭に一括して表示しなければならない。 

 

 

 

 

(1) （略） 

(2) （略） 

（新設） 
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(4) 原料原産地名 

(5) 内容量 

(6) 消費期限又は賞味期限 

(7) 保存の方法 

(8) 原産国名 

(9) 事業者の氏名又は名称及び住所 

(10) 製造所又は加工所の所在地及び製造者

又は加工者の氏名又は名称 

２ 事業者は、チョコレート利用食品の容器包

装に、栄養成分（たんぱく質、脂質、炭水化

物及びナトリウムをいう。次項第３号を除き、

以下同じ。）の量（ナトリウムの量にあっては

食塩相当量（ナトリウムの量に2.54を乗じた

ものをいう。））及び熱量を施行規則に定める

ところにより、見やすい場所に邦文で明瞭に

表示しなければならない。 

３ 次に掲げる事項の表示は、施行規則に定める

ところにより表示しなければならない。 

（削除） 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

（新設） 

(3) （略） 

(4) 賞味期限 

(5) 保存方法 

(6) （略） 

(7) （略） 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

２ 事業者は、施行規則に定めるところにより、

「チョコレート利用食品」である旨を表示し

なければならない。 

ただし、「チョコレートドリンク」にあって

は、「チョコレート利用食品」である旨の表示

を省略することができる。 

３ 事業者は、施行規則に定めるところにより、

業務用のものにあっては、「業務用」である旨

を表示しなければならない。 

４ 事業者は、施行規則に定めるところにより、

チョコレートドリンクについては、飲用上の注

意及び希釈して飲用に供するものにあっては

希釈倍数を表示しなければならない。 

５ 商品の大きさ、形状その他の理由により、前

項の表示が困難であるものについては、施行規

則に定めるところにより、同項に掲げる事項の

一部を省略し、又は同項に規定する方法以外の
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(1)  アレルゲン 

 

 

 

 

(2)  Ｌ－フェニルアラニン化合物を含む旨の

表示 

(3)  栄養成分の表示（前項に基づく表示を除

く。） 

(4)  ナトリウムの量（ナトリウム塩を添加し

ていない食品の容器包装に表示される場

合）の表示 

(5)  栄養成分の補給ができる旨の表示 

(6)  栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる

旨の表示 

(7)  糖類（単糖類又は二糖類であって、糖ア

ルコールでないものに限る。）を添加して

いない旨の表示 

(8)  ナトリウム塩を添加していない旨の表示 

(9)  栄養機能食品である旨の表示 

(10) 特定保健用食品である旨の表示 

(11) 機能性表示食品である旨の表示 

４ 事業者は、「チョコレート利用食品」である

旨を施行規則に定めるところにより表示しな

ければならない。 

ただし、「チョコレートドリンク」にあって 

は、「チョコレ―ト利用食品」である旨の表示

を省略することができる｡ 

５ 事業者は、業務用のものにあっては、「業務

用」である旨を施行規則に定めるところにより

表示しなければならない。なお、業務用のもの

の必要な表示事項にあっては、食品表示基準

（平成27年内閣府令第10号）に準ずる。 

６ 事業者は、チョコレートドリンクについて

方法により、表示することができる。 

６ アレルギー物質を含む食品を原材料に使用

している場合にあっては、食品表示基準（平成

27年内閣府令第10号）の定めるところにより表

示しなければならない。 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 
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は、飲用上の注意及び希釈して飲用に供するも

のにあっては希釈倍数を施行規則に定めると

ころにより表示しなければならない。 

７ 商品の大きさ、形状その他の理由により、前

項の表示が困難であるものについては、施行規

則に定めるところにより、同項に掲げる事項の

一部を省略し、又は同項に規定する方法以外の

方法により、表示することができる。 

８ 紙製及びプラスチック製の容器包装への分

別回収のための「識別マーク」は、資源の有効

な利用の促進に関する法律（平成３年法律第48

号）の規定に基づき表示しなければならない。 

 

 

