
スライド 1 

リコール情報の届出リコール情報（新規届出）

 

 

■リコール情報の届出 

食品リコール情報の届出は、Topページの「リコール情報の届出」リンクをクリックして、登

録画面を表示します。 

  



スライド 2 

届出者情報

回収担当部門情報

製造所又は加工所情報

商品情報等

食品等の特定情報

回収の理由とその詳細

回収着手時点の販売状況と着手した年月日

回収方法

回収状況

健康被害の発生状況とその詳細

備考とコメント（非公開）

 

 

リコール情報の登録画面は、自由なテキスト入力が多いため、報告する届出内容が分かりやす

いように、入力フォーム全体に、報告内容となる入力ガイダンスが初期値として設定されてい

ます。 

登録画面の構成は、届出者情報、回収担当部門の情報、製造所または加工所に関する情報、回

収対象商品の情報となります。 

回収対象商品の情報は、さらに、対象食品を特定するための情報や、回収理由とその詳細を記

載する項目、回収着手時点の販売状況や回収着手した年月日を記載する項目、回収方法や回収

状況及び健康被害の発生状況とその詳細を記載する項目などがあります。 

 

そして、最後に備考欄及び非公開用のコメント欄から構成されます。 
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アカウントを作成の際に登録した、
団体組織(個人または法人)の情報が表示されます。

回収担当部門の情報を入力してください。
ここで入力された住所の情報を基に、管轄保健所が決定されます。

 

 

更に細かく見ていくと、届出者の情報として、アカウント作成の際に登録した団体組織（個人

や法人）の情報が表示されます。 

こちらは編集できないため、修正が必要な際には、別途プロフィール変更から修正ください。 

 

回収担当分の情報には、実際に回収を担当する部門の情報を入力してください。 

こちらに入力された住所の情報を基に、管轄保健所が決定されます。 
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回収担当部門の情報を入力してください。
ここで入力された住所の情報を基に、管轄保健所が決定されます。

 

 

実際の回収作業については、外部へ委託しているような場合については、「回収等の委託有無」

の項目で「有」を選択してください。 
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回収担当部門の情報を入力してください。
ここで入力された祷署の情報を基に、管轄保健所が決定されます。

回収等の委託で「有」を選択すると、
委託等を受けた者情報を入力するフォームが表示されます。

回収対象食品を製造した製造所や加工所の情報を入力してください。

 

 

「有」を選択すると、「委託等を受けた者情報」の入力項目が追加されますので、こちらに委託

先の回収業者の情報を入力してください。 

 

製造所または加工所には、回収対象商品を製造した製造所や加工所の情報を入力してくださ

い。 
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食品等を特定する情報をガイダンスを参考にして入力してください。

商品等の一般名称を日本標準商品分類から選んで選択してください。

具体的な回収対象商品名を入力してください。

商品画像等の情報を登録してください。

 

 

商品情報の入力欄では、回収対象商品の具体的な商品情報を入力してください。 

商品等の一般名称では、日本標準商品分類のダイアログから該当する情報を検索して設定して

ください。 

商品名は、具体的な回収対象の商品名を入力してください。 

画像１～画像５には、商品画像などの情報を登録してください。画像ファイルのサイズは１フ

ァイルあたり最大7MBとなります。 

食品等の特定情報には、回収対象食品等を特定するための情報を入力してください。 

入力内容は初期値として設定されている入力ガイドを参考にして入力してください。 
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回収の理由と、その詳細情報をガイダンスを参考にして入力してください。

 

 

次に回収の理由とその詳細を入力ガイドを参考にして入力してください。 

回収の理由は、食品衛生法、または食品表示法に関連するものの中から該当するものを選択し

てください。 

食品衛生法に関連するものを選択すると、 
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食品衛生法に関連する回収理由であるが食品衛生法第20条に該当する場合はチェックしてください。

管轄が保健所ではなく都道府県管轄となる卸売市場などの場合にチェックしてください。食品衛生法第20条に該当とは、「虚偽や誇大な表示または広告」に関連して発生したリコールの
場合にチェックしてください。

 

 

「食品衛生法第20条に該当」と「都道府県への報告」を選択するチェックボックスが表示され

ます。 

食品衛生法第20条に該当とは、「虚偽や誇大な表示または広告」に関連して発生したリコール

の場合にチェックしてください。 

都道府県への報告とは、※行政(保健所等)から指示のあった場合にだけチェックしてくださ

い。（管轄が保健所ではなく都道府県管轄となる卸売市場（主に豊洲）で発生したリコールの場

合にチェックすることになります。） 

回収の理由で、食品表示法に関連するものを選択すると、 
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食品表示法に関連する届出で、消費者庁長官への報告対象となる場合にチェックしてください。

