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§81.01 適用範囲 

 

本条の規定は、すべての食品サービス施設および食品加工工場に等しく適用され、公衆の健康と安全を保護するよう

に解釈されるものとします。本条に記載されている要件に加え、本規約、州衛生法、および長官規則の他のすべての

該当する規定は遵守されるものとします。食品サービス施設および食品加工工場の所有者および運営者は、緊急また

は公衆衛生危害要因を防止し、その他公衆衛生を保護するために、そのような施設を衛生的な方法で運営するものと

します。本条は、本規約の第71条で定義されているように、食品を調理し、以下に含まれる（ただしこれらに限定さ

れない）サービスとして提供するすべての食品サービス施設および加工工場に適用されます。 

 

• 移動式食品自動販売ユニット 

• 移動式食品販売店舗 

• 州の農業および市場法に従って検査または規制されていない他の食品売店および共有または共同キッチン 

• 自動販売機 

• 仮設食品サービス施設 

• ケータリング業者 

• 食堂 

• 慈善団体のキッチン 

• 社交クラブ 

• 総菜販売店 

• レストラン、および 

• バー 

 

本条で使用される「施設」または「食品関連施設」という用語は、本規約によって規制される飲食店または加工工

場を指すものとします。 
 

§81.03 定義 

 

本編、本規約において： 

 

(a) 健康また安全性の適切な、または十分な対応とは、リスクが発生しない事を意味します。一般に認めている公衆 

衛生基準とは、特定取引、商用、職業、専門職において、一般に認められている基準、原則、または慣行に従っ

て設置、維持、設計、組立てられる実施・活動・行為であり、本条の意味の範囲内で適切または十分な対応を意

味します。 

(b) 水生動物とは、鳥類または哺乳類以外の、淡水または海水に生息するひれのある魚、甲殻類、およびその他の形 

態の水生生物（ワニ、カエル、水生カメ、クラゲ、ナマコ、ウニおよびそのような動物の卵、を含むがこれらに

限定されない）、および人による飲食が意図されるすべての軟体動物を意味します。 

(c) Awは水分活性を意味し、食品中の水分の尺度であり、記号Awで表されます。その数値は、食物の水蒸気圧を同じ 

 温度における純水の蒸気圧で割った値です。 

(d) ケータリング業者とは、食材を調理し、その施設以外の場所への運搬およびそこでのサービス提供により、市が 

 認定発行する許可証を持つ食品サービス施設を意味します。ケータリング業者とは、許可された食品サービスま 

 たは加工工場で食品を調理し、別の場所でサービスを提供する人のことでもあります。 

(e) 粉砕とは、切り刻む、フレーク状にする、すりつぶす、細かく刻むなどの方法で小さくすることを意味します。 

 または、小さくされ、再び形づくられ構成された水生動物または肉製品の混ぜ物を意味します。 

(f) 汚染されている、とは、質が落ちたまたは腐敗した食品、または汚物、有毒物質、げっ歯類または虫の接触また 

は蔓延にさらされた食品および機器、または華氏41度（摂氏5度）から華氏140度（摂氏57度）の温度で、調理に妥当か

つ必要な期間を超えて放置された、危害要因性食品を意味します。第§81.09章の決められた温度まで加熱または調理

されていない危害要因性を持つ状態の食品や、病原性微生物または異物の侵入を可能にする状況下での食品が含まれま

す。サービスまたは調理中に直接手が食品に触れ、その後§81.09で指定された温度に調理または加熱されない場合が

含まれます。 
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(g) 自動販売機の設置場所の管理において、害を及ぼす可能性のない食品のみを販売し、その場所で訓練を受けてい 

ない人も衛生的にサービスを受けることができ、環境汚染、乱用、破壊行為から保護されている場所に設置され

ている食品自動販売機を意味します。 

(h) クックチル加工とは、加熱調理した食品を不浸透性の袋に熱いまま入れ、空気を排出してから密封または圧着し 

 て密閉する低酸素包装方式の一種を意味します。袋に入れられた食品は、好冷性病原体（冷蔵温度でゆっくりと 

 増殖し、リステリア菌、ボツリヌス菌、およびエルシニア・エンテロコリチカまたはエルシニア症菌を含むがこ 

 れらに限定されない病原体）の増殖を抑制できる温度で急速に冷却および冷蔵します。 

(i) クリティカルコントロールポイント（重要管理点）とは、特定の食品システム上、健康リスクをもたらす様な段 

 階や手順を意味します。 

(j) 許容限界とは、特定の食品安全被害の発生リスクを最小限に抑えるために、重要管理点で制御しなければならな

い物理的、生物学的、または化学的パラメータの最大値または最小値を意味します。 

(k) 保存処理食品とは、乾燥、塩漬け、燻製、酢漬けの方法の組み合わせによって保存された食品を意味します。 

(l) カット葉物野菜とは、葉がカット、細断、スライス、みじん切り、またはちぎられた葉物野菜を意味します。 

 

「葉物野菜」という用語には、以下が含まれますが、これらに限定されません。 

• アイスバーグレタス 

• ロメインレタス 

• リーフレタス 

• バターレタス 

• ベビーリーフレタス（すなわち、未成熟のレタスまたは葉物野菜） 

• ルッコラまたはロケットレタス 

• エスカロール 

• エンダイブ 

• スプリングミックス 

• ほうれん草 

• キャベツ 

• ケール 

• フダンソウまたはその他のカット、細断、スライス、みじん切り、またはちぎられた食用の緑の葉野菜 

 

(m) 簡単洗浄できる状態とは、簡単に利用できる通常の洗浄方法で残留物を完全に除去できるような材質と仕上がり

であることを意味します。 

(n) 移動式機器とは、車輪・キャスターが取り付けられた機器で、洗浄を目的として簡単に動かすことができ、柔軟

に拡張可能で電源接続も切断可能な機器を意味します。 

(o) 機器とは、食品サービス施設内または食品加工工場内で使用する、コンロ、オーブン、電子レンジ、換気扇、ミ

ートブロック、テーブル、カウンター、冷蔵庫、流し台、食洗機、蒸気テーブル、類似品を含む食器以外の道具、物、

備品、物品を意味します。 

(p) 食品接触面とは、普段食品と接触する場合で液体や残留物が食品または他の食品接触面に付着する可能性がおき 

る調理器具、おたま、ざる、サービングスプーン、フライ返し、鍋、フライパンなどの機器、器具、食器、台所

用品の表面を意味します。 

(q) 食品用材料とは、食品接触面や機器、器具の作成および設計に使用される材料で、国立公衆衛生財団（NSF）の定

める基準を満たす、または米国国家規格協会（ANSI）によって承認された工程を活用する組織や本条§81.17に準拠し

当局で許可された材料を意味します。 
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(r) 食品従事者または食品取扱者とは、本規約の§11.01（l）に記載されているすべての人を含みこれらに限定されな 

 い、食品サービス施設または非小売食品加工施設で働くすべての人を意味します。 

(s) 食品サービス施設とは、食品が無料で提供または販売されるか、および食品の消費がその施設内または外で行わ 

れるか、屋台、スタンド、または車両から提供されるかにかかわらず、消費者に直接一人分の量のサービスのた

めに食品が提供される場所を意味します。 

(t) 食品自動販売機とは、起動すると、各販売操作の間に補充を必要とせずに、食品または飲料の一定量が販売され 

 るセルフサービス装置を意味します。 

(u) 食品自動販売店舗とは、食品、容器、または備品を加工または包装し、食品自動販売機で使用するために準備す 

 る場所を意味します。 

(v) 食品自動販売機の運営とは、食品自動販売機が設置されている場所を意味し、食品自動販売機、機械整備機器、 

器具、人員、使い捨て品、テーブル、椅子、その食品自動販売機の運営に関連して使用される施設の一部および

食品自動販売機の運営と維持に必要とされ使用されるその他すべての付属品が含まれます。 

 

(w) 冷菓とは以下のものを意味します。 

• アイスクリーム 

• 冷凍カスタード 

• フレンチアイスクリーム 

• フレンチカスタードアイスクリーム 

• 人工甘味料使用のアイスクリーム 

• アイスミルク 

• 人工甘味料使用のアイスミルク 

• フルーツシャーベット 

• 果物を含まないシャーベット 

• アイス 

• 果物を含まないアイス 

• 攪拌されていない冷凍菓子 

• 攪拌されていない冷凍乳菓子 

• 製造されたデザートミックス 

• 冷凍菓子 

• メロリーム冷菓 

• パレバイン 

• フローズンヨーグルト 

• 冷凍シェイク 

• 冷凍ミルクシェイク 

• ダイエット冷菓 

• ホイップクリーム菓子 

• ビスケットトルトニ 

 

上記の周知製品に加え、乳製品、非乳製品、氷のかけらや薄片を作る水に添加物が入っているか、州の農業市場法第4-

a条または後継法で定められている食品の独自性に関する基準に従って消費者への提供時に味つけされているかどうか

にかかわらず、冷菓の製造時に使用されるすべてのミックス、および冷菓製品と外観や香り、味が類似しているすべて

の製品、一般的に冷菓として製造又は冷凍されるすべての製品を含みます。 
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(x) 危害要因分析および重要管理点（HACCP）プランとは、食品の微生物学的基準に関する国家諮問委員会によって 

 作成された危害要因分析および重要管理点の原則に従うための正式な手順を記載する文書を意味します。緊急衛

生危害要因または公衆衛生危害要因とは、すべての規約違反、提供された食品や店舗の運営によって消費者の健康が損

なわれる危険性の高い状況、またはその組み合わせを意味します。 

(y) 間接排水とは、排水システムに直接つながれていない廃棄物ラインで、排水システムに直接つながれている承認

済みの配管設備や容器に気中開閉器を介し液体廃棄物を運び、排出する廃棄物ラインを意味します。 

(aa)非小売食品加工施設とは、その施設外での消費のために食品が加工、調理、保管、または包装され、消費

者には直接提供または販売されない施設を意味します。これは、移動式食品販売店舗、食品自動販売店舗、お

よびケータリング業者など他の人が使用するためにスペースや機器をレンタル、リース、またはその他の方法

で契約する共有キッチンが含まれますが、これらに限定されません。 

(bb)運営または運営中とは、食品サービス施設で一人以上の食品従事者が食品を受け取り、調理、保管、また

は提供していること、または施設が公衆に開かれていることを意味します。 

(cc)包装とは、消費者への飲食サービス提供時および飲食物の受け渡し時に食品を保護する目的で容器に使用

される紙、持ち帰り用の箱、またはその他の耐久性の低い容器以外の、瓶詰め、缶詰め、箱詰め、密封袋詰

め、密封包装されたものを意味します。 

（dd）pHとは、溶液の酸性またはアルカリ性の程度の尺度である水素イオン濃度の負の対数の記号を意味しま

す。 

(ee)危害要因性食品（PHF）または安全のために時間と温度が管理された（TCS）食品とは、牛乳または乳製

品、卵、肉、鶏肉、魚、貝類、甲殻類およびその他の水生動物、熱処理された植物由来の食品；ボツリヌス菌

の増殖または毒素形成を起こすことのある油の混合物に入っているニンニク；カットメロン、カット葉物野

菜、カットトマト、またはカットトマト入りミックスで、病原性微生物の増殖や毒素形成が起こらないように

処理されていないもの；生豆または萌芽種子；または感染性または毒性微生物の急速かつ進行性の増殖、また

はボツリヌス菌の増殖を起こしうる状態の他の食品の全部または一部からなる食品を意味します。この用語に

は、水分活性（aw）値が0.85以下、または水素イオン濃度（pH）レベルが4.6以下の食品は含まれません。ある

食品は、当局が容認する食品評価によってサポートされている場合、過去に指定されたもの以外のawとpHの複

合効果のため、危険性はないと見なされる場合があります。 

(ff)加工魚とは、人が消費するために保存処理、塩漬け、マリネ、乾燥、酢漬け、発酵、または燻製した魚を

意味します。 

(gg)出来合い品とは、本条の規定に従って食品の安全性を達成するために、追加の調理または熱処理なしで食

べられる形態の食品を意味します。 

(hh)低酸素包装とは、酸素を除去する、酸素を置換後、別の気体または複数種の気体の組み合わせと交換す

る、または包装される食品の最終包装形態における酸素含有量を、通常大気中に見られるレベル（海面で約2

1％）およびボツリヌス菌またはリステリア菌の抑制に必要なレベルに制御することによって、包装される食品

の酸素量を削減することを意味します。低酸素包装には、真空包装、クックチル包装、および真空調理加工が

含まれますが、これらに限定されません。 

 

(ii) 消毒とは、処理表面の病原体を破壊するための熱または化学的手段による効果的な殺菌処理を意味します。好ま

しい消毒方法は次のとおりです。 

 

(1) 華氏170度（摂氏76.7度）以上の温度の清浄なお湯に三十分以上浸す。 

(2) 華氏75度（摂氏23.9度）以上の温度で、利用可能な塩素を少なくとも50ppm含む清浄な溶液に一分以上浸す。 
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(3) 華氏75度（摂氏23.9度）以上の温度で、利用可能なヨウ素を少なくとも12.5ppm含み、pHが5.0より低い清浄な 

 溶液に一分以上浸す。 

(4) 華氏75度（摂氏23.9度）以上の温度で、200ppmの第4級アンモニウムの溶液に一分以上浸す。 

(5) 華氏75度（摂氏23.9度）以上の温度に保たれた、50ppmの利用可能な塩素を次亜塩素酸塩として含む溶液と同等 

 の殺菌効果がある他の食品グレードの消毒薬を含む清浄な溶液に一分以上浸す。 

(6) 大きな機器であるため浸漬で消毒できないが、蒸気を閉じ込めることができる場合は、料理品質の蒸気で処理 

 する、または 

(7) 固定された機器は、浸漬に使用する消毒液に必要な強度の少なくとも二倍の強度の溶液で拭く。 

 

