
賞味期限、消費期限設定のための保存試験のご案内	 
 
厚生労働省、農林水産省が示した「食品期限表示の設定のためのガイドライン」に 
よると、個々の食品に十分配慮した上で、食品の安全性や品質等を的確に評価するた 
め客観的な指標に基づき賞味期限、消費期限を設定することとされています。 
 
当協会では試験を行う前に打合せの上、指標に最適な微生物検査項目、食品によっ 
ては理化学検査項目や官能検査の追加、保存条件を設定し、保存試験内容と試験料金 
をまとめた「保存試験確認書」を作成してご確認いただいてから試験を行います。 

お問合わせから試験成績書発行までの流れは次のとおりです。 

 
	 	 	 	 	 	 	  お気軽にお問合わせください。 
お問合わせ	 	  担当職員：分析課 菅野 正（かんのただし）、宍戸純一（ししどじゅんいち） 

                         TEL 024-546-0561  FAX 024-546-0400 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	    
打合せ、ご相談    試験を行う食品につきまして、原材料や製造方法、包装方法等 

お聞きし最適の試験を提案いたします。なお、知り得た情報の 
秘密は厳守いたします。  
                

	 保存試験提案書の作成	 	 試験期間、試験内容、試験料金をとりまとめた「提案書」 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 を作成し、ご確認いただきます。 

過大な負担とならない合理的な試験を提案いたします。 
 
ご	 依	 頼     試験を行う食品の数や量、検査日も要望に応じて設定させていただ 

きます。（１回の検査で約 100ｇ必要です） 
 
保存試験	 	 	 保存試験提案書に基づき検査を行います。	 

	 	 	 	 	 	  試験途中で想定外の結果が出た場合にはお電話で報告いたします。 
 
試験成績書の発行	 	  保存試験結果についてコメントを付けますので、参考にし 

てください。 
 
試験料のご請求	 	 	 試験成績書とともに請求･振込用紙を同封いたします。	 

	 	 	 	 	 	 	 	   （御見積書が必要な場合にはあらかじめお申し出ください） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	  提案書や試験結果、改善方法など無料で相談に応じます 
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保存試験Ｑ＆Ａ	 

《 試験料金は？》 
試験を行う食品により指標とする検査項目が異なり一律に料金表示ができませ 
んが、一般的な試験でモデルケースの料金は次のとおりです。 
なお、当会では保管料はいただいておりません。 

	 ◎モデルケース－１ ････ 劣化が早い食品の例（消費期限表示食品） 

	 	 【 惣菜などの例 】  
    ・保存温度 ： １０℃恒温 
    ・保存日数と検査項目 

	 ①製造直後(初発) ： 一般生菌数、大腸菌群の検査 
	 	  	  ②保存２日後 ： 一般生菌数、大腸菌群の検査 
	 	  	  ③保存３日後 ： 一般生菌数、大腸菌群の検査 
     	  ④保存４日後 ： 一般生菌数、大腸菌群の検査 
	 	 ・試験料金	 	 	 	 	 	  

検査単価×検査数	 一般生菌数：3,024円×４、大腸菌群：3,024円×４ 
	 	 	 	 試験料の合計（消費税を含みます）24,192円 

	  ◎モデルケース－２ ････ 劣化しにくい食品の例（賞味期限表示食品） 

    【 焼き菓子などの例 】 

・保存温度 ： ２５℃恒温 
    ・保存日数と検査項目 

	 ①製造直後(初発) ： カビ数、一般生菌数、官能試験（臭い、風味、変色など） 
	 	  	  ②保存２０日後 ： 一般生菌数、官能試験（臭い、風味、変色など） 
	 	  	  ③保存３０日後 ： 一般生菌数、官能試験（臭い、風味、変色など） 
     	  ④保存４０日後 ： 一般生菌数、官能試験（臭い、風味、変色など） 
	 	 ・試験料金	 	 	 	 	 	  