回収着手時点における販売状況と、
回収に着手した年月日をガイダンスを参考にして入力してください。

回収方法についてガイダンスを参考にして入力してください。

トクホや機能性表示食品に関する届出や、卸売市場（主に豊洲）に関する届出、また、届出義務
事項でない任意の届出、その他やむを得ないような場合については、消費者庁長官へ直接報告と
なるため、これらに該当する場合にチェックしてください。
※その他やむを得ない場合の判断とは、消費者庁と相談したうえでの対応となります。

 

 

「消費者庁長官への報告」を選択するチェックボックスが表示されます。 

こちらは食品表示法に関連する届出は、基本的には自治体を経由して消費者庁へ送付されます

が、例外的な取り扱いとしてトクホや機能性表示食品に関する届出や、卸売市場（主に豊洲）

に関する届出、また、届出義務事項でない任意の届出、その他やむを得ないような場合につい

ては、消費者庁長官へ直接報告となるため、これらに該当する場合にチェックしてください、 

※その他やむを得ない場合の判断とは、消費者庁と相談したうえでの対応となります。 

 

次に、回収着手時点における販売状況と回収着手日の情報を、入力ガイドを参考にして入力し

てください。 

さらにその次には、回収方法についても入力ガイドを参考にして入力してください。 
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回収状況についてガイダンスを参考にして入力してください。

健康被害の発生状況とその詳細について
ガイダンスを参考にして入力してください。

上記以外の情報で、その他記載事項があれば
備考欄に入力してください。

コメント欄に入力された情報は、公開情報として掲載されないため、
保健所等との連絡事項などがあれば活用してください。

 

 

つづいて回収状況を、同じく入力ガイドを参考にして入力してください。 

次に、健康被害の発生状況とその詳細を、入力ガイドを参考にして入力してください。 

最後に、上記以外の情報でその他記載事項があれば備考欄へ入力してください。 

コメント欄に入力された情報は公開情報として掲載されないため、保健所等との連絡事項など

があれば入力してください。 

【補足】 

回収届の入力項目は、非常に多いため、入力に時間がかかるような場合は、入力途中でサーバ

との通信が切れてしまい登録時にエラーとなる可能性がありますので、各入力項目のガイドを

メモ帳などにコピーして、記載内容を整理してから、入力作業を実施されることをお勧めしま

す。 
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1234567890123

食品商店（回収部門） ショクヒンショウテンカイシュウブモン

2100001

本町 １－２－５

0448881058 0448885294

recall@syokuhin.co.jp

 

 

では実際にデータを入力して新規登録するイメージをご覧ください。 

回収担当部門の情報を入力します。 
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1234567890123

食品商店（製造部門） ショクヒンショウテンセイゾウブモン

2100001

本町 １－２－６

0447771058 0447775294

factory@syokuhin.co.jp

苺まるごとジャム

商品画像（苺まるごろジャム）300g

 

 

製造所または加工所の情報を入力します。 

商品等の一般名称は、選択ボタンをクリックしたダイアログから選択して設定します。 

具体的な商品名を入力し、商品画像等の情報を参照ボタンをクリックして開かれるファイル選

択ダイアログから選んで設定します。 

商品画像等のタイトルも入力してください。 
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次に、食品等の特定情報を入力します。 

  



スライド 14 

【対象商品】

商品名：苺まるごとジャム

内容量：300g

形態 ：瓶詰め

【製造番号】

製造番号：1234567891234

【消費期限、賞味期限】

賞味期限 2022年7月10日

 

 

次に、回収の理由を選択し、 
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賞味期限の誤表示

賞味期限「2021年7月10日」と表示すべきところ、賞味期限「2021年7月10日」と表示

 

 

その詳細を入力します。 
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販売地域：川崎市

販売先 ：食品商店（川崎店）

発売日 ：2021年6月11日

発売数量：200個

 

 

次に回収着手時点における販売状況を入力します。 

回収に着手した年月日を入力します。 
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【回収情報の周知方法】

販売先店舗にてPOP掲示

当社ホームページ（http://○○○○○○○.jp/）において周知

【回収方法】

販売店舗での回収

問合せ先：食品商店（回収部門）

〒210-0001 神奈川県川崎市川崎区本町１－２－５

フリーダイアル 0120-○○○-○○○○

受付日時：9:00-17:30（土日祝日を除く）

【回収後の対応】

返金又は交換対応

 

 

次に回収方法、 
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回収状況を入力し 
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【回収状況】

回収数量：100個

回収割合：50.0%（7月16時点)

 

 

健康被害の有無及びその詳細を入力します。 
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健康被害の報告はなし（7月16日時点）

 

 

健康被害に関する情報を入力し、入力が完了したら確認ボタンをクリックします。 

  



スライド 21 

 

 

確認画面が表示されますので、登録内容に問題がなければ 
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登録ボタンをクリックします。 

登録確認ダイアログが表示されますので、OKボタンをクリックすると 
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リコール情報が登録されます。 
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画面には登録結果と、整理番号が発番されて表示されます。 

