お客様各位

弊社製品の表示ラベル誤表示に関するお詫び①

平素より格別のご愛顧を賜り厚く御礼申しあげます。
弊社が販売する一部の商品（ハチミツ・ハチミツ加工食品）に関しまして、指定農林物資で非該当品に有機ＪＡ
Ｓマークを貼付していることが判明いたしました。
※該当商品の「ハチミツ・ハチミツ加工食品」は、畜産物加工食品に分類されます。このため、JAS 法における
指定農林物資（有機農産物及び有機農産物加工食品）に該当しないため有機ＪＡＳの貼付は不可となります。
また、該当する商品につきましては海外オーガニック機関であるＵＳＤＡ、エコサートなどの有機証明機関に
より有機認証を受けており有機である事は変わりませんのでご安心ください。
■違反内容

指定農林物資で非該当品（畜産物加工食品）に有機ＪＡＳマークを貼付

■販売期間

平成 28 年 11 月 8 日~平成 28 年 12 月 23 日

■該当商品

１００％オーガニック RAW ホワイトヒマラヤンハニー

114 個

１００％オーガニック RAW ニームハニー

114 個

１００％オーガニック RAW アカシアヒマラヤンハニー

120 個

１００％ダークチョコハニーアーモンド４／４０

160 個

１００％ダークチョコハニーポメグラネイトバッグ

120 個

１００％ダークチョコハニーポメグラネイト４／４０

163 個

１００％ダークチョコハニーミントバッグ

121 個

１００％ダークチョコハニーミント４／４０

160 個

１００％ダークチョコハニーダブルダークバッグ

122 個

１００％ダークチョコハニーダブルダーク４／４０

166 個

１００％ダークチョコハニージンジャー４／４０

165 個

100％ダークチョコハニーピーナッツ ４／４０

160 個

当該商品をお買い上げいただきましたお客様には、多大なご迷惑をお掛けしましたことを、深くお詫び申し上
げます。
今後は再発防止のため、なお一層の管理体制の強化徹底に努める所存でございますので、何卒、ご理解ご協力
を賜りますよう宜しくお願い致します。
平成 30 年 3 月 19 日
グローリートレーディング株式会社

お客様各位

弊社製品の表示ラベル誤表示に関するお詫び②

平素より格別のご愛顧を賜り厚く御礼申しあげます。
弊社製品ザオ・オーガニックスシリーズ 4 種におきまして、表示ラベルに以下のとおり一部記載に誤りがある
ことが判明いたしました。

■誤表示

1.原材料表示が重量順になっていない。
（別紙 GT20180319001 参照）
2.有機認証同等国証明書の書類不備のためＪＡＳマーク誤貼付

■販売期間

平成 28 年 10 月 1 日~平成 30 年 2 月 1 日

■該当商品

ザオ・オーガニック バニラクランチ味

965

ザオ・オーガニック チポトレ味

225

ザオ・オーガニック バーベーキュー味

512

ザオ・オーガニック ソイジンジャー味

538

当該商品をお買い上げいただきましたお客様には、多大なご迷惑をお掛けしましたことを、深くお詫び申し上
げます。
今後は再発防止のため、なお一層の管理体制の強化徹底に努める所存でございますので、何卒、ご理解ご協力
を賜りますよう宜しくお願い致します。