(jj)使い捨て品とは、製造業者が一回のみの飲食使用を意図しており、通常一回の使用後に廃棄される品として一般

に認識されている、カップ、容器、蓋、または封、皿、ナイフ、スプーン、ストッパー、へら、ストロー、ランチョ

ンマット、ナプキン、敷物、包装材料、つまようじ、およびすべての類似の品を意味します。 

(kk)共有キッチンとは、複数の食品サービス施設運営者によってレンタルまたはリースされている業務用キッチンを

意味します。 

(ll)真空調理加工とは、生または部分的に調理された食品を密閉された不浸透性の袋に入れ、袋のまま調理した後に

提供するか急速に冷却し、好冷菌の成長を抑制可能な温度で冷蔵する低酸素包装の一種です。 

(mm)スタンドとは、仮設食品サービス施設で食品の陳列、収納、保管に使用される移動や持ち運び、折りたたみ可能

な車両や屋台以外の構造物、骨組み、装置、入れ物、その他の器具を意味します。 

(nn)仮設食品サービス施設とは、本規約の第88条に定義されている食品サービス施設を意味します。本条の規定に加

えて、仮設食品サービス施設は、常に本規約の第88条の規定および該当するすべての規定に従って運営されるものと

します。 

(oo)器具とは、ナイフ、フォーク、スプーン、グラス、カップ、皿などの食器、および食品の保管、調理、移送、運

搬、またはサービスに使用される台所用品、用具、または入れ物を意味します。 

(pp)食器洗いとは、器具および機器の食品接触面の洗浄および消毒を意味します。 
 

§81.04 許可されている食品原料 食品は、そのような食品源料を管轄する適切な規制当局によって承認された供給源

から入手し、食品、食品の使用、および食品の表示に関連するすべての連邦、州、および市の法律、規則、規制に準拠

するものとします。 

(a) 冷菓 冷菓は、州農業市場法の第4-A条またはその後継法に従って識別、製造、および販売されるものとします。 

(b) 肉 肉は、米国農務省またはその他の認可された政府機関によって検査および承認されない限り、食品サービス

または非小売食品加工施設で提供または販売してはなりません。 

(c) 貝類のタグ 生および冷凍の貝類、殻付きまたは殻無しの貝（カキ、アサリ、ホタテ、卵付きホタテまたはムー

ル貝）は、それらを最初に取り扱った貝類加工業者、殻剥き・包装業者、または再包装業者の名前と住所、および適用

法に従って発行された外の州内および州間識別番号で識別されるものとします。識別タグは、州の衛生規約§14-1.33

（b）またはその後継規定に従って、その貝類を取り扱った日から90日間施設内に保管されるものとします。殻をむい

たホタテの貝柱にはタグを付ける必要はありません。 
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(d) 外来動物および狩猟用動物 ニューヨーク州に自生していない外来動物および食品サービス施設で提供される狩

猟用動物は、1NYCRR§271-2.2にある州農業市場局の規制または後継規制に記載されている商業的に管理された提供元

から入手する必要があります。 

(e) 未殺菌のパッケージジュースの表示 

(1) 小章における定義  

(A) ジュースとは、一つ以上の果物または野菜から抽出した水性（水ベース）液体、一つ以上の果物または野菜

の食用部分のピューレの濃縮物を意味します。 

(B) 容器入りジュースとは、ボトルやその他の容器に密封されたジュースを意味します。 

(2) 表示 食品サービス施設の顧客への直接販売用に製造した未殺菌の容器入りジュースは、不正商標表示になら

ないように、本規約の§71.05（d）に従って次の情報を表示に含める必要があります。 

(A) 一般名での食品成分 

(B) 食品添加物（該当する場合） 

(C) ジュースをパックした事業体の名前と住所 

(D) 「消費期限」 

(E) 「警告：この製品は殺菌されていません。特に子供、高齢者、免疫力が低下している人にとっては深刻な病

気を引き起こす可能性のある有害な細菌が含まれている可能性があります。」と「要冷蔵」」という表示 

(3) より広範囲の流通のために生産されたジュース 卸売りとして、または施設の客以外の人に配布される施設に

よって製造および/または包装されたジュースは、21 CFR 第120部またはその後継規制に従って製造および包装されて

いなければなりません。 

 
 

§81.05 許可証要件；食品サービス施設および非小売食品加工施設の技術審査および許可前検査 

(a) 許可証必須 本節で指定されている場合を除き、長官が発行した許可証なしに食品サービス施設または非小売食品

加工施設を運営してはなりません。 

(b) 食品サービス施設または非小売食品加工施設の運営者は、本条およびその他すべての該当する連邦、州、市の法

律、規則、規制に従って、施設を建設し、機器を設置し、設備を整え、維持し、運営するものとします。 

(c) 施設の新築および大規模な改装をする場合、当局が公衆衛生と安全のために施設の床のレイアウトや機器、配

管、換気装置、ごみ貯蔵施設、下水処理施設、それらのスケッチまたは図面状態を審査する場合があります。図面の提

出や審査は、その施設の運営者または後継者を対象に本節のその他すべての要件を免除するものではありません。 

(d) 食品サービス施設または食品加工工場は、許可証の申請書を提出後21日間は当局が検査を実施し許可証の発行を

承認するまで運営してはなりません。この21日間に当局によって施設の検査が行われない場合は、許可証申請書の提出

後22日目から許可証がない状態での運営開始が許され、当局による検査の後、許可証の発行が承認されるか、または

本規約に定められた理由によって運営停止の命令が出されるまで、本節に違反しないよう運営を継続することができま

す。食品サービス施設または食品加工工場の許可証は、その施設が本規約に準拠して建設、維持、運営され、消費者ま

たは一般の人々の健康や安全に危険を及ぼさないことを条件として発行されます。機器や器具、人員、運営形態、環

境、給水設備、下水処理、廃棄物の取り扱い、設備、食品および付属品、さらに該当する場合は、過去の遵守・不遵守

の履歴といった施設の状態が、運営において公衆衛生的に危険または有害となり得るかどうか判断する際に考慮されま

す。許可前検査で前述の状態が十分に整っていないことが指摘された場合、許可証の発行が拒絶された違反内容につい

て運営者に通知するものとします。 

(e) 週に複数回食品サービスを提供する宗教・友愛的・慈善団体は、本条に従って許可証を取得する必要がありま

す。ただし、週に一回未満の頻度で食品サービスを提供する組織は、食品サービス業務に従事する意向を書面で当局に

通知し、当局から認可を得るものとします。認可は、二年以内の期間で有効です。認可の取得に費用はかかりません。

この規定によって、当局の公衆衛生の保護に対する措置の権限が制限されることはいかなる場合でもありません。 

(f) 農業市場法第20-C条またはその後継規定に従って農業市場局長官に承認されライセンスを保持する者や認可を受

けた者以外の全員は、共有のキッチンスペースおよび機器の使用や使用契約の締結に、食品サービス施設の運営に関す

る許可証の取得が必要です。ただし、加工工場の共有キッチンの運営許可証を保持している事業者は、本規約に従っ

て、施設、機器、環境、給水設備、廃棄物取り扱い、設備およびその他の付属品の状態を維持する責任を負うものとし

ます。 
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(g) 当該局長によって発行された現在有効な食品サービス施設許可証を所有せず、一般人向けの販売または提供を目

的に設備の使用及び食品の調理をしようとする個人に、従業員は共有のキッチンスペースまたは機器を貸してはなりま

せん。現在、農業市場局長官に承認されライセンスを保持する場合または認可を得ている場合を除きます。 

(h) 当局の要請に応じて、共有キッチンの事業者は、使用者との合意書のコピーを提出願います。合意書は、共有キ

ッチンを使用する目的、調理する食品の種類、および食品を販売する場所を示すものとします。 

(i) 申請者または申請する事業体の長が、許可証の差し止めまたは取り消しにつながるような本規約の違反により許

可証を拒否された場合には、許可証は発行されないものとします。許可証は、許可証保持者が更新のすべての要件を満

たし、許可証が取り消しや差し止めを受けておらず、本条に基づく許可証の取り消しまたは差し止めの根拠となるよう

な違反を犯したと判断されていない場合は更新できます。 

 

§81.06 緊急または公衆衛生危害要因の防止 

(a) 追加要件 当局は、緊急衛生危害要因や公衆衛生危害要因の発生または再発を防ぐために必要な場合は常に、特

定の例において施設に追加の要件を課す場合があります。当局は、課された運営条件とその条件理由を書面で説明する

ものとし、許可証保有者にその文書を提供し、当局の記録とともにその文書を保管するものとします。 

(b) 危害要因分析に基づく重要管理点（「HACCP」）プラン 
(1) 緊急健康被害や公衆健康被害の発生を防ぐために、食品サービス施設または食品加工工場が本規約またはその他

の適用法で指定されている方法以外の方法で食品を準備、加工、調理、保持、および保管する場合に、HACCPプランは

必ずその施設によって作成されるものとします。 

(2) HACCPプランが必要な場合は、実施前に当局に提出して承認され、その後、施設で保管され、当局の要求に応じ

て検査官が審査できるようにするものとします。 

(3) HACCPプランには以下が含まれます。 
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(i) 計画に含まれるべき食品の種類と分類 

(ii) 重要管理点を特定し、加工に使用される成分、材料、および機器を特定し、そのような各ポイントで特定さ

れた食品安全上の懸念を示した食品フロー図または計画 

(iii) 各重要管理点を明確に特定することを含む、計画を実施するための基準となる運営手順；食品業務の責任者

によって指定されたHACCPプラン実施の訓練を受けた食品従事者による各重要管理点の監視と管理の方法と頻度；食品

業務の担当者が、食品従事者が基準となる運営手順に従っていることを定期的に確認する方法と頻度、および各重要管

理点の許容限度が満たされていない場合に担当の食品従事者がとる措置 

(iv) 各重要管理点の許容限度、および指定された食品従事者が各重要管理点の監視および管理方法と頻度 

(4) 記録/ログは、HACCPプランが適切に実施された証明をするために、HACCPプランに従って調理された食品の消費

後少なくとも90日間、許可証保持者によって保管されるものとします。 

(c) 事前の承認が必要な特定の食品および加工当局による食品サービス施設のHACCPプランの承認は、危害要因性食品

を食品サービス施設内において低酸素包装方法、乾燥、発酵、保存加工、または燻製といった手段よって加工する前に

取得する必要があります。本条の§81.09の時間と温度の要件に従って実施される加工処理には、HACCPプランは必要あ

りません。 

 

§81.07 食品；衛生的な調理、汚染からの保護 

(a) 食品保護  

食品は汚染がなく、また汚染から保護されており、清潔で衛生的な器具および機器を使用して製造、調理、加工、また

は包装されなければなりません。 

(1) 料理用流し台  

単槽の料理専用の流し台が提供され、他の調理の前に果物、野菜、肉、および水生動物食品を洗うためにのみ使用さ

れるものとします。ただし、料理用流し台が提供されていない場合、食品は（i）食品用容器またはザル、または（i

i）多槽流し台の槽の一つで洗うことができます。食品の洗浄に使用される流し台は、掃除用流し、ユーティリティシ

ンク、または手洗いシンクとして使用してはなりません。食品の洗浄に使用されるすべての流し台は、食品を洗う

前、および生肉と他の食品の洗浄の間に間接排水、洗浄、および消毒する必要があります。 

(2) 二次汚染の防止  

洗浄または調理しない食品は、洗浄または調理が必要な食品による二次汚染から保護されなければなりません。 

(3) 氷上または水中での保管  

水を通すような包装の場合、包装した食品に氷または水が直接触れるような保管をしてはなりません。包装されてい

ない食品は、水はけする容器に保管されていれば、氷と直接触れる形の保管のみ可能です。ただし、丸ごとの生の果

物、丸ごとまたはカットされた野菜、および豆腐は、水はけしない容器の清潔で衛生的な氷または水に浸すことがで

きます。 

(4) 生の果物や野菜の洗浄 生の果物と野菜は、カットまたは提供する前に飲料水で十分に洗う必要があります。 

(5) 生の鶏肉と魚の保管 氷の入った輸送容器で受け取った生の鶏肉や魚は、保管中または調理、陳列、提供または

販売されるまでの間、必要な保冷温度が維持されていれば、そのような状態のままにしておくことができます。 

(b) 包装 密閉容器を含む食品包装は、食品が腐敗物、汚物、またはその他の汚染物にさらされないように、また人

の消費に適した状態を維持できるように、良好な状態でなければなりません。膨張、漏れ、錆び、その他損傷のある食

品包装は、廃棄するか、その販売業者に返送されるものとします。そのような包装を販売業者に返送する場合は、施設

で保管している間、無傷のパッケージから分離し、「使用禁止」と明確に表示しておく必要があります。 
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(c) 卵 殻が無傷で、ひび割れや裂け目がない、きれいな全卵；殺菌された液状の、または冷凍や乾燥した卵；ある

いは殺菌された乾燥卵製品のみ保管して使用できるものとします。殺菌されていない液状の、または冷凍や乾燥した卵

は、施設内で保管または使用してはなりません。 

(d) 食料貯蔵庫 食品の容器は、床から少なくとも6インチ（14.24センチメートル）上に保管し、冷蔵庫や乾燥保管

場所、保管場所の清掃ができるよう必要に応じてより高い所に保管する必要があります。適切に包装されていない危害

要因性生食品や、密封容器に入れられておらず、漏れやしみ出しがある危害要因性生食品は、他の食品の上に保管して

はなりません。 

(e) 食品の陳列 
(1) 容器 食品は、洗浄可能な容器やキャビネット、陳列ケース、その他食品の汚染を防ぐことのできる保護器具な

どの機器を用いてのみ陳列できるものとします。 

(2) 保護材 セルフサービス機器には、食品汚染の可能性を防ぐためのカバーや保護材が必要です。 

(3) 数量の制限 陳列する食品の数量は、直近のニーズを満たすのに最低限必要な数量に抑える必要があります。 

(f) 調味料の保管 調味料や香味料、砂糖、ドレッシングは個別包装、保護された配分機や容器、元の容器または注

ぎ用の器で提供されるものとします。 

(g) 食用の氷 食用の氷はスコップやトング、その他の器具を用いて、あるいは自動セルフサービスの氷分配機で分

配されるものとします。 

(h) 器具 食品従事者が使用するため、そして食品や氷をセルフサービスで分配するために取っ手のある食品分配器

具を提供する必要があります。器具の取っ手は、すぐに食べられる危害要因性食品と素手の接触を防止するのに十分長

くなければなりません。使用の合間、食品分配の器具は、その取っ手が食品と接しないよう突き出ている状態で食品中

に保管される；清潔に保たれ、清潔な表面で乾燥される；断続的な使用の合間に食品の残留物を除去するために、適切

な速度と量の流水が供される槽に保管される；もしくは、華氏135度以上の温度に維持され、少なくとも四時間ごとに

交換され、食品の残留物が蓄積しないように水の入った容器に保管されるものとします。保管時には、すべての清潔で

消毒された器具は汚染を防ぐために汚れた器具や機器とは別にしておく必要があります。 

(i) 備品と機器の配置 備品および機器は、汚染源の下や近くに保管または収納してはなりません。その汚染源には

露出または保護されていない下水管などがあります。機器は、簡単に移動できるものでない限り、床に密着させるか、

コンクリートや滑らかな石の台に上げる、または脚で上げるかして、床と機器の間に少なくとも6インチの隙間を設け

る必要があります。 

(j) 素手での接触の禁止 食品は、本条の§81.09で必要とされる最低温度以上に加熱されない限り、素手での接触が

ないように調理および提供されなければなりません。素手での接触をなくし、汚染を防ぐために便利で適切な器具であ

る使い捨ての食品用手袋やワックスペーパー、同等のバリア材を提供し、食品の調理や提供に使用するものとします。

生の食品を扱った後や食品の調理や加工を伴わない作業を行った後、ゴミを扱った後、または手袋が汚れたり汚染され

たりした可能性のあるその他の作業を行った後は、手袋を取り替えなければなりません。 

(k) 無殺菌乳の禁止 連邦法および州法に従う場合を除き、生の無殺菌乳、またはそのような乳から作られた製品

は、いかなる食品サービス施設でも提供することはできません。 

(l) 以前に提供された食品の再提供の禁止 包装シールが破られたり開封されたりしていない個包装食品を除き、公

衆に提供された食品は再提供されないものとします。 

(m) 動物屠殺の禁止 淡水または海水のひれのある魚、甲殻類や貝類以外の生きた動物を食品サービスまたは加工工

場で屠殺してはなりません。人による消費を目的とした生きた魚や甲殻類を入れるために使用される槽は、定期的に清

掃し、死んだ魚や藻類が入っていない状態に保つ必要があります。 
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(n) ソーセージ ソーセージは、本条の§81.06に従って、食品サービス施設で製造することができます。食品サービ