【補足】 

登録されたリコール情報は、管轄保健所や自治体の「確認待」の状態を経て、厚生労働省や消

費者庁による「公開待」となり、厚生労働省または消費者庁にて公開処理が実施されると、本

システムの一般公開サイトにて情報公開され「公開済」となります。 
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戻るボタンをクリックすると、ログイン後のTopページに戻ります。 
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リコール情報の届出リコール情報（経過報告と最終報告）

 

 

■リコール情報（経過報告と最終報告） 

届出したリコール情報の報告内容を更新するには、Topページの「リコール情報の検索」リン

クをクリックして、回収事案検索画面を表示します。 
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回収事案検索画面が表示されますので、 
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検索ボタンをクリックすると、 
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届出済みのリコール情報の一覧が表示されます。 

報告済みのリコール情報の内容を修正する場合は、検索結果の一覧から修正したい情報の「修

正」ボタンをクリックし、回収事案の変更画面を表示します。 

  



スライド 30 

 

 

編集画面が表示されます。 

■経過報告について 

リコール対象商品の回収状況など、その後の経過状況を報告する場合は、追加情報の記載や、

修正を実施します。 
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■最終報告について 

リコール対象商品の回収が完了したような場合は、最終報告を実施します。 

最終報告は、回収事案の変更画面で、「最終報告」のチェックボックスをチェックします。 
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最終報告のチェックボックスをクリックすると、回収が終了した年月日を入力するフィールド

が追加されますので、回収終了日を入力してください。 

【補足】 

最終報告した情報が公開されると、「回収終了年月日」から14日経過すると情報公開画面に表

示されなくなります。 
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保健所等からの連絡については下記連絡先窓口へお願いします。

TEL：044-888-1234

mail：hanako@syokuhin.co.jp

回収担当：山内

 

 

その他、報告内容について追記や変更が完了したら、確認ボタンをクリックします。 
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確認画面で登録内容に問題がなければ、 
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登録ボタンをクリックし、登録確認ダイアログでOKをクリックします。 
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変更内容が登録されます。 

  



スライド 37 

 

 

■経過報告及び最終報告時のステータス 

経過報告や最終報告を実施すると、ステータスは管轄保健所、自治体による「確認待」となり

ます。 

その後は、新規登録時と同様に、厚生労働省による「公開待」となり、厚生労働省にて公開処

理が実施されると、本システムの一般公開サイトにて情報公開され「公開済」となります。 

【補足】 

・食品衛生法で第20条に関連するものや、食品表示法に関連する場合は、消費者庁による「公

開待」となります。 

 また、消費者庁長官への報告がチェックされている場合は、自治体を経由せず直接消費者庁

への報告となります。 
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食品衛生申請等システムからの通知案内

下記、回収事案の登録内容を確認し公開しました。

【整理番号】RCL202100378
【利用者名】食品太郎
【屋号、商号】食品商店
【回収事案】https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/_link.do?i=IO_S020502&p= RCL202100378

※本メールは送信専用アドレスを使用しているため、返信されても受信できません。
ご了承ください。

【FAS】回収事案公表通知 食品等事業者

 

 

■回収事案公表通知 

厚生労働省や消費者庁にて公開処理が行われた際には、情報公開された旨の通知が送付されま

す。 
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食品衛生申請等システムからの通知案内

下記、回収事案の変更内容を確認し公開しました。

【整理番号】RCL202100378
【利用者名】食品太郎
【屋号、商号】食品商店
【回収事案】https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/_link.do?i=IO_S020502&p=RCL202100378

※本メールは送信専用アドレスを使用しているため、返信されても受信できません。
ご了承ください。

【FAS】回収事案公表通知（変更） 食品等事業者

 

 

■回収事案公表通知（変更） 

公開済みのリコール情報が、経過報告や最終報告で情報更新され、本システムの一般公開サイ

トにて公開された場合は、こちらのメールが送付されます。 
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食品衛生申請等システムからの通知案内

下記、回収事案の取下げを確認し公開情報を削除しました。

【整理番号】RCL202100378
【利用者名】食品太郎
【屋号、商号】食品商店

※本メールは送信専用アドレスを使用しているため、返信されても受信できません。
ご了承ください。

【FAS】回収事案公表通知（変更）（取下げ） 食品等事業者

 

 

■回収事案公表通知（変更）（取下げ） 

リコール情報の登録画面で「取下げ」ボタンをクリックした場合は、リコール情報の届出が取

下げられます。 

 

【ポイント】 

公開済みのリコール情報が取下げられた場合は、管轄保健所、自治体の確認後、厚生労働省や

消費者庁にて取下げ処理が実施されると、一般公開サイトで公開されているリコール情報が取

下げられて表示されなくなります。 

また、こちらのメールが送付されます。 

未公開の情報を取下げた場合は、そのまま取下げとなります。 


