
食品番号 食品名１ 食品名２ 食品名３ 食品名４
別名、食品の説明、試料の説
明等

事務局メモ

１ 穀類

01004 えんばく オートミール 別名：オート、オーツ

新規 こむぎ [パン類] ベーグル

新規 こむぎ [中華めん類] 中華めん 冷めん、生

01056 こむぎ [即席めん類] 即席中華めん
油揚げ味付
け

別名 ： インスタントラーメン

01059 こむぎ [即席めん類]
中華スタイル即
席カップめん

油揚げ
 市販通称名 ： カップめん
別名：カップラーメン

01060 こむぎ [即席めん類]
中華スタイル即
席カップめん

油揚げ、焼き
そば

別名：カップ焼きそば

01061 こむぎ [即席めん類]
中華スタイル即
席カップめん

非油揚げ 別名：カップラーメン

01062 こむぎ [即席めん類]
和風スタイル即
席カップめん

油揚げ
 市販通称名 ： カップめん
別名：カップうどん

新規 こむぎ
[マカロニ・ス
パゲッティ類]

生パスタ 生

01066 こむぎ [ふ類] 焼きふ
 観世ふ
焼きふ

小町ふを含む

01067 こむぎ [ふ類] 焼きふ 板ふ

01068 こむぎ [ふ類] 焼きふ 車ふ

01069  こむぎ  [ふ類]  竹輪ふ

01070 こむぎ [その他] 小麦はいが 試料 ： 焙焼品

01072 こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粒状 試料 ： 冷凍品

01073 こむぎ [その他] 小麦たんぱく ペースト状 試料 ： 冷凍品

01076 こむぎ [その他]
ピザ生地
 ピザクラスト

別名：ピザクラスト

01069 こむぎ [その他] ちくわぶ
「ふ類」から移動し、竹輪ふ→ちく
わぶに変更

01080 こめ [水稲穀粒] 玄米

 うるち、もちを含む
注釈のあるものを除き、うるちの
ジャポニカ米（水稲穀粒全体の
説明）

今後、もち米して別立てするため、
説明を変更

01083 こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米  輸入米を含む 細分化

新規 こめ [水稲穀粒] 精白米 もち米 細分化

新規 こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米 試料 : 輸入品 細分化

新規 こめ [水稲穀粒] 発芽玄米

01088 こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 細分化

新規 こめ [水稲めし] 精白米 もち米 細分化

新規 こめ [水稲めし] 発芽玄米

01090 こめ [水稲全かゆ] 玄米 20%がゆ（全かゆ全体の説明）

新規 こめ [うるち米製品] アルファ化米
学校給食用
強化品

細分化

新規 こめ [うるち米製品] 玄米粉

新規 こめ [うるち米製品] 米粉

新規 こめ [うるち米製品] 米粉パン

新規 こめ [うるち米製品] 米粉めん

新規 こめ [その他] 米ぬか

01122 そば そば粉 全層粉
表層粉の一部を除いたもの
別名：挽きぐるみ

01123 そば そば粉 内層粉 別名：さらしな粉、ごぜん粉

01131 とうもろこし 玄穀 黄色種
試料 ：輸入品
別名 ： とうきび

細分化

新規 とうもろこし 玄穀 白色種 細分化

01132 とうもろこし コーンミール 黄色種 〃 細分化

新規 とうもろこし コーンミール 白色種 細分化

01133 とうもろこし コーングリッツ 黄色種 〃 細分化

新規 とうもろこし コーングリッツ 白色種 細分化

：新規収載食品(分析、細分化、計算）、削除食品

：名称変更等により収載順を変更した食品

食品の名称、別名等の変更について

全国製麩工業会の要請を踏ま
え、観世ふを焼きふに変更。竹輪
ふを「ふ類」からその他へ移し、
「ちくわぶ」に名称変更

緑字：担当委員に確認済みの修正
紫字：担当委員の指摘を踏まえた修正
赤字：今回新たに加えた修正。試料についての説明として備考に書かれているものは、それがわかるよう、「試料：」と追記。
青字：事務局の覚え書き