ス施設で製造されたソーセージは、米国農務省によって規制および検査されている施設以外では卸売販売してはなりま

せん。 

(o) ストローやその他の使い捨て品 使い捨て品は、清潔で毒性のない材料から製造されなければなりません。この

ような品は再利用してはならず、使用後に廃棄する必要があります。使い捨て品は、そのような物品の食品接触面およ

び口に接触する面が汚染されないような方法で、取り扱い、輸送、保管、および分配されなければなりません。ストロ

ーは、完全に包装紙で包まれているか、衛生的な装置から分配されない限り、消費者に提供してはなりません。 

(p) 電子レンジで使用できるプラスチック容器 電子レンジで食品を加熱するためには、次のように、「電子レンジ対

応」アイコン、「電子レンジ対応」という言葉、または電子レンジでの使用が承認されている旨の言葉のいずれか

を表示する容器のみが使用できるものとします。 

 

(q) 必要でない人の制限 食品関連施設の運営に必要でない人は、食品の調理、食品の保管、または食器洗い区域に

立ち入ることはできません。ただし、露出した食品、清潔な機器、器具、リネン、食器、包装されていない使い切りや

使い捨ての物品などを汚染から保護するための措置が講じられている場合は、運営者が短時間の立ち入りおよび見学を

許可する場合があります。 

(r) 不適切食品の変性処理 人の消費に適さなくなった食品は、直ちに変性処理し、表示を損傷させ、製品に不良品

の印を付け、保管または販売されている食べ物とは別に保管するものとします。この小章で使用されているように、

「変性処理」という用語は、変性処理された食品が食べられないものとして明確に識別されるように、食品の外観また

は臭いを変えることのできる、当局が容認する物質で食品を処理することを意味します。 

 

§81.08 人工トランス脂肪を含む食品 

(a) 人工トランス脂肪の制限 本節で定義されているように、人工トランス脂肪を含む食品は、保管、配布、サー

ビスのために保持したり、メニューの品の調理に使用したり、本規約§89.01または後継規定に定義される通りいかな

る食品サービス施設またはいかなる移動式食品店舗でも提供してはなりません。ただし、製造業者の元の密封パッケー

ジで客に直接提供されている食品は除きます。 

(b) 定義 本節の定義において、食品にその表示がある場合や材料として一覧表示されている場合、または植物性

ショートニング、マーガリン、またはあらゆる種類の部分的硬化植物油を含む場合に、その食品は人工トランス脂肪を

含むものと見なされます。ただし、栄養成分表示や製造元からのその他文書に食品のトランス脂肪含有量が1食あたり

0.5グラム未満と記載されている食品は、人工トランス脂肪を含むとは見なされないものとします。 

(c) 表示必須（1）元の表示 食品サービス施設および移動式食品店舗は、以下のようなすべての食品の、元の表

示をその場で保管するものとします。 

(i) 脂肪や油、ショートニング、またはそれらを含むもの 

(ii) 食品サービス施設または移動式食品店舗によって購入される場合、適用される連邦法および州法により表示す

ることが義務付けられているもの 

(iii) 現在サービスのために保管、配布、保持されているもの、メニューの品の調理に使用されているもの、また

は食品サービス施設または移動式食品店舗によって提供されているもの 

(2) 表示の代わりの文書 当局に容認されている文書で、その食品に植物性ショートニングやマーガリン、その他

あらゆる種類の部分的硬化植物油が含まれているかどうか、またはトランス脂肪含有量を示す食品製造業者からの文書

は、元の表示の代わりに保管される場合があります。 
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(3) 食品に表示のない場合に必要な書類 焼き菓子製品、または本節の小章（a）に従って規制されているその他

の食品で、脂肪や油、ショートニングである、またはそれを含むものに購入時に表示が必要でない場合、食品サービス

施設および移動式食品店舗は、食品の製造業者から、食品に植物性ショートニング、マーガリン、または任意の種類の

部分的硬化植物油が含まれているかどうか、またはトランス脂肪含有量を示す、当局が容認する文書を入手して保管す

るものとします。 

 
§81.09 危害要因性（安全性のために時間と温度を管理する）食品 

(a) 保持および保管温度 危害要因性食品は、次の場合を除き、華氏41度（摂氏5度）以下または華氏140度（摂氏60

度）以上で保管または保持する必要があります。 

(1) 即時のサービス 個々の消費者の注文に応じて即座にサービスを提供するために調理された調理済みおよび冷

蔵食品はどのような温度で提供されても構いません。 

(2) 卵 無傷の殻付き卵は、華氏45度（摂氏7.2度）以下の環境温度で保存する必要があります。 

(3) 加工魚介類 すべての加工魚介類は、最終消費者に提供されるまで、華氏38度（摂氏3.3度）を超えない温度で

終始調理・保管される必要があります。ただし、以下の物はその限りではありません。 

(A) 水相の塩分レベルが17％以上の加工魚介類は、冷蔵保管を必要としないものとします。 

(B) 水相レベルが10％以上、塩水活性が0.85Aw未満、またはpHが4.6以下の乾燥塩漬け魚は、華氏41度（摂氏5

度）を超えない冷蔵温度で保管する必要があります。 

(4) 必要な調理 必要な調理を行っている間は、食品は特定の温度域外に置かれても構いません。必要な食品の調

理には、食品を加熱、冷却、調理、再加熱、または保管する時間は含まれず、この間は温度管理が必要です。 

(5) 時間を唯一の公衆衛生管理手段とする場合 本条の§81.10に従って時間でのみ公衆衛生管理を行う場合。 

(b) 生、生のマリネ、または加熱不十分で提供される魚の冷凍および保管 

(1) 冷凍必須 生や加熱不十分な状態、または生マリネで食べる魚や魚介製品の寄生虫を殺すために、施設は冷凍

の魚や魚介製品を購入するか、以下のように提供前に魚や魚介製品を冷凍する必要があります。 

 

最低冷凍 最低保管 最低冷凍 

温度 温度 保管時間 

 

-4°F（-20°C） 

 

-4°F（-20°C） 

 

168時間（7日）；または 

-31°F（-35°C） -31°F（-35°C） 15時間；または 

-31°F（-35°C） -4°F（-20°C） 24時間 

 

(2) 冷凍要件の例外 以下の物は生や加熱不十分の状態で提供する前に、冷凍する必要はありません。 

(A) 軟体動物の貝類、または 

(B) Thunnus alalunga、Thunnus albacares（キハダマグロ）、Thunnus atlanticus、Thunnus maccoyii（ミナ

ミマグロ）、Thunnus obesus（メバチマグロ）、Thunnus thynnus（クロマグロ）種のマグロ；または 

(C) サケなどの水産養殖魚または養殖魚で、以下のもの： 

(i) 開水域生け簀で飼育されたものや、池や水槽などを使用して陸上で飼育されたものおよび、 
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(ii) 養殖魚に感染する生きた寄生虫を含んでいない、ペレットなどの配合飼料で飼育されたもの；または 

(D) 皮膜を取り除きすすいだ魚卵 

(c) 調理温度 調理が必要な危害要因性食品のすべての部位は、以下を除いて、華氏140度（摂氏60度）以上で15秒間

加熱する必要があります。 

(1) とり肉 丸ごとのとり肉やとりひき肉、とり肉の部位、とり肉を含むすべての食品、とりの詰め物、肉を含む

とりの詰め物は、調理を中断せずに、その食品のすべての部位が華氏165度（摂氏73.9度）以上になるように15秒間加

熱調理する必要があります。 

(2) 豚肉 豚の丸焼きを除く、豚肉と豚肉を含む食品、および豚ひき肉と細かく砕かれた豚肉は、消費者からの指

示がない限り、その食品のすべての部位が華氏150度（摂氏65.6度）以上になるように15秒間加熱する必要がありま

す。 

(3) ホールミートのロースト ローストビーフ、ビーフステーキ、コンビーフ、ラムロースト、豚肉、および保存

処理豚肉のローストは、次の最低温度でそれぞれに対応する時間をかけ加熱・調理する必要があります。 

 
 

温度 
調理 

時間 

 

温度 
調理 

時間 

°F (°C) 分 °F (°C) 分 

 

130 (54.4) 

 

112 

 

138 (58.9) 

 

18 

131 (55.0) 89 140 (60.0) 12 

133 (56.1) 56 142 (61.1) 8 

135 (57.2) 36 144 (62.2) 5 

136 (57.8) 28 145 (62.8) 4 

 
 

(4) ひき肉および細かく砕かれた肉 とり肉以外の、ひき肉および細かく砕かれた肉製品、およびひき肉を含む食

品は、消費者からの指示がない限り、調理を中断せずに、その食品のすべての部位が華氏158度（摂氏69.4度）以上に

なるように加熱調理する必要があります。 

(5) 詰め物および機械で柔らかくして注入した肉 肉の詰め物、魚の詰め物、鳥の詰め物、および鳥と魚を含む詰

め物は、消費者からの指示がない限り、調理を中断せずに、華氏165度（摂氏73.9度）以上になるように加熱調理する

必要があります。外面が機械的に破断、穿刺、または切断により柔らかくされた、または注入された肉は、華氏155度

（摂氏68度）以上の温度に加熱する必要があります。 

(6) 殻付き卵と卵製品 殺菌されていない生卵または殺菌されていない殻付き生卵を含む食品（飲み物や調味料、

ドレッシング、デザート、ソースを含むがこれらに限定されない）は、消費者が華氏１４５度未満の温度での調理を必

要とする殻付き卵スタイル、例えば生卵、ポーチドエッグ、卵焼きなどに調理することを要求しない限り、華氏145度

（摂氏62.8度）以上で15秒間加熱する必要があります。 

(7) 電子レンジ処理 電子レンジで調理された生の動物食品には、調理中は覆いをかけ、調理中は華氏165度（摂

氏73.9度）以上の温度になるまで回転または攪拌し、調理後2分間覆われた状態で放置しておく必要があります。 

(8) 生、加熱不十分食品に関する勧告 生や加熱不十分な卵、肉、魚、またはタルタルステーキ、アヒルの生胸

肉、未加熱のデザートムース、シーザーサラダドレッシング、刺身、セビチェ、その他の生または加熱不十分な魚介類

やその他の危害要因性食品などを含むメニュー品目が提供される場合は、本条の§81.11で要求される消費者勧告を提

供する必要があります。 

(d) 一度調理した食品の再加熱 保温するために調理、冷却、再加熱される危害要因性食品は、食品のすべての部分

が華氏165度（摂氏73.9度）以上の温度に達してから15秒間再加熱しなければなりません。再加熱を始めてから2時間以

内に、最低温度である華氏165度（摂氏73.9度）に達しなければなりません。再加熱された食品は、提供されるまで華

氏140度（摂氏60度）以上に保たれる必要があります。 
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(1) 電子レンジでの再加熱 電子レンジで再加熱する食品は、加熱中は覆われていなければなりません。加熱中

に回転またはかき混ぜるか、指示が表示されている場合は、その指示に従って操作する必要があります。また、華氏16

5度（摂氏73.9度）以上の温度に再加熱し、その後2分間覆われたまま置いておかなければなりません。 

(2) 商用加工食品の加熱 密閉容器に入れられ商用加工された調理済みの危害要因性食品および食品加工工場か

らの無傷のパッケージに入った調理済みの危害要因性食品は、容器またはパッケージから取り出してから2時間以内に

華氏140度（摂氏60度）まで加熱して提供されるまで、その温度で保持する必要があります。 

(e) 冷却 
(1) 調理後または保温から外した後 調理後または保温から外した後に冷蔵が必要な食品は、華氏140度（摂氏60

度）から華氏70度（摂氏21.1度）で2時間以内に、華氏70度（摂氏21.1度）から華氏41度（摂氏5度）で4時間以内に急

速冷却する必要があり、食品の入った容器の氷浴や急速冷却ユニットに入れる方法、食品に氷を加える方法および次の

方法によって、急速冷却できます。 

(A) 浅い鍋または容器（高さ4インチ未満）に食品を入れる 

(B) 食品をより小さいか薄い形もしくは部分に分ける 

(C) 熱伝達を促進する材料で作られた容器を使用する 

(D) 食品が液体または半液体であれば攪拌する 

(E) 容器を積み重ねたり、入れ子にしたりしないよう冷却装置に配置して、容器の壁面を介して熱伝達を最大限

にする 

(F) 食品の表面からの熱伝達を促進するために、容器をゆるく覆ったままにするか、冷却中に上部からの汚染が

なければ覆いを外す 

(2) その他の冷却法 保冷から外された危害要因性食品や、室温の材料から調理された食品や、室温の材料が入っ

た危害要因性食品は、この小章の段落（1）に記載されている冷却方法を用いて、調理後4時間以内に華氏41度（摂氏5

度）以下に冷却する必要があります。 

(f) 冷凍食品の解凍 危害要因性食品は、次のように解凍する必要があります。 

(1) 華氏41度（摂氏5度）以下の温度の冷蔵施設内で解凍、または 

(2) 華氏70度（摂氏21.1度）以下の温度の飲料水に完全に沈め、浮遊粒子をかき混ぜて浮遊させ、オーバーフロー

に流すのに十分な流速をもって解凍、または 

(3) 連続した調理プロセスの一環として食品が他の従来の調理機器にすぐに移される場合、または調理プロセス全

体を中断なく電子レンジで行う場合に電子レンジで解凍、または 

(4) 従来の調理プロセスの一環として、中断せずに行う 

(5) 冷凍されたまる一羽のとり肉は、個々の消費者提供用に一部分に切り分けている場合を除き、一般的な調理の

前に完全に解凍する必要があります。一部分は調理過程で解凍されても構いません。 

温度計およびその他の温度測定装置 施設は、調理、冷却、再加熱、保温、保冷中に危害要因性食品の内部温度を測定す

るために、温度計や熱電対などの装置を揃えていなければなりません。このような装置は、華氏プラスマイナス2度（摂氏

1.1度）に適切に較正され、食品を汚染にさらすことのない食品用材料で作られ、施設の保温および保冷区域の簡単にアク

セスできる所に保管される必要があります。 
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§81.10 時間による公衆衛生の管理；危害要因性（安全のために時間と温度を管理する）食品における必要保持温度の

