
清涼飲料水・ミネラルウォーター
成分規格検査の案内

ミネラルウォーターの需要は世界中で高まり、国内においても消費量
は年々増加傾向にあるなか、食に対する信頼は消費者の大きな関心
時であります。

また、平成30年7月13日に規格基準の改正が行われ項目の追加・基
準値の変更が行われています。ぜひこの機会に今一度検査されては
いかがでしょうか。

弊社では、迅速・高精度な検査で
お客様の安心・安全をサポート できればと考えております。

検査の流れ

まずは

弊社へご連絡ください

申し込み用紙に記入

製品を送付下さい

検 査

試験結果書

計量証明事業登録
水道法第20条登録検査機関
作業環境測定登録機関
土壌汚染対策法指定調査機関
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株式会社 同仁グローカル
住所：熊本県上益城郡益城町田原2081-25

Tel：096-286-1311

Fax：096-286-1312

URL：http://dojin-glocal.com/

郵送にてお手元に

食品，添加物等の規格基準が平成26年に改正され、「清涼飲料水の
成分規格及び製造基準」が【ミネラルウォーター類（殺菌又は除菌を行
わないもの）】、【ミネラルウォーター類（殺菌又は除菌を行うもの）】、【ミ
ネラルウォーター類以外の清涼飲料水】に分類されております。

殺菌の有無 容器のCO２圧等によって、項目数及び料金が違ってき
ます。日頃気になられることも合わせて、お気軽にお問合せ下さい。

【検査項目とセット価格（一部）】

検査項目と料金

検査項目 料金

ミネラルウォーター類
成分規格試験

一般規格
4項目

金属包装 有 12,000円

一般規格
3項目

金属包装 無 5,000円

個別規格
40項目

殺菌・除菌 有 80,000円

個別規格
15項目

殺菌・除菌 無
CO2圧
98kPa以上

30,000円

個別規格
17項目

殺菌・除菌 無
CO2圧
98kPa未満

35,000円

食品製造用水検査 26項目 55,000円

水道法 51項目 80,000円

※製品の異物検査も行っています。
お困りのことがあれば合わせお問い合わせください。
※料金には消費税は含まれておりません。

営業担当：石本・富永

項目が
変わりました。



清涼飲料水・ミネラルウォーター
成分規格検査の申し込み手順

検査の流れ

まずは
弊社へご連絡ください

申し込み用紙に記入

製品を送付下さい

検 査

試験結果書

Tel ： 096-286-1311

Fax ： 096-286-1312

E-mail ： glocal@Dojindo.co.jp

営業時間 :8:30～17:30

休業日：土・日・祝

年末年始
URL：http://dojin-glocal.com/

郵送にてお手元に

株式会社 同仁グローカル
住所：熊本県上益城郡益城町田原2081-25

弊社専用の申し込み用紙に必要事項をご記入下さい。
（裏面にある記入例をご参考下さい。）

お電話またはメールにてお問い合わせください。
検査項目が料金、ご心配なこともあわせてご質問ください。
TEL ： 096-282-1311 FAX ： 096-286-1312
E-mail : glocal@dojindo.co.jp

検査項目・必要量一覧表

（1）一般規格

容器
セット
項目数

必要量（注）

金属容器包装以外 ３項目 製品(500mL以上で) ２本

金属容器包装入り ４項目 製品(500mL以上で) ２本

（2）個別規格

種類
セット
項目数

必要量（注）

ミネラルウォーター類

１５項目 製品(500mL以上で) ２本

１７項目 製品(500mL以上で) ４本
４０項目 製品(500mL以上で)  ８本

ミネラルウォーター類以外
２項目 製品(500mL以上で) ２本

３項目 製品(500mL以上で ３本

セット項目に応じて必要量が違います。
下の表をご確認の上、必要本数を宅急便にて送付下さい。
（注） 製品の容量に応じて、本数は調整ください。

営業担当：石本・富永
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申込用紙記入例

清涼飲料水（成分規格・製造基準）分析申込書

受付 ： ２０１８年 １月 １５日

依 頼 者

住所 〒861-2202 熊本県上益城郡益城町田原2081-25

氏名（会社名）

株式会社 ○○○○

所属

品質管理部

担当者

同仁 花子
TEL  096-286-1311
FAX  096-286-1312

結果書
宛名

上記の依頼者と異なる場合はご記入下さい。
氏名（会社名）

○○ ウォーター

報告書部数 ２部 （通常2部）
(通常 １２営業日で発送いたします。)