（特定事項の表示基準） 

第４条 事業者は、チョコレート利用食品に乳

製品、ナッツ類、果物類、蜂蜜、コーヒーそ

の他の原材料を使用している旨を商品名、絵、

写真、説明文等で表示する場合は、施行規則

に定める基準によらなければならない。ただ

し、次の場合はこの限りではない。 

(1) 果物類の香料を使用しているものについ

て、当該果物の香料を使用した旨を「○○香

料使用」（○○は果物の名称）と商品名と同

一視野内に明瞭に表示した場合 

(2)  全国チョコレート業公正取引協議会（以

下「公正取引協議会」という。）の承認を得

た場合 

２ 事業者は、チョコレート利用食品について、

特定の原産地のもの、有機農産物、有機加工食

品その他の使用した原材料が特色のあるもの

である旨を表示する場合には、次の各号に掲げ

る方法によらなければならない。 

(1) 次に掲げるいずれかの割合を当該表示に

近接した箇所又は当該原材料名表示の次に

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

７ 紙製及びプラスチック製の容器又は包装へ

の分別回収のための「識別マーク」は、資源の

有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律

第48号）の規定に基づき表示しなければならな

い。 

 

（特定事項の表示基準） 

第４条 （略） 

 

 

 

 

 

(1)・(2) （略） 

 

 

 

 

 

 

２ 事業者は、チョコレート利用食品について、

特定の原産地のもの、有機農産物、有機農産物

加工食品その他の使用した原材料が特色のあ

るものである旨を表示する場合には、次の各号

に掲げる方法によらなければならない。 

(1) 次の各号に掲げるいずれかの割合を当該

表示に近接した箇所又は当該原材料名表示
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括弧を付して表示すること。ただし、その割

合が100パーセントである場合にあっては、

割合の表示を省略することができる。 

ア 特色のある原材料の製品の原材料及び

添加物に占める重量の割合 

イ 特色のある原材料の特色のある原材料

及び特色のある原材料と同一の種類の原

材料を合わせたものに占める重量の割合

（この場合においては、この旨の割合であ

ることを表示する。） 

(2) 特定の原材料の使用量が少ない旨を表示

する場合にあっては、特定の原材料が製品に

占める重量の割合を当該表示に近接した箇

所又は当該原材料名表示の次に括弧を付し

て表示すること。 

(3) チョコレート利用食品が有機又はオーガ

ニックである旨の表示 

日本農林規格等に関する法律（昭和25年法

律第175号）並びに同法に基づく有機農産物

の日本農林規格（平成17年農林水産省告示第

1605号）及び有機加工食品の日本農林規格

（平成17年農林水産省告示第1606号）に規定

するところにより表示すること。 

３  原産国について誤認されるおそれがある国

産品にあっては、施行規則に定める基準によ

り表示すること。 

（削除） 

 

 

 

 

（不当表示の禁止） 

第５条 事業者は、チョコレート利用食品の取引

に関し、次の各号に掲げる表示をしてはならな

い。 

の次に括弧を付して表示すること。 

 

 

ア 特色のある原材料の製品の原材料に占

める重量の割合 

イ （略） 

 

 

 

 

(2)  （略） 

 

 

 

 

(3) チョコレート利用食品が有機又はオーガ

ニックである旨の表示 

日本農林規格等に関する法律（昭和25年法

律第175号）及び同法に基づく有機加工食品

の日本農林規格（平成17年農林水産省告示第

1606号）に定めるところにより表示するこ

と。 

 

（新設） 

 

 

３ 事業者は、チョコレート利用食品について、

栄養成分又は熱量について表示する場合は、

食品表示基準に定めるところによらなければ

ならない。 

 