例外 

(a) 時間管理法の使用 食品サービス施設は、本章の規定に従ってのみ、危害要因食品を保持するための公衆衛生管

理の手段として、時間と温度の両方ではなく時間のみを使用することができます。そのように管理された食品は、いか

なるときも、その消費期限を伸ばすために温度管理手段に戻されるべきではありません。 

(1) 初期温度 危害要因性食品は、保冷温度管理から外した場合は華氏41度（摂氏5度）以下、保温温度管理から外

した場合は華氏140度（摂氏60度）以上の初期温度でなければなりません。 

(2) 保冷後 保冷温度から外した出来合い品およびその他の危害要因性食品は、四時間経過した時点で、食品の内部

温度が華氏70度（摂氏21度）に達していないか、超えていないのであれば、最大六時間までさらなる温度管理なしに

保持できます。ただし、そのような食品の内部温度が華氏70度（摂氏21度）に達するか、それを超えた場合、直ちに

廃棄されなければなりません。 

(3) 保温後 必要な保温から外された危害要因性食品は、温度管理から外した後、四時間までは環境温度で保持す

ることができます。 

(4) トマト 既に環境温度で保持されていた丸ごとのトマトをスライスする時は、時間による公衆衛生管理手段が

用いられ、スライスされたトマトは四時間まではそのまま保持できますが、その後使用または消費されない場合は廃棄

されます。 

(5) 保管の限度 食品は、本小章の段落（2）、（3）、および（4）に規定されている期間より長く温度管理外にあ

ってはならず、それぞれの許容期間が経過するまでに廃棄または提供されなければなりません。 

(b) 表示 本章に従って温度管理外におかれたすべての食品は、次のような表示や印を付ける必要があります。 

(1) 四時間表示 最大四時間保持される食品は、温度管理から外された時点で、外された日時と外された時の温度

の表示や印を付ける必要があり、温度管理から外されてから四時間たっており、その食品が提供されず廃棄されなけれ

ばならない場合は、廃棄時間の表示や印も付けるものとします。 

(2) 六時間表示 最大六時間保持される食品は、低温管理から外された時点で、外された日時と外された時の温

度、温度管理から外してから四時間後に測定された時間と温度の表示や印を付ける必要があり、温度管理から外されて

から六時間たっており、その食品が提供されず廃棄されなければならない場合は、その時間の表示や印も付けるものと

します。 

(3) 保管するべき表示 容器に付ける表示や印は読みやすいものである必要があり、食品が提供または廃棄される

まで食品容器に付けたままにする必要があります。 

(c) 公衆衛生管理としての時間の使用の制限 以下の場合、公衆衛生管理の手段として時間のみを使用しないものと

し、§81.09が引き続き適用されるものとします。 

(1) （i）高齢者センター、慈善配給プログラム、成人デイケアプログラム、養護ケアおよび医療施設、および生

活支援プログラムの居住者または関係者を含む免疫障害をもつ人など、食中毒にかかるリスクが高い可能性のある人、

（ii）サマーキャンプやチャイルドデイケア、就学前プログラムに参加する乳幼児および子供、（iii）小中学校の生

徒のために調理される、卵を含む食品に使用する前の生卵の保持 

(2) （i）移動式食品自動販売ユニット、（ii）食品自動販売機、（iii）本規約の第88条に従って運営されている

一時的な食品サービス施設、または（iv）セルフサービスのサラダバーやバイキングに含まれ、販売される危害要因性

食品の調理と保管 

(3) 燻製または真空パックされた食品からなる危害要因性食品の調理と保管 

(d) 違反 
(1) §81.09 違反 公衆衛生管理手段として時間を使用している間に施設が（i） 
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本章に指定された時間後に食品を廃棄していない、または（ii）本章で指定されているように食品に表示や印を付けて

いない、と当局が確認した場合、施設は本規約の§81.09に違反するものとします。 

(2) §81.07 違反 公衆衛生管理手段として時間を使用している間、（i）六時間保管の表示がある低温の危害要因

性食品が低温管理から外された後、華氏70度（摂氏21度）かそれを超える温度にある、または（ii）廃棄されずに温度

管理に戻されたと当局が確認した場合、食品は汚染されていると見なされ、施設は本規約の§81.07(a)に違反するもの

とします。 
 

§81.10 表1 公衆衛生管理手段として時間を使用するための手順のまとめ 
 

 
公衆衛生管理手段として時間を使用するための手順のまとめ 

食品がそれま

でおかれてい

た状況 

保持温度外に

おける 

最長時間 

検温のタイミ

ング 

必須表示内容 廃棄のタイミング 

41°F (5°C)

以下での保冷 

6時間 保冷から外す

とき、および

その4時間後 

• 保温から外した日付、

時刻、温度、および 

• 外してから4時間後の時

刻と温度、および 

• 廃棄、提供、または調

理すべき時刻 

外してから4 

時間後、温度が70°F（21°

C）を超える場合、または6時

間以内に提供されない場合 

140°F（60°

C）以上での

保温 

4時間 保温から外す

とき 
• 保冷から外した日、時

刻、温度、および 

• 保温から外してから4時

間後の時刻。この時に

は食品を調理、提供、

または廃棄されなけれ

ばなりません。 

4時間以内に提供されない場合 

 

 

 

 

§81.11 消費者への勧告：生または加熱不十分食品の提供 

(a) 消費者への勧告文 書2016年1月1日より、肉、魚、軟体動物貝類、または殺菌されていない殻付きの生卵が単独

で、または他の食品の材料として提供され、生であるか、本規約で要求される温度よりも低い温度にしか加熱されてい

ない場合は、そのような生の食品または加熱不十分な食品を食べることによる食中毒のリスクの増加について、消費者

に書面で通知しなければなりません。 
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(1) 「生や加熱不十分の肉、とり肉、魚介類、貝類、または卵を摂取すると、食中毒のリスクが高まる可能性 

 があります」という一文が、メニューやメニューボード、冊子、サイン、食品表示、テーブルテント、または

プラカードに次のいずれかと共に表示されている必要があります。 

(A) 必要に応じて、「半殻の牡蠣（生牡蠣）」や「生卵入りのシーザーサラダドレッシング」など、生または加 

 熱不十分な状態で提供される特定の食材の説明や識別ための記述 

(B) この小章の段落（1）の記述を参照する脚注の付いたメニューまたはメニューボード上に一覧表示された食品

の横にあるアスタリスクまたはその他の印 

(C) 2016年1月1日以前に、施設は生や加熱不十分な食品を提供する際に食中毒のリスクが高まることを警 

 告しなければなりません。このような警告は口頭でもよく、書面である必要はありません。 

(b) 提供における制限 生や加熱不十分の肉、卵、魚、または貝類は、単独でも、他のメニュー品 

目の材料としても、主に食中毒のリスクが高い可能性のある人にサービスが提供される施設では提供しないもの

とします。このような施設には、公衆衛生法または後継法の第28条に定義されているような、免疫不全の人、高

齢者センター、慈善配給プログラム、養護ケア施設、病院、および医療施設にサービスを提供する施設、成人デ

イケアと生活支援プログラム、チャイルドケア、キッズキャンプ、プリスクール、小中学校が含まれます。 

 

§81.12低酸素包装；クックチルと真空調理処理 

 

(a) 適用範囲と適用性 食品サービス施設は、本章に従って、本規約の§81.03で定義されているように、低酸素包装

（「ROP」）を使用して食品を包装および加工することができます。ただし、加工中の食品には、ボツリヌス菌または

リステリア菌の発生と増殖を防ぐための時間や温度、Aw、またはpHなどの二つ以上の管理手段が実施されている必要が

あります。 
 

(b) 承認された危害要因分析および重要管理点（「HACCP」）プランの必要性 食品サービス施設は、当局から危害要

因分析および重要管理点（HACCP）プランの事前の承認を得ずにROP加工を利用してはなりません。施設は、ROP加工技

術を用いて調理する予定の各食品または食品カテゴリーについて、本条の§81.06（c）に準拠するHACCPプランを当局

に提出するものとします。 

 

(c) 現場での調理、消費、販売、配布 ROPによって調理された食品は食品サービス施設内で、または調理場所がその

食品サービス施設と同じ事業体によって適切に許可され、完全に所有および運営されている場合は施設外で、調理およ

び消費されるものとし、ROP食品は、他の事業体または消費者に販売または配布してはなりません。 

 

(d) 特定の要件 食品は、 

(1) 調理前にROP包装されるまたはROPバッグに入れるか、調理直後、内部温度が華氏140度（摂氏60度）未満になる

前に放送するバッグに入れる必要があります。 

(2) 本条の§81.09で指定されている最低内部温度条件を満たすように直ちに調理するか、HACCPプランに記載の、 

当局に承認された指定の温度と時間で保持されるものとします。ただし、そのような食品がAwが0.91以下である場

合、pHが4.6以下である場合、米国農務省によって規制されている食品加工工場で、9 CFR 424.21または後継規制で

指定されている物を使用して保存処理され、無傷の包装で提供される肉またはとり肉製品である場合、そして生肉や

生とり肉などの競合生物のレベルが高い食品である場合、14暦日までは調理せずに華氏38度（摂氏2.2度）で保管す

ることができ、その後廃棄されるものとします。 

(3) 本条の§81.07に規定されているように、調理後の汚染から保護される必要があります。 

(4) ROP包装のすべての部分が二（2）時間以内に華氏140度（摂氏60度）から華氏70度（摂氏21.1度）に、さらに四 

時間以内に華氏41度（摂氏5度）以下になるように冷却する必要があり、その後、
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(i) 華氏41度（摂氏5度）に達してから48時間以内に華氏34度（摂氏1度）に冷却され、包装日から30日以内に消

費または廃棄されるまでその温度に保たれるものとします。 

(ii) 華氏41度（摂氏5度）に達してから48時間以内に華氏34度（摂氏1度）に冷却され、華氏34度（摂氏1度）に

食品温度を維持する冷蔵装置から取り出され、72時間以内に華氏41度（摂氏5度）以下に保たれるものとし、72時間の

時点で食品は消費または廃棄されるものとします。 

(iii) 華氏41度（摂氏5度）に達してから24時間以内に華氏38度（摂氏3度）以下に冷却され、および包装から72時

間まで保持され、その時点で食品は消費または廃棄されるものとします。 

(iv) または、消費または使用されるまで冷凍されている間、保存可能期間の制限なしに冷凍保存されるものとしま

す。 

(5) 時間と温度を継続的に監視し、一日に二回適切に動作するかどうかが視覚的に検査される電子システムを備え

た冷蔵ユニットに保管するものとします。 

(6) 製品名、包装日、および廃棄日が表示され、HACCPプランに従い、「先入先出」保管ローテーション手順に従っ

て保管するものとします。 

(e) 水生動物 包装前、包装中、包装後に凍らせる水生動物を除いて、食品施設はROP法を使用して水生動物を包装

することはできません。 

(f) チーズ 食品サービス施設は、ROP法を使用してチーズを包装できます。ただし、包装されるチーズは、食品加

工工場で商業的に製造され、食品施設で成分が追加されていないものに限定され、21CFR§133.150（「ハードチー

ズ」）、 21CFR§133.169（「殺菌済みプロセスチーズ」）、および21CFR§133.187（「セミソフトチーズ」）、また

は後継規制で指定されている米国食品医薬品局の識別基準を満たしているチーズに限ります。チーズの「使用期限」

は、包装後30日、または元の製造業者の「販売期限」や「使用期限」のいずれか早い方を超えてはなりません。 

(g) 機器 ROP加工で使用されるすべての機器は、当局によって承認され、本条のすべての機器の仕様、および次の

追加基準に準拠するものとします。 

(1) クックチルまたは真空調理で使用される温度計は、華氏-40度（摂氏40度）から華氏212度（摂氏100度）の温度

範囲のプローブを備えた食品用の熱電対タイプでなければならず、ガラスや、食品の中に簡単に落ちる可能性のある部

品を含んでいてはなりません。温度計は、各バッチ工程の前や製造元の指示に従うその他の時、および極端な温度によ

って較正が損なわれた可能性がある場合や誤って落とした場合に、較正する必要があります。 

(2) 同じ事業体の衛星施設など施設外に移送されるROP製品は、時間と温度の監視を可能にする検証可能監視装置を

備えた容器に保管し、移送中は華氏38度（摂氏3.3度）以下の温度に保つ必要があります。このような製品または容器

には、製品名、包装日、および廃棄日を表示する必要があります。 

(3) 真空調理食品は、時間と温度を継続的に監視する電子システムを備えた承認済みのウォーターユニットまたは

コンビネーションオーブン（対流と添加水分を組み合わせたオーブン）で調理し、一日に二回適切に動作しているか目

視する必要があります。ウォーターオーブンまたはコンビネーションオーブンで調理された同様のサイズの食品の各種

から少なくとも一品は、本条の§81.09で要求される温度に調理されているかどうか判断するために内部温度の確認が

されるものとします。 

真空調理器には、温浴式と浸漬循環式またはコンビネーションオーブンが含まれます。温浴式と浸漬循環式は、水を正

確な温度に加熱できる業務タイプでなければなりません。浸漬循環式またはコンビネーションオーブンには、温度制御

装置、温度センサー、ヒーター、循環装置、および華氏32度（摂氏0度）から華氏212度（摂氏100度）の間の温度を記

録できる連続温度記録計と10分の1度精度のディスプレイが装備されており、最大種の食品を完全に浸すのに十分な大

きさがあるものとします。 



19  

(4) ROP加工業者は、1時間あたり10m3の流量があり、食品保管バッグを熱融着して真空を維持できるポンプを備え

た槽型真空包装機、または施設のHACCPプランにおける、当局承認の、または検査で決定された他の業務用の真空包装

装置を利用するものとします。 

(5) クックチルプロセッサーは、二時間以内に華氏185度（摂氏85度）から華氏32〜38度（摂氏0〜3.3度）まで食品

の温度を下げることができる氷浴槽または工場出荷時に設置済の温度監視装置と警報システムを装備した、NSF承認の

ブラストチラーまたはタンブルチラーを利用するものとします。タンブルチラーを使用する場合、付随する製氷機は本

条の衛生要件を満たしている必要があります。 

(6) クックチルプロセッサーは、攪拌機構を備えた、NSF承認の業務用ステンレス鋼製調理タンクや蒸気ケトル、お

よび工場出荷時に設置済の温度監視装置、または施設のHACCPプランにおいて、当局によって承認された、あるいは検

査で決定されたその他の調理機器を利用するものとします。 

(7) すべてのクックチルバッグ（ケーシング）は、食品用のプラスチック製で、212度（摂氏100度）から20度（摂

氏28.8度）の温度、および華氏185度（摂氏85度）から華氏34度以下（摂氏1度）の急激な温度変化に耐えることができ

るものとします。 

 
§81.13 食品従事者：健康；衛生習慣 すべての食品従事者は、衛生的な慣行を実践し、個人の清潔さを維持するもの

とします。 

(a) 労働規制 炎症性の腫れ物または化膿した傷がある時は、いかなる人も食品サービス施設で働いてはならず、故

意、または不注意であったとしてもそのような人に働くことを許可してはなりません。ただし急性および感染性下痢、

アメーバ症、コレラ、クリプトスポリジウム症、ジフテリア、大腸菌O157：H7、胃腸炎、A型肝炎、ポリオミエリティ

ス、サルモネラ症、赤痢、連鎖球菌性咽頭炎（猩紅熱を含む）、表在性ブドウ球菌感染症、結核、腸チフス、またはエ

ルシニア症ではない場合、および上記の状態や§11.03に記載されている他の病気を伝染的に引き起こす生物の保因者

でなく、本規約の第11条で規定されている隔離や除外の期間が終了している場合はのぞきます。 

(b) 髪の対策 食品従事者は、髪による食品または食品接触面の汚染を効果的に防ぐために帽子、かぶり物、髪ネッ

ト、または他の髪覆いを着用するものとします。この要件は、カウンタースタッフやバーテンダー、バリスタ、ホス

ト、ウェイトスタッフが飲み物を準備または提供しているときや食事を提供しているときは適用されません。 

(c) 衣服 すべての食品従事者は、作業を開始するときは清潔で洗える上着を着用し、その後必要に応じて、汚れた

または汚染された衣服による食品や食品接触面の汚染を防ぐためにそのような衣類を清潔な衣服と交換するものとしま

す。 

(d) 手洗い 食品従事者およびその他の従業員は、作業を開始する前に、必要に応じて、汚れや汚染につながる可能

性のある物質を除去するために、手および腕の露出部分を石鹸と水でよく洗う必要があります。トイレの使用、喫煙、

電子タバコの使用、くしゃみ、咳、飲食、その他の方法で手を汚した後は、仕事に戻る前に手をよく洗う必要がありま

す。出来合い品を素手での接触から保護するための手段として手袋を使用する場合は、手袋の着用前に手を洗う必要が

あります。 

(e) 爪 食品従事者は、端と表面が洗浄可能で粗くならないように爪を切り、やすりで磨いて整えておく必要があり

ます。また、手入れの行き届いた無傷の手袋を着用しない限り、マニキュアやつけ爪を着用した状態でむき出しの食材

を扱ってはなりません。 

(f) アクセサリー 医療用警告ブレスレットまたは結婚指輪のように表面が滑らかで隙間のない指輪を除いて、食品

従事者は腕や手にアクセサリーをつけていてはいけません。 

(g) 喫煙 食品従事者は、食品サービス施設が使用する建物の屋内または屋外区域で、いかなる物質の喫煙も、いか

なる形でのタバコ使用も、電子タバコの使用も許されません。 
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(h) 飲食 食品従事者は、食品調理区域、または食品、設備、器具が汚染にさらされる可能性のあるその他の区域で