平成 30 年 3 月 19 日
グローリートレーディング株式会社

※別紙 GT20180319001

誤表示 1 の内容について
■ザオ・オーガニック バニラクランチ味
誤）有機ゴジベリー、有機アーモンド、有機カシューナッツ、有機ブラジルナッツ、有機パンプキンシード、有
機サンフラワーシード、有機キヌア、有機アマランサス、有機ブラックチアシード、有機ゴマ、有機ココナッツ
果汁、有機バニラエクストラクト、ヒマラヤピンクソルト
正）有機サンフラワーシード、有機パンプキンシード、有機ココナッツ果汁、有機ゴジベリー、有機カシューナ
ッツ、有機アーモンド、有機スライスアーモンド、有機ブラジルナッツ、有機たまり醤油、有機ブラックチアシ
ード、有機クミンパウダー、有機アマランサス、有機オレガノ、有機コリアンパウダー、有機キヌア、有機燻製
ハラペーニョ、有機チリパウダー
■ザオ・オーガニック チポトレ味
誤）有機ゴジベリー、有機アーモンド、有機カシューナッツ、有機ブラジルナッツ、有機パンプキンシード、
有機サンフラワーシード、有機キヌア、有機アマランサス、有機ブラックチアシード、有機ココナッツ果汁、
有機燻製ハラペニーニョ、有機たまり醤油、有機クミンパウダー、有機オレガノ、有機チリパウダー、有機コ
リアンパウダー
正）有機サンフラワーシード、有機パンプキンシード、有機ココナッツ果汁、有機ゴジベリー、有機カシュー
ナッツ、有機アーモンド、有機スライスアーモンド、有機ブラジルナッツ、有機たまり醤油、有機ブラックチ
アシード、有機クミンパウダー、有機アマランサス、有機オニオンパウダー、有機ガーリックパウダー、有機
チリパウダー、有機キヌア、有機パプリカ、ヒマラヤピンクソルト
■ザオ・オーガニック バーベーキュー味
誤）有機ゴジベリー、有機アーモンド、有機カシューナッツ、有機ブラジルナッツ、有機パンプキンシード、
有機サンフラワーシード、有機キヌア、有機アマランサス、有機ブラックチアシード、有機ココナッツ果汁、
有機たまり醤油、有機クミン、有機チリペッパー、有機パプリカ、有機オニオンパウダー、有機ガーリックパ
ウダー、ヒマラヤピンクソルト
正）有機サンフラワーシード、有機パンプキンシード、有機ココナッツ果汁、有機カシューナッツ、有機ゴジ
ベリー、有機アーモンド、有機スライスアーモンド、有機たまり醤油、有機ブラジルナッツ、有機ショウガ
根、有機ブラックチアシード、有機ゴマ、ヒマラヤピンクソルト、有機アマランサス、有機キヌア有機アマラ
ンサス、有機キヌア
■ザオ・オーガニック ソイジンジャー味
誤）有機ゴジベリー、有機アーモンド、有機カシューナッツ、有機ブラジルナッツ、有機パンプキンシード、
有機サンフラワーシード、有機キヌア、有機アマランサス、有機ブラックチアシード、有機ゴマ有機ショウガ
根、有機ココナッツ果汁、有機たまり醤油、ヒマラヤピンクソルト
正）有機サンフラワーシード、有機パンプキンシード、有機ココナッツ果汁、有機カシューナッツ、有機ゴジ
ベリー、有機アーモンド、有機スライスアーモンド、有機たまり醤油、有機ブラジルナッツ、有機ショウガ
根、有機ブラックチアシード、有機ゴマ、ヒマラヤピンクソルト、有機アマランサス、有機キヌア
以上

お客様各位

弊社製品の表示ラベル誤表示に関するお詫び③

平素より格別のご愛顧を賜り厚く御礼申しあげます。
弊社取扱い製品のうち 14 種におきまして、表示ラベルに以下のとおり一部記載に誤りがあることが判明いたし
ました。
■誤表示

原材料表示が重量順になっていない。（別紙 GT20180319002 参照）

■販売期間

平成 28 年 6 月 1 日~平成 29 年 9 月 27 日

■該当商品

有機ダークチョコレートサチャインチシード（42ｇ入）

482 個

有機ダークチョコレートサチャインチシード（141ｇ入）

501 個

有機ダークチョコレートドラゴンフルーツ（42ｇ入）

396 個

有機ダークチョコレートドラゴンフルーツ（141ｇ入）

405 個

有機ダークチョコレートゴジベリーズ（51ｇ入）

771 個

有機ダークチョコレートゴジベリーズ（170ｇ入）

2316 個

グリークヨーグルトゴジベリィーズ（51ｇ入）

118 個

グリークヨーグルトゴジベリィーズ（170ｇ入）

345 個

有機ダークチョコレートアサイーマルベリー（51ｇ入）

731 個

有機ダークチョコレートアサイーマルベリー（170ｇ入）

1271 個

有機ミルクチョコレートゴジベリーズ（170ｇ入）

283 個

ポメグラネートヨーグルトゴジベリーズ（51ｇ入）

207 個

ポメグラネートヨーグルトゴジベリーズ（170ｇ入）

452 個

100％ダークチョコハニーピーナッツ４／４０

425 個

当該商品をお買い上げいただきましたお客様には、多大なご迷惑をお掛けしましたことを、深くお詫び申し上
げます。
今後は再発防止のため、なお一層の管理体制の強化徹底に努める所存でございますので、何卒、ご理解ご協力
を賜りますよう宜しくお願い致します。