（不当表示の禁止） 

第５条 事業者は、チョコレート利用食品の取引

に関し、次の各号に掲げる表示をしてはならな

い。 
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(1) チョコレート利用食品でないものをチョ

コレート利用食品であると誤認されるおそ

れがある表示 

(2) チョコレート利用食品をチョコレート類

であると誤認されるおそれがある表示 

(3) この規約に規定する定義又は規格に合致

しない内容の製品について、それぞれ、それ

らのものであると誤認されるおそれがある

表示 

(4) 前条第１項第１号の規定に基づきチョコ

レート利用食品に果物類の香料を使用して

いる旨を表示している場合であって、あたか

も果物類そのものを使用していると誤認さ

れるおそれがある表示 

(5) 「純正食品」、「純良」等当該チョコレート

利用食品が純正である旨を意味する文言を

客観的な根拠に基づかないで使用すること

により、当該商品の品質が特に優良であるか

のように誤認されるおそれがある表示 

(6) 「無添加」、「全糖」、「〇〇省認可」その他

これらに類する文言を客観的な根拠に基づ

かないで使用することにより、当該商品の品

質が特に優良であるかのように誤認される

おそれがある表示 

(7) チョコレート利用食品に使用した可食物

について、その可食物を実際のものよりも著

しく優良であり、又は実際のものよりも著し

く多く含まれていると誤認されるおそれが

ある表示 

(8) 賞でないものが賞であると誤認されるお

それがある表示 

(9) 自己の取り扱う他の商品又は自己の行う

他の事業について受けた賞、推奨等を当該チ

ョコレート利用食品について受けたもので

あると誤認されるおそれがある表示 

(1)～(8) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 自己の取扱う他の商品又は自己の行う他

の事業について受けた賞、推奨等を当該チョ

コレート利用食品について受けたものであ

ると誤認されるおそれがある表示 
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(10) 官公庁、神社、仏閣その他著名な団体又

は個人が購入又は推奨していると誤認され

るおそれがある表示 

(11) チョコレート利用食品の価格、取引条件

又はチョコレート利用食品の取引に付随し

て提供する景品類の品質、内容その他の事

項について実際のもの又は自己と競争関係

にある他の事業者に係るものよりも著しく

有利であると誤認されるおそれがある表示 

(12) 輸入品でないものが輸入品であると誤認

されるおそれがある表示 

(13) 国産品でないものが国産品であると誤認

されるおそれがある表示 

(14) 他の事業者又は他の事業者に係るチョコ

レート利用食品を中傷し、誹謗するような

表示 

(15) 伝統、歴史、製造技術、生産規模、生産

設備、販売量、販売比率その他企業の信用

状態について実際のもの又は自己と競争関

係にある他の事業者に係るものよりも著し

く優位にあると誤認されるおそれがある表

示 

(16) 第１号から第15号までに掲げるもののほ

か、自己の製造又は販売に係るチョコレー

ト利用食品の内容について、実際のもの又

は自己と競争関係にある他の事業者に係る

ものよりも著しく優良であると誤認される

おそれがある表示 

 

（過大包装の禁止） 

第６条 事業者は、内容物の保護、品質保全又

は製造技術上必要な限度を超えて、著しく過

大な容器包装を用いてはならない。 

 

（公正取引協議会） 

(10)～(15) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16) 前各号に掲げるもののほか、自己の製造

又は販売に係るチョコレート利用食品の内

容について、実際のもの又は自己と競争関

係にある他の事業者に係るものよりも著し

く優良であると誤認されるおそれがある表

示 

 

（過大包装の禁止） 

第６条 事業者は、内容物の保護、品質保全又

は製造技術上必要な限度を超えて、著しく過

大な容器又は包装を用いてはならない。 

 

（公正取引協議会） 
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第７条 この規約を適正かつ効果的に運用する

ため、公正取引協議会を設置する。 

２ 公正取引協議会は、この規約に参加する事

業者又は事業者団体をもって構成する。 

 

（公正取引協議会の業務） 

第８条 公正取引協議会は、次の業務を行う。 

(1) この規約の内容の周知徹底に関するこ

と。 

(2) この規約についての相談及び指導に関す

ること。 

(3) この規約の規定に違反する疑いがある事

実の調査に関すること。 

(4) この規約の規定に違反する者に対する措

置に関すること。 

(5) 一般消費者からの苦情の処理に関するこ

と。 

(6) 不当景品類及び不当表示防止法その他の

公正取引に関する法令の普及及び違反の防

止に関すること。 

(7) 関係官公庁との連絡に関すること。 

(8) その他この規約の施行に関すること。 

 