飲食してはなりません。ただし、食品従事者は密閉容器に入った飲料は飲むことができます。 

(i) 唾吐き禁止 施設内のどこであれ唾を吐くことは禁止されています。 

 

§81.15食品保護コース 

(a) 食品保護証明書の必要性 食品サービス施設または食品加工工場の運営の管理や監督を担当する者は、食品保護

コースを無事に修了し、当局が実施する試験に合格した後、当局が発行する証明書を取得しない限り、そのような職務

に関わったり、雇用されたりしないものとします。本規約の§89.03（b）に従って発行されるライセンスが必要な人

は、上記の証明書を取得しない限り、そのようなライセンスが発行されないものとします。そのような証明書を持って

いる人は施設で、すべての営業時間中のすべての食品調理活動を監督するものとします。 

(b) 証明書の検査 このような証明書は、当局がいつでも検査できるようにするものとします。 

(c) 当局によって提供または承認されるコース 当局は、そのような食品保護コースまたはその一部を実施するか、

他者が実施するコースを承認することができます。当局が実施するコースの履修を選択した人は、コースの登録、教

材、訓練、試験、および証明書発行のために当局にかかる費用の全部または一部の支払いとして、相応の料金を請求さ

れる場合があります。貧しい人々に無料で食糧を提供する目的で一般的に開かれている宗教組織、友愛組織、または慈

善組織の食糧サービス業務を監督する人には、当局が実施する食糧保護コースの料金は請求されません。 

(d) 追加の食品保護証明書保有者;コースの再受講 食品事業の管理者や監督者に加えて、許可証保有者、一つ以上の

特定の食品事業を監督する者、または食品サービス施設における有効な食品保護証明書の保有者に、当局で緊急健康危

害要因を発見した場合、あるいは前述した人の監督下で調理または処理された食品に食中毒の発生が関係している場

合、監督者に食品保護に関する原則の最新の展開を知らせるためにコースの受講が必要であると当局が判断した場合、

または公衆保護のために当局が必要と判断した場合、当局はコースを修了するように要求できます。 

(e) 写真必須 申請者が前述のコースに登録するときや、前述の証明書を申請するとき、当局は2枚の顔全体の写真を

撮影するものとします。一枚の写真は修了証明書に添付され、もう一枚は当局の記録に保管されます。 

 

§81.17一般条件：設計、構築、材料、およびメンテナンス 

(a) 住宅使用の禁止 

(1) 食品サービスや食品加工工場の許可証は個人宅やアパートの使用に発行されることはなく、またそのようなとこ

ろに食品サービスや食品加工工場を設置してはなりません。 

(2) 農業市場法の§251-2-4および1NYCRR§276.4や後継規約に準拠する場合を除き、個人宅またはアパートで食品を

加工、調理、包装、または保管してはならず、住居または睡眠の目的で使用される部屋には、食品サービス施設のいか

なる部分も配置してはなりません。 

(b) 施設と作業区域のサイズ 

(1) サイズ 業務の遂行および食品調理区域、食器の洗浄区域、保管区域、食事区域、ごみと廃棄物の保持と廃棄

に使用される区域など、施設の全区域で徹底的かつ定期的な清掃、メンテナンスおよび検査が可能な十分なスペースが

提供されるものとします。 

(2) 作業スペース すべての作業および保管区域には、障害物のない通路と十分な幅の作業スペースがあり、従業

員が食品や食品接触面を汚染することなく、容易に職務を遂行できるようにする必要があります。 
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(3) 更衣区域 更衣室およびロッカーエリアは、食品調理、保管、または食器洗い区域に配置してはなりません。 

(c) 機器、設置、メンテナンス 機器の構築または修理に使用される材料は、通常の施設での使用に耐え得る十分な

強度と厚さのものであり、洗浄および消毒が可能なものでなければなりません。機器は、床と密着して隙間がないよう

に設置するか、床から6インチ以上持ち上げるか、機器の上下、すべての側面を掃除できるように簡単に移動できる状

態である必要があります。すべての機器は正常に機能するように維持されなければなりません。 

(d) 食品接触面 器具および機器の食品接触面は、食品用材料で構成され、塗装されておらず、鉛やカドミウム、そ

の他の有毒物質、または食品や洗浄剤、消毒剤と反応して有害な化合物を形成する可能性のある物質を含まず、食品を

悪くしたり健康に害を及ぼすものにしたりせず、食品に臭いや色、味をつけないものである必要があります。 

(1) 簡単に洗浄、消毒、維持できる表面 施設は、欠け、ひび、錆び、腐食、摩耗がある、または食品やくずを取り

除くことができず、簡単に洗浄および消毒できない状態の機器、器具、または容器を使用してはなりません。引っかき

傷や傷が付きやすいカッティングブロックやまな板などの食品と接触する表面は、効果的に洗浄および消毒できなくな

った場合に、交換または再表面処理する必要があります。食品やその他のくずはそのような表面から除去する必要があ

り、汚染を防ぐために必要に応じて表面を洗浄および消毒する必要があります。 

(2) 食品用潤滑剤 施設は、米国食品医薬品局によって承認された食品用潤滑剤を使用して機器を潤滑するものとし

ます。このような潤滑剤は、食品または食品接触面に漏れ出たり付いたりしてはなりません。施設は、機器の洗浄と消

毒の促進や容易化のために、簡単な工具のみの使用で分解できる機器を選択して使用するものとします。このような工

具には、槌、ドライバー、および機器の近くですぐに利用できる開口レンチが含まれますが、これらに限定されませ

ん。 

(3) 定置洗浄装置 循環または配管システムを介した機械的手段を利用した流れによる定置洗浄用に設計された機

器は、洗浄および消毒液が効果的に固定システムを循環できすべての内部食品接触面に接触し、そのシステムが自己排

出または完全に排出できるように構築される必要があります。 

(4) 食品接触面の洗浄と研磨 銅やニッケル、銀、銀メッキ製品、または食品の調製やサービスに使用される器具や

用品の洗浄や研磨にシアン化物調製物を含む物質を使用してはなりません。洗浄剤や研磨剤は、そのような物質が食品

を汚染しないように、製造元の指示に従って使用しなければなりません。 

(5) 承認される消毒剤 食品および食品接触面の洗浄には、米国環境保護庁によって承認された消毒薬および抗菌剤の

みを使用するものとします。 

(e) 食品非接触面 

(1) 床 食品貯蔵庫や食品調理場、器具洗浄区域、冷蔵室ユニット、更衣室、ロッカー室、洗面所、トイレの床、

床材、および床の修理に使用される材料は、硬く、滑らかで、耐久性があり、非吸収性で、簡単に洗浄できる材料で構

築される必要があり、床と壁の接合部、または配管と器具の周囲に亀裂や穴、隙間、その他の意図しない開口部がない

ように清潔に保つ必要があります。食品調理区域の床のカーペットは禁止されています。マットとすのこは、取り外し

可能で簡単に掃除できるように設計されていなければなりません。 

(2) 壁および天井 部屋の壁や天井、ドア、パネル、窓、その他の内部構成要素、冷蔵室などの機器といった構成

要素の修理に使用される素材は滑らかで非吸収性があり、硬く、不浸透性で、明るい色の材料で構成されている必要が

あり、簡単に洗浄でき、清潔に保たれ、床や壁、天井の接合部、または配管や備品の周囲に亀裂、穴、隙間、その他の

意図しない開口部がないものでなければなりません。露出したユーティリティ配管やパイプは、床や壁、天井の洗浄の

邪魔になったり妨げになったりしないように設置する必要があります。 
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(3) 機器および器具 照明器具、通風カバーと換気扇、ファン、ダクト、装飾材料などの機器と器具は、簡単に洗

浄でき清潔に保たれ、正常に機能している必要があります。 

(f) 食品の輸送 施設の、食品の輸送に使用される車両およびその他の輸送手段は、清潔で、衛生的で、害虫がない状

態に保たれ、危害要因性食品を保持するために本規約で要求される温度を維持するのに十分機能する機器を備えている

ものとします。 

(g) 有毒物質および有害物質：制限、表示、および保管本規約の第173条で定義されているように、有毒物質およびそ

の他の有害物質は、衛生状態を維持するために必要な場合にのみ使用し、表示の指示に従って使用しなければなりませ

ん。 

(1) 表示 そのような物質の容器は、適用法に従って目立つような表示がされる必要があり、人の健康にリスクを

与えることなく、食品、機器、器具、および備品も汚染することがない、適用および除去できる物質でなければなりま

せん。 

(2) 保管 有毒で危険な物質は、食品、機器、器具が保管されていない指定の保管場所に保管する必要がありま

す。殺菌剤および洗浄剤は、殺虫剤、殺鼠剤、またはその他の有毒物質と一緒に保管してはなりません。殺虫剤と殺鼠

剤は元の容器に保管する必要があります。 

(3) 残留毒物 食品接触面に使用される殺菌剤、洗浄剤、またはその他の化合物は、残留毒物を残さないように、

表示された指示に従ってすすぎ、除去する必要があります。 

(4) フェノール化合物 フェノール化合物は、食品接触面の消毒には使用できません。 

(5) 薬 医薬品の応急処置用品および医薬品は、食品汚染のリスクを生じさせない方法で、非食品保管区域に保管

する必要があります。 

 
 

§81.18 低温・高温保管および維持設備 食品サービス施設は、危害要因性食品の適切な保管、輸送、陳列、および提

供のために、適切な冷蔵および保温および保管設備を備えているものとします。特定の冷蔵および保温および保管の必

要性は、メニュー、食事数、配達頻度、および提供前の調理に基づくものとします。 

(a) 冷蔵 冷蔵庫は、常に華氏41度（摂氏5度）以下で危害要因性食品を保持することができ、維持するものとしま

す。冷蔵庫を開くのが限られた回数で済むように食品調理手順を実行する必要があります。 

(1) 棚 冷蔵室およびリーチイン冷蔵ユニットの棚は、滑らかで簡単に洗浄できる食品用材料でできている必要があ

ります。 

(2) 空気循環と冷却能力 冷蔵ユニット内の空気循環は妨げられてはならず、ユニット全体に冷気が均一かつ一貫し

て流れるようにする必要があります。冷蔵ユニット内の空気を循環させるファンは、清潔で、ほこりがなく、作動状態

で保たれている必要があります。ガスケットは清潔で無傷に保たれ、冷蔵ユニットが食品を必要な温度に維持できるよ

うに、必要に応じて交換する必要があります。 

(3) 温度計 冷蔵ユニットは、華氏（+）または（-）2度精度に較正された、数値目盛り、またはデジタル表示の温

度計を備えている必要があります。温度計は、ユニットの最も温かい部分の気温を測定できるよう配置する必要があり

ます。 

(4) 配置 冷蔵ユニットは、製造元によって指定され、そのような使用のために設計されていない限り、冷却システ

ムの動作に負担をかける可能性のある調理機器またはその他の高発熱機器に直接隣接して配置してはなりません。 

(5) 冷蔵室の床 洗浄のために水で洗い流された、または廃液または過剰な溶融水が排出される冷蔵室の床は、非吸

収性であり、排水勾配を有している必要があります。 

(6) 屋外冷蔵室 屋外に設置された冷蔵庫は、清潔であり、施錠され、安全であり作動状態に保たれてなければなら

ず、害虫の侵入または繁殖がないものとします。 
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(b) 保温 保温および高温保管機器は、常に華氏140度（摂氏60度）以上で危害要因性食品を保持することができ、維

持するものとします。 

(1) 温度計 保温ユニットは、（+）または（-）2度の精度に較正された、数値目盛り、またはデジタル表示の温度

計を備えている必要があります。温度計は、ユニットの最も冷たい部分の気温を測定できるよう配置する必要がありま

す。 

 

§81.19 照明と換気 

(a) 照明 作業や清掃が安全に行われ、食品従事者が食品、機器、器具、備品の状態を確認できるように、十分な人

工照明を提供する必要があります。人工照明は次のように提供されるものとします。 

(1) 食品従事者が食品を調理および加工し、ナイフ、スライサー、グラインダー、のこぎりなどの器具または機器を

操作する面において、少なくとも540ルクス（50フートキャンドル）である 

(2) バイキングやサラダバーなどの消費者にセルフサービス形式で食品が提供される面において、リーチイン冷蔵庫

やカウンター下冷蔵庫などの屋内機器において、手洗い、食器洗い、備品および器具の保管に使用される区域およびト

イレの、床から30インチ（75センチメートル）の距離において、少なくとも215ルクス（20フートキャンドル）である 

(3) 冷蔵室ユニットと乾燥食品保管区域、および清掃期間中の他の区域と部屋の、床から30インチ（75センチメート

ル）の距離において、少なくとも108ルクス（10フートキャンドル）である 

(b) 照明の保護 食品の保管、調理、提供、陳列設備、および器具や機器が洗浄および保管される設備の上、そば、

または内部にある赤外線やその他の熱ランプを含むすべての人工照明器具、極端な熱や温度の変化、偶発的な接触によ

り粉々になり、その破片が食品を汚染し得るものは、飛散防止シーラントでコーティングされた電球にするか、その他

の方法で飛散防止するか、壊れたガラスが食品や食品接触面に落ちるのを防ぐためのエンドキャップまたは他の装置で

保護および覆う必要があります。 

(c) 換気 施設は、過度の熱、水蒸気、結露、蒸気、臭気、煙、および煙霧を防止および制御するために適切に換気

されなければなりません。 

(1) 機械的換気装置は、臭気、蒸気、または煙が発生する部屋に設置する必要があります。 

(2) 油分や結露が壁や天井に集まり、食品や食品接触面に滴り落ちるのを防ぐために、換気扇の覆いと装置を構築し

て設置する必要があります。 

(3) 吸気ダクトと排気ダクトは、ほこり、煙、煙霧、汚れ、その他の汚染物質が施設に侵入するのを防ぐよう構築お

よび維持される必要があります。 

(4) 外気への換気は、適用される法律および規制に準拠するものとし、迷惑または違法な排出をしてはなりません。 

(5) 一酸化炭素ガスの濃度は、9ppmを超えてはなりません。 

 