検査単価×検査数	 カビ数：3,240円×１、一般生菌数：3,024円×４ 
官能試験：1,080円×４ 

	 	 	 	 試験料の合計（消費税を含みます）19,656円 
 
注）・食品によっては理化学検査項目が主になる場合や、理化学検査項目を追加し 

て行う場合があります。 
・食品によっては含まれる細菌数の個体差がある場合があります。そのような 

	 	  食品の検査は、複数の商品で行います。その場合、検査料金も追加になりま 
す。 
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《 保存温度は？》 
・恒温保存の温度設定 
－２０℃、５℃、１０℃、２０℃、２５℃、３０℃など設定可能です。 

	 	 （これ以外の保存温度も可能です。ご相談ください） 

	 	 食品（商品）に合わせた保存温度で試験を行います。 

	 	 	 温度設定･･･冷凍保存品：－２０℃ 

	 	 	 	 	 	 	  	 冷蔵保存品：５℃、１０℃ 

	 	 	 	 	 	 	 	  常温保存品：２０℃、２５℃、３０℃ 

	 	  
・その他の温度設定 
	 	 	 たとえば、店舗で２日間冷蔵保存、お客様が購入後に常温保存する場合を想定 

して設定することも可能です。 

例：５℃で２日保存、その後２５℃で２日保存など２段階の温度設定 

 

《 保存試験の指標になる検査項目は？》 

	  食品の安全性や品質を的確に評価するため、最適な検査項目を指標にすることが 
大切です。 
当協会では、食品の種類、原材料、製造方法、包装方法などをお聞きし、指標と 
する最適な検査項目をご提案いたします。 

・生物検査項目：一般生菌数、大腸菌群など変敗の原因となる菌。 
食品によっては乳酸菌、カビ、酵母、耐熱性菌なども追加する 
ことがあります。 

・理化学検査項目：食品の特性に応じて変化を受けやすく、指標になる検査項目を 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 選定します。 

ｐＨ、水分活性、酸価、過酸化物価、揮発性塩基窒素、沈殿混濁 

・官能検査項目：臭い、味（風味）などの変化を記録します。 

・外 観 検 査：色度、変色、カビや産膜酵母の発生の有無などを記録します。 

細菌学的には問題がなくても、官能検査や外観検査で商品価値が損なう変化が 
見られることもあります。 
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《 賞味期限の設定方法は？》 

	 保存試験結果で得られた可食期間に１未満の安全係数をかけて、得られた可食期 
間よりも短い期限を設定します。 

一般的に安全係数は０.８を用います。	 	   

	  例	 可食期間１８日間 × 安全係数０.８ ＝１４.４日 ⇒ １４日間の期限設定 
可食期間４０日間 × 安全係数０.８ ＝３２日 ⇒ １カ月間の期限設定 

	 	 急速に劣化しやすい食品、品質がばらつきやすい食品では０.７など小さい安全係 
数を用いる場合もあります。 

	 	  例	 可食期間１０日間 × 安全係数０.７ ＝７.０日⇒ ７日間の期限設定 

 

《 消費期限が１日未満の保存試験は？》 

	  製造後の２４時間未満の消費期限設定の保存試験も可能です。 
製造直後、４時間後、８時間後、１２時間後などに保存時間を設定して検査を行 
います。受入れ日、受入れ方法につきましてはご相談ください。	   

 
《 保存試験を行う時の包装は？》 

可食期間は包装方法、包装資材によっても変化します。保存試験を行う食品の包 
装は実際に販売している形態で行います。脱酸素剤や乾燥剤を入れて販売する予定 
ならば入れて包装してください。 
 

《 保存試験を行う時の包装は？》 

１回の検査には約１００ｇ必要です。小さい包装の場合には約１００ｇになる数 
量が必要になります。 
 
 
当協会では保存試験の他にも食品に関しいろいろな検査を行っています。 

◎製品検査 ･･･ 細菌学的検査、理化学的検査（栄養成分、食品添加物など） 

◎衛生検査 ･･･ 拭き取り検査：製造設備、調理器具、調理員手･鼻の検査 

	  	 	 	 	 	 	  落下細菌検査：製造、調理室環境の検査 

◎食品等製造に用いる井戸水検査 ･･･ 食品営業許可２６項目検査、１３項目検査 
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