（違反に対する調査） 

第９条 公正取引協議会は、第３条から第６条ま

での規定又は第11条の規定に基づいて制定し

た規則に違反する事実があると思われるとき

は、関係者を招致し、事情を聴取し、関係者に

必要な事項を照会し、参考人から意見を求め、

その他必要な調査を行うことができる。 

２ 事業者は、前項の規定に基づく公正取引協議

会の調査に協力しなければならない。 

３ 公正取引協議会は、前項の規定に違反して

調査に協力しない事業者に対し、当該調査に

協力すべき旨を文書をもって警告し、これに

第７条 （略） 

 

２ 公正取引協議会は、この規約に参加する事

業者又は事業者団体をもつて構成する。 

 

（公正取引協議会の事業） 

第８条 公正取引協議会は、次の業務を行う。 

(1)～(8) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（違反に対する調査） 

第９条 公正取引協議会は、第３条から第６条ま

での規定又は第11条の規定に基づいて制定し

た規則に違反する事実があると思われるとき

は、関係者を招致し、事情を聴取し、関係者に

必要な事項を照会し、参考人から意見を求め、

その他の事実について必要な調査を行う。 

２ （略） 

 

３ 公正取引協議会は、前項の規定に違反して

調査に協力しない事業者に対し、当該調査に

協力すべき旨を文書をもつて警告し、これに
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従わないときは５万円以下の違約金を課し、

又は除名処分をすることができる。 

 

（違反に対する措置） 

第 10 条 公正取引協議会は、第３条から第６条

までの規定又は第 11 条の規定に基づいて制定

した規則に違反する行為があると認めるとき

は、当該違反行為を行った事業者に対し、当該

違反行為を排除すべき旨及び当該違反行為と

同種又は類似の違反行為を再び行ってはなら

ない旨を文書をもって警告することができる。 

２ 公正取引協議会は、前項の警告を受けた事業

者が、当該警告に従っていないと認めるとき

は、当該事業者に対し、50 万円以下の違約金を

課し、除名処分をし、又は消費者庁長官に必要

な措置を講ずるよう求めることができる。 

３ 公正取引協議会は、前条第３項又は前二項の

規定により、警告をし、違約金を課し、又は除

名処分をしたときは、その旨を遅滞なく文書を

もって消費者庁長官に報告するものとする。 

 

（施行規則) 

第 11 条 公正取引協議会は、この規約の実施に

関する規則を定めることができる。 

２ 前項の規則を定め、又はこれを変更しようと

するときは、事前に公正取引委員会及び消費者

庁長官の承認を受けるものとする。 

 

従わないときは５万円以下の違約金を課し、

又は除名処分をすることができる。 

 

（違反に対する措置） 

第 10 条 公正取引協議会は、第３条から第６条

までの規定又は第 11 条の規定に基づいて制定

した規則に違反する行為があると認めるとき

は、当該違反行為を行った事業者に対し、当該

違反行為を排除すべき旨及び当該違反行為と

同種又は類似の違反行為を再び行ってはなら

ない旨を文書をもつて警告することができる。 

２ 公正取引協議会は、前項の警告を受けた事業

者が、当該警告に従つていないと認めるとき

は、当該事業者に対し、50 万円以下の違約金を

課し、除名処分をし、又は消費者庁長官に必要

な措置を講ずるよう求めることができる。 

３ 公正取引協議会は、前条第３項又は前二項の

規定により、警告をし、違約金を課し、又は除

名処分をしたときは、その旨を遅滞なく文書を

もつて消費者庁長官に報告するものとする。 

 

（施行規則) 

第 11 条 （略） 

 

 

 

附 則 

１ この規約の変更は、この規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示のあっ

た日から施行する。 

２ この規約の変更の施行の日前に製造され、加工され、又は輸入されるチョコレート利用食品に係る

表示については、なお従前の例によることができる。 

３ 原料原産地名に関する事項のうち、令和４年３月 31 日までに製造され、又は加工されたチョコレ

ート利用食品に係る表示については、なお従前の例によることができる。 