§81.20 配管と給水 

(a) 飲料水の供給 施設は、州衛生法の第5部（10 NYCRR第1章）で定義されているように、常に十分な量の飲料水を

供給する必要があります。施設には、適用法に従って、施設のすべての場所に飲料水を安全に供給する配管および衛生

器具を配備するものとします。給水設備の汚染を防ぐために、配管と器具は適切に接続され、排出し排水できるもので

なければなりません。飲料水供給器具または飲料水供給設備に接続された他の機器は、給水設備への逆流または吸い上

げ、または給水設備との相互接続を防止する装置のための設計および構築または装備が必要です。 

(b) 下水および廃液の処分 冷蔵庫、製氷機、エアコン、水はけ皿、蒸発器トレイ、ホース、その他の配管または冷

却ラインおよび器具などの機器から排出される凝縮水などの下水および廃液、料理用流し台やスロップシンク、食洗流

し台からの排液、および調理後に廃棄された液体は、施設とその中にあるものの汚染を防ぎ、温床条件を作らないよう

に、下水道または下水処理システムに送られなければなりません。廃棄された油分とオイルからなる廃液は、適用法に

従って処分するものとします。 
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(1) 廃棄物間接接続の必要性 下水システムと、食品の高温および低温での保管または機械加工に使用される配管器

具および機器からの排水との間に直接の接続があってはなりません。下水道やその他の排水や廃棄ラインからの逆流を

防ぐために、間接排水が必要な機器からの廃棄ラインを設置する必要があります。 

(2) 直接接続の必要性 廃水は、適切に封水され、下水道に接続された配管ラインに排出されるものとします。 

(c) 炭酸飲料 二酸化炭素ガスまたは炭酸飲料が流れるすべての配管ラインは、ステンレス鋼、食品用プラスチッ

ク、または二酸化炭素または炭酸水にさらされた時に有毒物質を生成しないその他の素材で製造されたものである必要

があります。 

 

§81.21 手洗いシンク 

(a) 配置場所 温冷飲料水を備えた手洗いシンクは、食品調理、食品提供、および食器洗浄区域、および従業員と客

のトイレ内または隣接して設置する必要があり、これらの区域の間に配置することができます。 

(1) 手洗いシンクが食品の調理、提供、または食器洗浄区域から25フィート以内になるように、十分な数のシンクを

配置する必要があります。 

(2) 手洗いシンクが配置されている区域は、ドアや機器によって遮られていてはならず、本規約に従って使用できる

ように動線を確保する必要があります。手洗いシンクは、手洗い以外の目的で使用してはなりません。 

(3) 自動手洗いシンクは、製造元の指示に従って使用する必要があります。自動閉鎖、低速閉鎖、または定量蛇口

は、蛇口を再稼働する必要なしに、少なくとも15秒間流水を提供するものとします。蒸気混合弁は使用しないでくださ

い。 

(b) 石鹸、タオル、ごみ入れ 石鹸または洗剤、使い捨てタオルまたは乾燥装置、ゴミ入れを備えている必要があり

ます。タオルまたはタオルディスペンサーの備品は手洗いシンクのすぐ隣に配置され、手の再汚染につながる可能性の

ある引き出し、キャビネット、またはその他の筐体を使用者が開かなくても利用できるものとします。 

(c) 手洗いサイン トイレ使用後に手を洗うように従業員に指示するサインは、すべての手洗いシンクの近くまたは

上に目立つように掲示されなければなりません。サインは、施設内の食品従事者皆が理解できるよう英語と必要なすべ

ての言語で掲示されます。 

 

§81.22 従業員と客のトイレ 

(a) トイレ設備の必要性 トイレ設備は従業員のために備えられ、ニューヨーク市の配管規則第4章の§PC403、行政

規約第28編、または後継法で要求される最小数の水洗トイレ、便器、およびその他の配管設備を備えているものとしま

す。 

(b) 客用トイレの必要性 1977年12月5日以前に運営が許可された食品サービス施設の施設内にあるものを除き、座席

数が20以上の食品サービス施設は、客のためにトイレ設備を備えるものとします。1977年12月5日以前に運営が許可さ

れた食品サービス施設の施設内にある20席以上の座席を備えた施設は、営繕局からの建設許可を必要とするほどの規模

の改修を行う場合、本セクションの小章（a）で要求されるような設備のある一つまたは複数の客用トイレを設置し、

その後提供するものとします。 

(c) トイレ すべてのトイレは適切に流され、封水される必要があります。トイレには十分な照明があり、機械的ま

たは自然に換気され、衛生的な作動状態に維持され、トイレットペーパーとくず紙やその他のごみ用の、簡単に洗浄で

きる入れ物が備え付けられている必要があります。 

(d) 共有トイレ設備 客と従業員は同じトイレ設備を使用できますが、客がトイレに行くためにキッチン、食品調理

または保管区域、または器具の洗浄区域を通る必要がある場合を除きます。 
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§81.23 総合病害虫管理 

(a) 害虫のいない施設 食品サービスおよび非小売食品加工施設は、本規約の第151条に定義されているげっ歯類、昆

虫およびその他の害虫、および本規約の第151条に定義されている害虫を助長する条件がない状態に保たれるものとし

ます。それには以下が含まれますが、これらに限定されません。 

(1) 害虫がその上または中に潜み、隠れ、または巣を作る可能性のあるたまったごみおよびその他の物質 

(2) 害虫が自由に移動できるような施設外部または内部の亀裂、隙間、または穴 

(3) よどんだ水または他の廃液、油分および食品の残留物、および適切に密閉されていない食品容器を含むがこれら

に限定されない、害虫類が入ってくることができ、害虫をひきつけ、温床となり得る食品または廃水および廃棄物 

(b) 防止 施設、機器、および器具は、害虫の侵入と温床化を防止および制御するための構造、設計、および材料で

なければなりません。 

(1) 毎日の検査 許可証保有者は、害虫の有無を見分け、害虫の侵入と温床化を防ぐために、施設内および入って

くる食料と備品を毎日検査するものとします。 

(2) 害虫駆除の必要性 許可証保有者は、ニューヨーク州環境保全局から認可を受けた害虫駆除の専門家と契約し

て、施設を害虫のいない状態に保つために必要な予防措置と駆除サービスを提供するものとします。害虫駆除業者の名

前、住所、環境保全局からの免許番号、提供サービス、およびその契約の発効日を示す記録は、施設内に保管されるも

のとします。当局の要請に応じて、許可証保有者は、害虫駆除の専門家との完成された契約書のコピーを閲覧可能にし

て、少なくとも毎月の予防検査とサービスを提供し、害虫が観察された場合は、害虫駆除のためのサービスを提供する

ものとします。 

(3) ドア 外部から施設に通じるすべてのドアには、げっ歯動物の侵入を防ぐために、抗害虫テンションブラシなど

の防護具をつけるか隙間を8分の1インチ（3.1750ミリメートル）以下にする必要があります。 

(4) 害虫監視 総合的病害虫管理プログラムの一環として、施設は、施設にゴキブリ、他の昆虫、またはげっ歯類

がまん延しているかどうかを判断するための検査として粘着性監視罠または捕獲器を使用する場合があります。このよ

うな監視罠または捕獲器には、捕獲器が設置された日付と、罠または捕獲器が除去されて廃棄される日付、すなわち害

虫駆除の専門家が設定する、遅くとも一か月後、またはそれ以前の日付が記されている必要があります。このような罠

や捕獲器に一匹でもゴキブリ、他の昆虫、またはげっ歯類が入っていた場合は、すぐに除去してください。 

(c) 害虫のまん延 許可証保有者は、害虫のない施設を維持するために必要なすべての予防、管理、および駆除措置

を講じるものとします。施設が持続的な害虫のまん延と害虫を助長する状態にあると当局が判断した場合、当局は許可

証保有者に、本規約の§151.02に従って害虫管理計画を制定し維持するよう命じることがあります。 

(d) 殺虫剤の使用 殺虫剤は、ニューヨーク州環境保全法およびニューヨーク州法、規則、規制（N.Y.C.R.R.）第325

部第6編、または後継規制に従って適切に表示され、使用が許可されたものであり、認可された害虫専門家のみが使用

し、次のように適用するものとします。 

(1) 従業員や他の人に危険を及ぼさない。 

(2) 食品が加工、調理、または提供されている間、または保護されていない食品、清潔な器具または容器が陳列また

は保管されている間は食品調理および提供区域に殺虫剤を散布しない。 

(3) 食品、設備、器具、リネン、および使い切りまたは使い捨て品が、殺虫剤の使用に起因する汚染および残留毒物

から保護されている。このような物は、殺虫剤の散布中は不浸透性の覆いやその他の手段で保護されており、殺虫剤の

散布後に洗浄および消毒しなければならない。 

(4) 食品サービス施設では、保護されていない、または鍵が掛けられていない餌付き捕獲器の使用は禁止する。 
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(e) 有毒物質表示で許可されている場合、有毒で毒性のある物質は、そのような目的のためだけに指定された区域、

または食品、機器、器具の保管場所の外の保管場所に保管するものとします。殺菌剤および洗浄剤は、殺虫剤、殺鼠

剤、またはその他の毒物と一緒に保管してはなりません。殺虫剤と殺鼠剤は元の容器に保管するものとします。 
 

§81.24 ごみと廃棄物の処分 ごみと廃棄物は、食品と食品接触面を汚染から保護し、害虫や迷惑行為を助長する状態

を引き起こさない方法で保管、取り扱い、および処分するものとします。 

(a) ごみと廃棄物の除去目的での保管 道への投棄と収集に先立ち、ごみや廃棄物は、しっかりと固定された、隙間

なく閉まる蓋付きの、簡単に洗浄できる、水密で、げっ歯類や虫に強い入れ物に入れなければなりません。入れ物は、

害虫をひきよせたり、害虫の温床になったりしない方法で保管する必要があります。 

(b) ごみと廃棄物の除去 収集のために歩道に置かれた固形および腐敗性廃棄物は、行政規約第16編、衛生局および

事業保全委員会または後継機関の規則などの適用法に従って処分されるものとします。 

(c) 空にした後に洗浄する容器 ごみ入れと覆いは、空にした後、再利用する前に洗浄する必要があります。 

 

§81.25 生きた動物 

いかなる食品サービス施設でも、生きた動物を飼育、収容してはならず、立ち入りや滞在も許してはなりません。本

章は、食用魚、甲殻類、軟体動物、または水槽の魚、介助犬や障害者を支援するために同伴する訓練されたその他の動

物、または警察官に同伴する使役犬には適用されません。 

 

§81.27 施設、機器、器具の清掃 

(a) 食品非接触面の構成要素 床、壁、天井、およびその他の食品非接触面は、ほこりや汚れ、食品の残留物、油

分、その他の破片がたまらないように保ち、その蓄積を防ぐために必要に応じて洗浄する必要があります。 

(b) 食品接触面 機器の食品接触面を含む食品接触面、および器具は、見た目も触ってもきれいでなければならず、

ほこり、汚れ、食品の残留物、油分の堆積物、およびその他の汚染物がない状態に保たれなければなりません。定置洗

浄が可能な形で特別に構築されていない限り、機器は洗浄のために分解する必要があります。食品接触面は以下の場合

に洗浄および消毒する必要があります。 

(1) 牛肉、魚、子羊、豚肉、とり肉などのさまざまな種類の生の動物食品と一緒に使用する前 

(2) 生食品を扱う作業から出来合い品を扱う作業への変更があるたびに 

(3) その他、必要に応じて、汚れ、カビが付着した食品、油分、その他の物質の蓄積を防ぐ時、または汚染発生の可

能性がある場合はいつでも 

(c) 布巾 食品接触面および食品非接触面の洗浄および消毒に使用される布は、使用の合間は清潔で乾燥した状態

で、または消毒液で保管する必要があります。 

(1) 台所用品や食品接触面からこぼれた食品を拭き取るために使用される湿った布は、この目的にのみ使用され、使

用の合間は消毒液で保管する必要があります。 

(2) 食品非接触面を拭くために使用される湿った布は、この目的のためにのみ使用され、使用の合間は消毒液で保管

する必要があります。 

 

§81.29 食器洗いおよび他の洗浄作業 器、器具、および機器を含む食器は、本条の§81.03で定義されているよう

に、本章に従って熱または薬品のいずれかを使い、人の手または機械で洗浄および消毒する必要があります。例外とし

て、当局が認める他の適切な方法を使用することができます。 

(a) 人の手による洗浄と消毒 この小章で特に明記されていない限り、機器、器、器具を手で洗浄および消毒する場

合は、三槽の流し台を使用する必要があります。流し台のすべての槽は、洗浄する最大級の機器や器具を完全に浸すこ

とができるように、十分に大きくて深いものである必要があります。洗う物は、
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(1) 最初の槽で洗剤溶液を用いて洗い、 

(2) 二番目の槽のきれいなお湯で洗剤溶液がなくなるようにすすぎ、 

(3) 三番目の槽のお湯または薬液で消毒します。 

(A) 熱湯消毒 消毒に使用するお湯は、華氏170度（摂氏76.6度）以上に加熱して保持する必要があります。水温

の測定には、華氏プラスマイナス2度（摂氏1.1度）の精度で較正された数値目盛り、表示、またはデジタル温度計を使

用する必要があります。洗う物は、表面の病原菌を殺すために少なくとも30秒間完全に浸す必要があります。 

(B) 薬品消毒 米国環境保護庁に登録されている抗菌性殺虫剤のみを人の手による薬品消毒に使用するものと

し、表面に有毒な残留物を残さずに、本条の§81.03の小章（ii）で要求される消毒レベルを達成するのに十分な量を

使用する必要があります。試験キットまたはその他の装置を用い、使用する溶液の100万分の1濃度、およびpHレベルが

消毒薬の効能に影響を与える場合の溶液のpHを正確に測定する必要があります。 

(C) ガラス製品 ガラスは、二槽の流し台で洗うことができ、最初の槽で洗剤と消毒剤を組み合わせて使用し、

二番目の槽のきれいな水ですすぎますが、それは組み合わせて使う製品の製造元が、この方法での使用を許可している

場合に限ります。 

(b) 機械的洗浄と消毒 
(1) 機械的洗浄の熱要件 器具、機器、および食品接触面の洗浄と消毒に使用される高温機械は、正常に機能する

ように設置され、維持され、保たれる必要があります。機械には温度計が装備されており、表面の病原菌を殺すため

に、すべての食品接触面が華氏160度（摂氏71度）以上の表面温度に達するように操作する必要があります。 

(2) 機械的洗浄の薬品要件 薬品を使用する低温機械は、効果的な消毒を実現するために、正常に機能するように

設置され、維持され、保たれ、および操作される必要があります。試験キットまたはその他の装置を用い、使用する溶

液の100万分の1濃度、およびpHレベルが消毒薬の効能に影響を与える場合の溶液のpHを正確に測定し、消毒薬が処理さ

れた表面に有毒な残留物を残さない濃度で使用されることを確実にする必要があります。 

(c) 水切り台、空気乾燥 洗浄前の汚れた物、および消毒後の清潔な品を適切に処理するために、適切なサイズの水

切り台を備え、使用する必要があります。水切り台は自己排水式で、食器洗い設備の適切な使用を妨げないように配置

および構築されている必要があります。すべての食器、器具、および食品に接触する機器は、消毒後に空気乾燥しなけ

ればなりません。 

 