平成 30 年 3 月 19 日
グローリートレーディング株式会社

※別紙 GT20180319002 誤表示 1 の内容について
品名

誤表示

正表示

有機ダークチョコレー

有機サチャインチシード、有機ダークチョ

有機ダークチョコレート、有機サチャインチシード、ア

トサチャインチシード

コレート、有機アラビアガム、有機光沢剤

ラビアガム（安定剤）
、マルトデキストリン（光沢剤）

有機ダークチョコレー

有機サチャインチシード、有機ダークチョ

有機ダークチョコレート、有機サチャインチシード、ア

トサチャインチシード

コレート、有機アラビアガム、有機光沢剤

ラビアガム（安定剤）
、マルトデキストリン（光沢剤）

有機ダークチョコレー

有機ドラゴンフルーツ、有機ダークチョコ

有機ダークチョコレート、有機ドラゴンフルーツ、アラ

トドラゴンフルーツ

レート、有機アラビアガム、有機光沢剤

ビアガム（安定剤）
、マルトデキストリン（光沢剤）

有機ダークチョコレー

有機ドラゴンフルーツ、有機ダークチョコ

有機ダークチョコレート、有機ドラゴンフルーツ、アラ

トドラゴンフルーツ

レート、有機アラビアガム、有機光沢剤

ビアガム（安定剤）
、マルトデキストリン（光沢剤）

有機ダークチョコレー

有機ゴジベリー、有機ダークチョコレート、 有機ダークチョコレート、有機ゴジベリーズ、アラビア

トゴジベリーズ

有機アラビアガム、有機光沢剤

有機ダークチョコレー

有機ゴジベリー、有機ダークチョコレート、 有機ダークチョコレート、有機ゴジベリー、アラビアガ

トゴジベリーズ

有機アラビアガム、有機光沢剤

ム（安定剤）
、マルトデキストリン（光沢剤）

グリークヨーグルト

有機ゴジベリー、グリークヨーグルト、有機

グリークヨーグルト、有機ゴジベリー、アラビアガム（安

ゴジベリーズ

アラビアガム、有機光沢剤

定剤）
、マルトデキストリン（光沢剤）

グリークヨーグルト

有機ゴジベリー、グリークヨーグルト、有機

グリークヨーグルト、有機ゴジベリー、アラビアガム（安

ゴジベリーズ

アラビアガム、有機光沢剤

定剤）
、マルトデキストリン（光沢剤）

有機ダークチョコレー

有機乾燥マルベリー、有機アサイーパウダ

有機ダークチョコレート、有機乾燥マルベリー、有機ア

トアサイーマルベリー

ー、有機ザクロ濃縮果汁液、天然ブルーベリ

サイーパウダー、有機ザクロ濃縮果汁、天然ブルーベリ

ー香料、有機アラビアガム、有機光沢剤

ー香料、アラビアガム（安定剤）、マルトデキストリン

ガム（安定剤）
、マルトデキストリン（光沢剤）

（光沢剤）
有機ダークチョコレー

有機乾燥マルベリー、有機アサイーパウダ

有機ダークチョコレート、有機乾燥マルベリー、有機ア

トアサイーマルベリー

ー、有機ザクロ濃縮果汁、天然ブルーベリー

サイーパウダー、有機ザクロ濃縮果汁、天然ブルーベリ

香料、有機アラビアガム、有機光沢剤

ー香料、アラビアガム（安定剤）、マルトデキストリン
（光沢剤）

有機ミルクチョコレー

有機ゴジベリー、有機ミルクチョコレート、 有機ミルクチョコレート、有機ゴジベリー、アラビアガ

トゴジベリーズ

有機アラビアガム、有機光沢剤

ム（安定剤）
、マルトデキストリン（光沢剤）

ポメグラネートヨーグ

有機ゴジベリー、ヨーグルト、有機ザクロパ

グリークヨーグルト、有機ゴジベリー、有機ザクロパウ

ルトゴジベリーズ

ウダー、有機アラビアガム、有機光沢剤

ダー、アラビアガム（安定剤）
、マルトデキストリン（光
沢剤）

ポメグラネートヨーグ

有機ゴジベリー、ヨーグルト、有機ザクロパ

グリークヨーグルト、有機ゴジベリー、有機ザクロパウ

ルトゴジベリーズ

ウダー、有機アラビアガム、有機光沢剤

ダー、アラビアガム（安定剤）
、マルトデキストリン（光
沢剤）

100 ％ ダ ー ク チ ョ コ ハ

有機ホワイトハニー、有機ダークチョコレ

有機ダークチョコレート、ホワイトハニー、落花生脱脂

ニーピーナッツ

ート、有機脱脂落花生粉、ヒマラヤ産海塩

粉末、食塩

４／４０

以上