品 名
（品目名 試料（検体）名 ）

阿蘇の天然水 ○○ ウォーター

場 所
（製造 採取 場所）

上益城郡益城町田原2081-25

採 取 者
（氏名）

同仁 太郎

□採取年月日
☑製造年月日

平成 ３０年 １月 １２日 10時 10分

検 査 内 容 ☑成分規格検査 □製造基準検査

検 査 項 目 ☑①一般規格試験 3項目 □⑧ミネラルウォーター使用 5項目

□②一般規格試験 4項目 □⑨ミネラルウォーター使用 2項目

□③ミネラルウォーター個別試験 15項目 □⑩ミネラルウォーター使用 2項目

□④ミネラルウォーター個別試験 17項目 □⑪その他使用 19項目

☑⑤ミネラルウォーター個別試験 40項目 □⑫水道水使用 51項目（納期３週間）

□⑥清涼飲料水 個別試験 2項目 □⑬その他使用 41項目

□⑦清涼飲料水個別試験 3項目 □⑭その他使用 16項目

支払方法
銀行振込（サンプル発送後1週間以内にお振込ください）

肥後銀行 県庁支店 普通貯金 １６５５５１６
カ）ドウジングローカル

備 考



• 清涼飲料水については、水道法（S32第177号）やｺｰﾃﾞｨｯｸｽ委員会等の国際基準
との整合性を踏まえ、平成26年12月に規格基準の改正を行いましたが、当時、改
正を行わなかった亜鉛、アンチモン、ヒ素、マンガン、亜硝酸性窒素、ホウ素、鉄
及びカルシウム・マグネシウム等（硬度）について、今般、内閣府食品安全委員会
から評価結果の答申があったことから規格基準の改正を行うこととなりました。

改正の概要

• １ 清涼飲料水の成分規定する「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行
わないもの」の基準値について、次表のように改正となります。

• ２ 清涼飲料水の成分規格で規定する「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除
菌を行うもの」の基準値について、次表のように改正となります。

• ３ 清涼飲料水の製造基準で規定する「ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料及
び原料用果実以外の清涼飲料水」の原料として用いる水のうち水道水でない場
合の基準値について、次表のように改正となります。

改正の内容

• 告示の日（平成30年7月13日）から適用となります。ただし、アンチモン、ヒ素、マン
ガン、亜硝酸性窒素及びホウ素については、公布の日から6月以内に限り、なお
従前の例によることができます。

適用期日

清涼飲料水・ミネラルウォーター
規格基準が変わりました。

物質名 改正後 改正前

亜鉛 基準値なし 5以下

アンチモン ０．００５以下 基準値なし

ヒ素 ０．０１以下 ０．０５以下

マンガン ０．４以下 ２以下

亜硝酸性窒素 ０．０４以下 基準値なし

ホウ素 ５以下 ホウ酸として３０以下

物質名 改正後 改正前

亜鉛 基準値なし 5以下

アンチモン ０．００５以下 基準値なし

ヒ素 ０．０１以下 ０．０５以下

マンガン ０．４以下 ２以下

亜硝酸性窒素 ０．０４以下 基準値なし

ホウ素 ５以下 ホウ酸として３０以下

物質名 改正後 改正前

鉄 基準値なし ０．３以下

カルシウム・マグネシウム等（硬度） 基準値なし ３００以下
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