§81.31 屋外調理、食品および飲料の調理施設 

(a) 通りや歩道での調理の禁止、および例外 施設が本規約第88条に定義されている行事に参加している場合、第89

条およびその他の適用法に従って運営されている移動式食品自動販売ユニット、または適切な市の機関から許可を得て

いる場合を除き、路上または歩道での食品の調理、準備、加工、提供、または食品、器具、機器の保管は禁止されてい

ます。 

(b) 食品サービス施設が所有する敷地内での実施 必要に応じて、営繕局、消防署、およびその他の機関から許可を

得た場合、許可を受けた食品サービス施設は、施設の所有、管理、運営、および統制の下で、施設の敷地内の屋外で調

理することができます。それは本章および本条の他の規定に従って、施設の裏庭を含みますが、それに限定されませ

ん。 

(c) 迷惑行為の防止 煙、ごみ、騒音、害虫などの迷惑をかけないものとします。 

(d) 構造的要素 
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(1) 床 構成と材料が本規約の§81.17に準拠している硬い表面の床を提供するものとします。 

(2) 食品保護 食品および飲料の調理中、保温中および保冷中、食品の保管中に、食品は常に日よけ、テント、網

戸、抗害虫性の容器、または本規約の§81.07で要求されるその他の方法を含むがそれらに限定されない遮蔽物で覆う

ことによって保護する必要があります。屋外調理設備が稼働していないときは、食品、または清潔な器具や機器を屋外

に保管してはなりません。屋外調理設備で食品を調理する場合は、手洗いシンクを用意する必要があります。 

(3) 頭上の保護 調理機器および調理器具は、蓋、またはテント、屋根、傘、その他の装置などのより大きな頭上保

護具で覆われている必要があります。 

(4) 照明と換気 照明と換気は、本規約の§81.19に従って提供されるものとします。 

 

§81.33 撤回 

§81.35 撤回 

§81.37 撤回 

 

§81.39 食品サービス施設および非小売食品加工施設；汚れた機器、器具、車両の封印；許可証の拒否、差し止め、取

り消し；執行 

(a) 当局の検査官または公認職員の意見で、食品サービス施設または食品加工工場の機器、器具、または車両が緊急

健康危害要因となっており、汚れた状態にある、または安全性が損なわれるほどに破損または故障している場合は、本

条を施行する局の局長の承認を得て、そのような機器、器具、車両またはその一部を封印し、直ちに使用を中止するよ

う命じることができます。そのような封印が行われた際、当局の代表者は、「不衛生」という言葉または禁止された機

器、器具または車両の衛生状態または安全性を説明するために必要なその他の文言を含む表示または目立つサインをそ

れに貼付するものとし、その代表者はまた、長官または当局の命令書を用意するか、または用意させるものとします。

命令および通知は、汚れた物品が洗浄されて衛生的かつ安全になり、代表者または当局の認可を得た者が禁止を解き、

表示またはサインを除去するまで、汚れた物品の使用または操作の中止を指示するものとします。 

(b) 検査の結果、食品サービス施設または食品加工工場が本規約の§81.05に違反して有効な許可証なしに運営され

ていることが判明した場合は、当局はそのような施設にすべての食品事業を直ちに閉鎖および停止し、施設または事業

が有効な許可証を取得して表示するまで閉鎖されたままにするよう命令することができます。 

(c) 本規約第3条および第5条に規定されている失権および罰則に加えて、当局は、本規約のいずれかの条項に対する

重大な、繰り返しの、または継続的な違反があった場合、または職務の遂行における当局職員への干渉または§5.17の

違反が発生した場合、この条項に従って発行された許可証または認可を拒否、差し止め、または取り消すことができま

す。本条に基づいて運営およびサービスの停止を命じられた者は、直ちにその命令に従わなければならず、その後、当

局の規則に従って審理の機会が与えられるものとします。 

(d) 当局は、継続的な運営が公衆衛生にとって緊急の危害要因である場合、食品サービス施設または食品加工工場の

許可証または認可を拒否または差し止め、運営および/または食品提供の即時停止を命じることができます。本小章に

基づいて運営および/または食品の提供停止を命じられた者は、直ちにその命令に従わなければならず、その後、当局

の規則に従って審理の機会が与えられるものとします。 

(e) 本章に従って発行された命令書または通知は、食品関連施設の所有者または責任者への手渡し、またはニューヨ

ーク市行政規約の§§17-141または17-148によって承認された方法によって提供されるものとし、その原本は、当局に

保管するものとします。 
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(f) 当局によって貼付された封印、表示、サイン、通知および命令は、長官またはその指定された代表者の命令によ

る場合を除き、その好ましくない状態が解消または修正されるまで除去されないものとします。 

 

§81.41 食品を分配するために使用される分配装置；構築、清潔さ、冷蔵、安全性 

(a) 以下の場合を除いて、包装された食品または飲料を密閉されたボトルまたは容器で販売するために食品自動販売

機を使用してはなりません。 

(1) 装置は、効果的な清掃とメンテナンスが可能であり、虫やげっ歯類の温床となることやその他の不快な事がな

いように設計および構築されている 

(2) 装置は、使用中または予見できる悪用条件下で子供や他の人の危害要因とならないように設計および構築され

ている 

(3) 危害要因性食品が、華氏41度（摂氏5度）以下または華氏140度（摂氏60度）以上に保たれるようになっている 

(4) 装置とその周辺は清潔で衛生的な状態に保たれている 

(b) 包装されていない食品の販売または密閉されたボトルまたは容器以外の飲料の販売のために食品自動販売機を使

用してはなりません。しかし本章の小章（a）の要件が満たされていて、さらに装置に鉛やカドミウム、または食品や

飲料の影響を受けて危険または有害な化合物を形成する可能性のある物質、またはそのような物質が接触した場合に食

品や飲料を劣化させるか健康に有害なものに変える場合や、食品に臭い、色、もしくは味をつける可能性のあるその他

の物質の心配がない場合を除きます。食品自動販売機を給水システムに接続する場合は、給水システムの汚染を防ぐよ

うに設計および構築する必要があります。炭酸飲料を分配する装置は、水入口にエアギャップ、または漏れた二酸化炭

素を大気に排出するための保護装置、または二酸化炭素や炭酸水の給水システムへの流入に対する保護に有効な当局に

よって承認されたその他の保護装置を備えているものとします。保護装置自体を含む下流の保護装置から、炭酸飲料を

分配する装置の給水設備接触面には給水設備または飲料と接触する銅または銅で裏打ちされた構成要素、および製氷お

よび分配装置を含むその他の構成要素があってはなりません。 

(c) すべてのコイン式分配装置やその他の機械式分配装置のすぐ近くに、食品または飲料の容器を廃棄するための入

れ物を設けるものとします。 

(d) 危害要因性食品は、食品自動販売店舗または食品加工工場で包装された、個別の、元の容器でまたは包装紙に包

まれて分配されるものとします。危害要因性食品は、大量供給品から分配してはなりません。 

(e) 新鮮な果物を除くすべての食品は、清潔な保護容器に保管または包装するか、清潔な使い捨て容器に分配するも

のとします。また、すべての食品は衛生的な方法で調理および販売し、あらゆる点で本条の規定に準拠するものとしま

す。 

 

§81.43 客の病気に関する情報、緊急事態の報告 

食品サービス施設または食品加工工場で、誰かが食中毒であると分かった場合や疑う理由がある場合、または医師によ

って診断された人の病気が、その施設で提供された食品による場合やその施設から発生したとされる通知を受けた場

合、所有者または担当者は直ちに当局に通知するものとします。当局は、所有者や担当者に、電話報告から24時間以内

に、当局が要求する、病状に関する追加情報を記載した報告書の提出を要求する場合があります。ニューヨーク州公務

員法の該当する規定に基づき、報告書は長官および当局公認の職員以外の者による検査の対象となる場合があります

が、客に関する個人情報は編集されるものとします。そのような報告は、当局による起訴の根拠として使用されてはな

りません。 
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(a) 食品サービス施設または食品加工工場で、食品を汚染することや食品を温度制限外に保持することになるような

火災、停電、または洪水などの出来事にあった場合、所有者または担当者は直ちに当局に通知するものとします。 

 
§81.45 -撤回 

 

§81.46 詰め替え可能かつ返却可能な容器 

(a) 飲料容器 従業員または消費者は、消費者の個人持ち帰り用飲料容器（断熱ボトル、こぼれ防止コーヒーカッ

プ、販促用飲料容器など）に、危害要因性食品ではない飲料を補充できます。ただし、飲料は、飲料分配装置の食品接

触面との接触または汚染が防止された方法で分配されます。 

(b) 他の容器 消費者に返却可能な容器を提供する施設は、本条の§81.29に従って、再利用する前にそのようなすべ

ての容器を洗浄および消毒する必要があります。再利用前に客の容器を洗浄および消毒しない施設は、食品および/ま

たは食品接触面の汚染がないことを実証する標準操作手順書に当局からの承認を取得する必要があります。このような

手順は、施設内で保管し、当局の検査時に閲覧できるようにする必要があります。 

(c) 容器の材質 洗浄および消毒される再利用可能な容器は、通常の使用条件下で引っかき傷や傷、分解、ひび割

れ、欠け、歪みに耐性があり、本条の§81.29に従って洗浄および消毒するのに十分な重量と厚さの食品用材料ででき

ている必要があります。 

 

§81.49 ナトリウムに関する警告 

(a) 定義 本章で使われる際に、以下の単語や用語には次の意味があります。 

(1) セットメニューとは、複数の食品アイテムで構成される標準的なメニュー品を意味します。セットメニューは、

メニューまたはメニューボードに説明形式、数値、または絵で表示されます。一部のセットメニューは、この小章で定

義されているように、客が異なるメニュー構成の中からどのメニューをセットに入れるかを選択できるお好みメニュー

を含むか、お好みメニューである場合があります。 

(2) 対象施設とは、衛生規約の§81.03で定義され、当局によって許可されている、同じ名前で事業を行い、実質的に

同じメニュー品を販売している15か所以上の拠点を持つチェーンの一部である食品サービス施設を意味します。 

(3) ナトリウム含有量の高い食品とは、個別の一食あたり2300ミリグラム（mg）以上のナトリウムを含む、対象施設

で提供される標準メニュー品や、消費者が利用できるセットメニューがある場合は2300mg以上のナトリウムを含む、対

象施設で提供されるセットメニューを意味します。 

(4) 陳列されている食品とは、通常、消費前にさらに調理することを客が期待しない限り、客が選択する前に客に見

えている状態の食品を意味します。 

(5) メニューまたはメニューボードとは、印刷された食品の名前または画像のリスト、および客がそこから注文品を

選択する、対象施設が作成した文書を意味します。メニューには、朝食、昼食、およびディナーのメニュー、デザート

メニュー、飲料メニュー、子供用メニュー、その他の特殊メニュー、電子メニュー;およびインターネット上のメニュ

ーが含まれ、小冊子、パンフレット、一枚の紙、または電子スクリーンを含むさまざまな形式である可能性がありま

す。文書が対象施設で作成された文書であるか、その一部であるかの判断は、文章に標準メニュー品の名前（または標

準メニュー品を描写した画像）とその価格が記載されているかどうか、客がその文書を閲覧しているときに、その文書

を使用して注文を選択できるかどうかなど、いくつかの要因によります。メニューボードには、施設内のメニューボー

ドと施設外のドライブスルーメニューボードが含まれます。 
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(6) 購入場所とは、客が施設内で食品を注文できる場所を意味します。 

(7) 標準メニュー品とは、対象施設が販売するメニューまたはメニューボードに列挙または表示されている個々の食

品またはセットメニューを意味します。 

(8) お好みメニューとは、さまざまな風味、種類、または組み合わせで提供される、単一のメニュー品として一覧表

示される標準メニュー品を意味します。 

(b) 必要とされる警告 ナトリウム含有量の高い食品を販売する対象施設は、次の警告を提供する必要があります。 

(1) メニューまたはメニューボードのナトリウム含有量の高い食品の横にはアイコンを表示する必要があります。ま

たは陳列されたナトリウム含有量の高い食品には横にあるタグにアイコンを表示する必要があります。 
 

 

アイコンは白黒で、メニュー、メニューボード、または陳列されている食品の横のタグに表示されているように、高さ

と同じくらいの幅で、食品の名前の最大の文字と同じ高さの正三角形である必要があります。 

(2) 次の文は、購入場所に目立つように掲示する必要があります。 

「警告： は、この品目のナトリウム（塩）含有量が1日の推奨制限の合計（2300 mg）よりも高いことを示していま

す。ナトリウムの摂取量が多いと、血圧が上昇し、心臓病や脳卒中のリスクが高まる可能性があります。」 

(d) 執行本セクションの違反に対する罰金は200ドルです。違反は、行政審判局が行う審判で裁定される場合がありま

す。 

(e) 発効日本セクションは2015年12月1日に発効します。 

(f) 可分性 本章のいずれかの規定、またはある人や状況へのその規定の適用が管轄裁判所によって無効とされた場

合、残りの規定または本章における他の人や状況への適用は影響を受けないものとします。 

 

§81.50 カロリー情報の掲示 

(a) 定義 本章で使われる際に、以下の単語や用語には次の意味があります。 

(1) セットメニューとは、複数の食品で構成される標準メニュー品を意味します。セットメニューは、メニューま

たはメニューボードに説明形式、数値、または絵で表示されます。一部のセットメニューは、いろいろな要素があり客

がどの要素をセットに入れるかを選択できるお好みメニューである場合があります。一部のセットメニューは、メニュ

ーの一部としてお好みメニューが含まれる場合があります。セットメニューは、カロリー情報がすでにメニューまたは

メニューボードに掲載されている標準メニュー品を組み合わせた品の客への特別価格での提供を意味するものではあり

ません。 

(2) 対象施設とは、全国に15か所以上の店舗が同名で事業を展開し、実質的に同じメニュー品を販売しているチェ

ーンの一部である食品サービス施設または類似の小売食品施設、もしくは21 CFR 101.11（d）または後継規制に基づく

標準メニュー品の栄養表示に関する連邦要件の対象となるように米国食品医薬品局に自主的に登録するチェーンの一部

ではない食品サービス施設または類似の施設を意味します。 

(3) カスタムオーダーとは、個々の客の要求に応じて特定の方法で調理された食品の注文を意味します。そのよう

な要求は、標準メニュー品の通常の調理から逸脱した調理を対象施設に求めるものです。 
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(4) 日替わりメニューとは、特定の日に調理されて販売される食品で、メニューやメニューボード、またはその他

で定期的に記載されておらず、対象施設によってその日の特別な品として宣伝されているものを意味します。 

(5) 陳列されている食品とは、消費前にさらに調理することを客が期待しない限り、客が選択する前に客に見えて

いる状態のレストランタイプの食品を意味します。 

(6) 慣例市場試験の一部である食品とは、食品を客が受け入れるかどうかを試験するために、メニューまたはメニ

ューボードに連続して90日未満表示される食品を意味します。 

(7) メニューまたはメニューボードとは、印刷された食品の名前または画像とその品の価格の記載、および客がそ

こから注文の選択をする対象施設が作成した文書を意味します。メニューには、朝食、昼食、およびディナーのメニュ

ー、デザートメニュー、飲料メニュー、子供用メニュー、その他の特殊メニュー、電子メニュー;およびインターネッ

ト上のメニューが含まれ、小冊子、パンフレット、一枚の紙、または電子スクリーンを含むさまざまな形式である場合

があります。文書が対象施設の作成した文書であるか、その一部であるかの判断は、文章に標準メニュー品の名前（ま

たは標準メニュー品を描写した画像）とその価格が記載されているかどうか、客がその文書を閲覧しているときに、そ

の文書を使用して注文を選択できるかどうかなど、いくつかの要因によります。メニューボードには、施設内のメニュ

ーボードと施設外のドライブスルーメニューボードが含まれます。 

(8) 実質的に同じメニュー品を販売するとは、同じ一般的なレシピを使用し、実質的に同じ食品材料と方法で調理

されるメニュー品の大部分を販売することを意味します。 

(9) 同様の小売食品施設とは、コンビニエンスストア、食料品店、スーパーマーケットなど、レストランタイプの

食品を提供する施設を意味します。 

(10) レストランタイプの食品とは、（i）通常、食品サービス施設の敷地内または施設から別の場所に歩いている

途中、または別の場所に到着した直後に食べられる食品、または（ii）主に同様の小売施設で加工および調理されて提

供されて、その施設の内外で即時または後で消費するために客に販売される食品を意味します。 

(11) セルフサービス食品とは、客自身が配膳する、サラダバー、ビュッフェライン、食堂、または同様のセルフサ

ービス施設で利用できるレストランタイプの食品を意味し、セルフサービス飲料も含まれます。 

(12) 標準飲料量とは、その飲料を保持するカップの全量よりも少ない量の、カップのサイズごとの飲料の一定量を

意味します。 

(13) 標準氷量とは、1カップの飲料に含まれる、そのサイズごとの氷の一定量を意味します。 

(14) 標準メニュー品とは、対象施設が販売するメニューまたはメニューボードに記載または表示されている個々の

食品またはセットメニューを意味します。 

(15) 臨時メニュー品とは、暦年中にメニューまたはメニューボードに合計で60日未満しか連続または断続的に表示

されない食品を意味します。 

(16) お好みメニューとは、さまざまな風味、種類、または組み合わせで提供され、単一のメニュー品として記載さ

れる標準メニュー品を意味します。 

(b) 適用範囲と適用性 本章は、対象施設で販売される標準メニュー品に適用され、調味料、日替わりメニュー、臨

時メニュー品、カスタムオーダー、慣例市場試験の一部である食品または臨時メニュー品、または12年生以下の生徒を

対象とした学校のメニューやメニューボードには適用されません。 

(c) カロリー情報の掲示 
(1) カロリー数 メニューとメニューボードには、各標準メニュー品に含まれるカロリー数を示さなければなりま

せん。各品について通常調理され販売されるとおりの情報を掲載する必要があります。複数提供型標準メニュー品の場

合、カロリー情報は、（i）記載されている標準メニュー品、または（ii）個別の食品ユニットごとに掲載する必要が

あります。ただし、そのような品に含まれる個別の食品ユニットの総数も掲載されます。 

カロリー情報の位置、サイズ、色 カロリー数は、関連する標準メニュー品の名前または価格の横に、標準メニュー品

の名前または価格のいずれか小さい方以上の文字サイズで記載する必要があります。カロリー情報は、関連する標準メ

ニュー品の名前を記載するのに使用される色と同じか、少なくとも同様に目立つ色、関連する標準メニュー品の名前が

記載されている背景と同じ対照的な背景、少なくとも同様に対照的な背景で表示するものとします。 
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(2) 「Cal」「カロリー」という用語は、各メニュー品のカロリー数の横に表示するか、各標準メニュー品のカロ

リー数を記載する欄の上の見出しとして表示する必要があります。標準メニュー品のカロリー情報の横に表示されるそ

のような用語は、そのカロリー情報と同じフォント要件を満たしている必要があります。欄の上の見出しとして表示さ

れるそのような用語は、そのメニューまたはメニューボード上のメニュー品の名前または価格を記載するために使用さ

れる最小の文字サイズ以上の文字サイズおよび同じ色か同様に目立つ色、およびその名前または価格に使用されている

ものと同じ対照的な背景、または少なくとも同様に対照的な背景で記載する必要があります。 

(3) カロリー情報の根拠 掲載されたカロリー値は、栄養素データベース、実験室試験、またはその他の信頼でき

る分析方法の使用から導き出される合理的な根拠による必要があり、50カロリーを超えるカロリー含有値の場合は最も

近い10カロリー台に、カロリー値が50カロリー以下の場合は最も近い5カロリー台に四捨五入されます。5カロリー未満

の品にはゼロカロリーと表することができます。 

(4) セルフサービス食品と陳列されている食品 セルフサービス食品および陳列されている食品のカロリー情報を

表示する必要があります。カロリー情報は、（i）各食品について、または（ii）食品が個別の単位で販売されていな

い場合は、標準のおたまかカップのサイズで測定された1食分あたりを表示する必要があります。表示はカロリー量を

決めるために使用された1食分または個別の単位を明確にする必要があります。カロリー情報は、相当する食品に隣接

し、明確に関連するサインまたは食品上のくしゃみよけに取り付けられるサインのいずれかに掲載する必要がありま

す。サインは、表示がどの食品のためのものかが明確でない場合、またはカロリー情報が複数の食品について宣言され

ている場合は、客がサインに記載されている食品とカロリー表示の両方を見ることができる場所にあるサインまたはプ

ラカードに、どの食品のカロリー情報を表示しているか明らかにする必要があります。セルフサービス飲料の場合、カ

ロリー表示には、「液量オンス」という用語で示されるカップ内の液量オンスの総数と、該当する場合はカップサイズ

の説明（該当する場合は小、中など）を添える必要があります。 

(5) 複数のサイズ、風味、種類；トッピング;セット 
(A) 複数のサイズ、風味、種類 複数の風味と種類で提供される標準メニュー品の場合、記載されているサイ

ズ、風味、または種類ごとにカロリーを表示する必要があります。標準メニュー品の記載されているすべてのサイズ、

風味、または種類のカロリー量が同じである場合、メニューとメニューボードには、標準メニュー品単一のカロリー表

示を記載する必要があります。標準メニュー品のすべてのサイズ、風味、種類に対して二種のカロリー量しかない場

合、そのメニュー品用に二つのカロリー量の間に斜線を入れて、両方のカロリー量をメニューとメニューボードに掲載

する必要があります。標準メニュー品のサイズ、風味、および種類に対してカロリー量が二つより多い場合、メニュー

およびメニューボードには、カロリー量の範囲をそのサイズ、風味、および種類ごとに掲載する必要があります。 

(B) トッピング 標準メニュー品にトッピングを追加することができ、そのようなトッピングがメニューおよび

メニューボードに記載されている時は、標準メニュー品のカロリーとその各トッピングのカロリーを記載する必要があ

ります。 

(C) セット メニューやメニューボードに二つの標準メニュー品の選択肢からなるセットメニューの記載があれ

ば、カロリー表示の間に斜線を入れて選択肢ごとにカロリーを表示する必要があります。三つ以上の標準メニュー品の

選択肢からなるセットメニューの記載があれば、その標準メニュー品の全組み合わせの最小カロリー数から最大カロリ

ー数を示すカロリー含有値の範囲をメニューとメニューボードに記載します。そのセットで可能な合計カロリー量が一

つだけの時は、その合計をメニューとメニューボードに記載します。 

セルフサービスではない飲料 非セルフサービス飲料に対して表示されたカロリーは、氷なしで提供されるカップまた

は他の容器の全量に基づいている必要があります。施設が通常、標準飲料量または標準氷量に分配して販売する場合、

申告されるカロリーは、そのような標準飲料量または標準氷量に基づいている必要があります。 
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(d) 必要な栄養情報の記載 
(1) 一般要件 対象施設のメニューボードとメニューの各ページには、「1日2,000カロリーが一般的な推奨栄養量

ですが、必要なカロリー量はさまざまです。」と明確かつ目立つ方法ではっきりと記載する必要があります。 

(2) 子供用メニュー この段落の小段落1の要件の代わりに、子供用メニューとメニューボード、およびメニューペ

ージには、次のいずれかを記載できます。「1日1,200〜1,400カロリーが4〜8歳の子供の一般的な推奨栄養量ですが、

必要なカロリー量はさまざまです。」または「4〜8歳の子供には1日1,200〜1,400カロリー、9〜13歳の子供には1日1,4

00〜2,000カロリーが一般的な推奨栄養量ですが、必要なカロリー量はさまざまです。」 

(e) 追加の書面による栄養情報 対象施設は、21 CFR 101.11（b）（2）（ii）または後継規制に規定されている方法

で書面の栄養情報を施設に保管していなければなりません。その情報は、それを希望するすべての客が閲覧できるよう

にする必要があります。すべてのメニューとメニューボードには、明確かつ目立つ方法ではっきりと以下のように書か

れていなければなりません。「追加の栄養情報をご希望の方はお申し出ください。」 

(f) 執行 当局に加えて、消費者局は本章の要件を執行することができます。 

(g) 可分性 本章のいずれかの規定、またはその規定のある人や状況への適用が管轄裁判所によって無効とされた場

合でも、残りの規定や本章は影響がなく、他の人や状況へ適用されるものとします。 

(h) 発効日 本章は2016年12月1日に発効します。 

 
 

§81.51 検査結果の等級付けと特定の食品サービス施設による等級の掲示 

(a) 等級付け 当局は、食品サービス施設の検査結果を等級付けおよび分類するためのシステムを確立および実施

し、本規約、州衛生法、および公衆衛生を保護するために、そのような施設を衛生的な方法で運営するよう義務付ける

その他の適用法の規定を施設が遵守する度合いを識別して表現するために文字を使用するものとします。「A」の文字

は、そのような法律への最高度の遵守を表す等級とします。本章の規定に従い、当局は検査する各施設に、施設の検査

等級を示す等級文字カードを提供するものとします。ただし、当局が検査後に施設の閉鎖を命じた場合、等級文字カー

ドは提供されません。 

(b) 掲示 等級文字カードの受領後、小章（c）および（e）に規定されている場合を除き、施設は目立つようにそれ

を掲示し、一般の人々および客が施設に入る前に見えるようにするものとします。等級文字カードは、汚したり、傷つ

けたり、偽装したり、公の場から隠したりしてはなりません。 

(c) 等級カードの発行 
(1) 「A」等級 「A」等級を取得した施設について、当局はそのような等級が決定された検査の終了時に、施設に

等級文字カードを提供するものとします。等級カードは直ちに掲示されるものとします。 

(2) 他の等級 「A」よりも低い等級の食品サービス施設については、当局はその検査等級とその基となった調査結

果を施設に通知するものとします。当局は、最初の検査から7日以降すぐに施設の追検査を実施するものとします。二

回目の検査の終了時に、当局は施設に、その検査で施設が受ける検査等級を示す等級文字カードを提供するものとしま

す。 

裁定 食品サービス施設に等級文字カードが提供された検査で発行された違反通知（「NOV」）が審理され、行政裁判

管理事務局（「OATH」）の衛生審判によって判断された後、当局は施設が認めた、または審理官によって支持されたNO

Vの申し立ての違反のみを考慮して検査結果を再評価するものとします。再評価によって検査等級が変更された場合、

当局は食品サービス施設に、NOVが発行されることとなった検査の終わりに当局から提供された等級文字カードに代わ

りとして、および前者を削除して直ちに施設が掲示するべき新しい等級文字カードを発行するものとします。
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(d) 掲示が延期される場合 
(1) 本章の小章（c）に従って実施された二回目の検査で「A」より低い等級を受けた食品サービス施設は、当局で予

定された審理の日まで、検査の終了時に当局から提供された等級文字カードの掲示を延期することができます。施設が

この等級文字カードの掲示を延期することを選択した場合、施設は現在掲示されている等級文字カードを取り外し、代

わりに、施設の検査結果は審査中であり、検査結果は当局から入手できると公衆に知らせるための、当局から提供され

たサインを掲示するものとします。 

(2) 小章（d）で言及されているNOVを審理する予定の日に、OATHの衛生審判に施設の者が現れない場合、施設は、小

章（c）に従って実施される二回目の検査で当局が発行した等級文字カードを直ちに掲示するものとします。施設が予

定日にOATHの衛生審判に出廷したが、何らかの理由で審理を進めることができない場合、または施設が適時延期を要求

し、そのような延期が認められた場合、施設は延期された審理日まで等級文字カードの掲示を先送りし続けることがで

きます。施設がその日に出廷できないとしても、いかなる場合も、施設は延期された審理日以降まで等級文字カードの

掲示を延期してはなりません。 

(e) 適用範囲と適用性 本章は、移動式食品販売ユニットや移動式食品販売店舗、臨時食品サービス施設、小中学校

で運営されている食品サービス施設、病院が運営する食堂、更生施設、または炊き出しやその他の惣菜配布プログラム

を含む慈善団体、または非営利会員組織が会員のみにサービスを提供するために運営している食品サービス施設には適

用されません。 

(f) 他の施行への影響 本章のいかなる内容も、公衆衛生を保護するために必要なその他の措置を講じる、または本

規約の規定または食品サービス施設の運営に適用されるその他の法律または規則を施行する当局の権限に影響を与えな

いものとします。 

 

§81.53 -撤回 

 

§81.55 長官による変更 

本条のいずれかの規定の厳格な適用が現実的に困難または異常な程の苦難となる場合、長官は特定の場合において、

本条の全体的な目的と一致し、清潔で衛生的な食品を、清潔で衛生的な施設において製造、加工、または提供するため

にそのような条件が必要であるとの長官自身の意見に基づいて、規定の適用を変更することができます。長官による変

更要求の拒否は、機関の最終的な決定と見なされるものとします。 