資料1-1
第9回食品成分委員会

(H26.1.24)
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食品番号 食品名１ 食品名２ 食品名３ 食品名４
別名、食品の説明、試料の説
明等

事務局メモ

01134 とうもろこし コーンフラワー 黄色種 〃 細分化

新規 とうもろこし コーンフラワー 白色種 細分化

01140 もろこし 玄穀
別名：こうりゃん、ソルガム、たか
きび、マイロ

２ いも及びでん粉類

＜いも類＞

02001 きくいも 塊茎、生

新規 きくいも 塊茎、水煮

新規 こんにゃく 赤こんにゃく
三酸化二鉄を加え、赤色に加
工したもの

計算

新規 こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 計算

新規 こんにゃく 凍みこんにゃく 水戻し 計算

02006 さつまいも 塊根 皮むき、生
別名 ：かんしょ（甘藷）
(さつまいも全体に係る別名）

02007 さつまいも 塊根 皮むき、蒸し

02008 さつまいも 塊根 皮むき、焼き 試料 ： 石焼き芋、市販品

新規 さつまいも 塊根 皮つき、生

新規 さつまいも 塊根 皮つき、蒸し

新規 さつまいも 塊根 皮つき、天ぷら

新規 さつまいも 紫 塊根、皮むき、生
別名：むらさきいも、高アントシ
アンかんしょ、紅いも

新規 さつまいも 紫
塊根、皮むき、蒸
し

〃

02010 (さといも類） さといも 球茎、生 試料 ： 輸入品を含む

02012 (さといも類） さといも 球茎、冷凍 試料 ： 輸入品

02017 じゃがいも 塊茎、生
別名 ： ばれいしょ（馬鈴薯）
（じゃがいも全体に係る別名）

02021 じゃがいも 乾燥マッシュポテト 試料 ： 輸入品を含む

新規 セレベス 球茎、生

新規 セレベス 球茎、水煮

新規 たけのこいも 球茎、生 別名 ： 京いも

新規 たけのこいも 球茎、水煮 〃

新規 ヤーコン 塊根、生

新規 ヤーコン 塊根、水煮

02022 (やまのいも類）
ながいも
 やまのいも

いちょういも 塊根、生

別名 ：やまいも（やまのいも類
全体の別名）
別名 ：手いも(いちょういもの別
名）

02023 (やまのいも類） ながいも ながいも 塊根、生

02024 (やまのいも類） ながいも ながいも 塊根、水煮

02025 (やまのいも類） ながいも やまといも 塊根、生 伊勢いも、丹波いもを含む

(06282) むかご → 野菜類・むかご  やまのいも

＜でん粉・でん粉製品＞

02028 (でん粉類）
キャッサバでん
粉

試料 ：輸入品
別名 ：タピオカ

02032 (でん粉類） サゴでん粉 試料 ：輸入品

（○○） くずもち→菓子類・＜和生菓子・和半生菓子類＞

新規 (でん粉製品） ごま豆腐 計算

02038 (でん粉製品） タピオカパール 乾 試料 ： 輸入品

新規 (でん粉製品） タピオカパール ゆで 試料 ： 輸入品

新規 (でん粉製品） でん粉めん 生

新規 (でん粉製品） でん粉めん 乾、生

新規 (でん粉製品） でん粉めん 乾、ゆで

02039 (でん粉製品） はるさめ 緑豆はるさめ 乾
試料 ： 輸入品を含む
主原料 ：緑豆でん粉

新規 (でん粉製品） はるさめ 緑豆はるさめ ゆで

新規 (でん粉製品） はるさめ 普通はるさめ ゆで

３ 砂糖及び甘味類

03016  (でん粉糖類）  水あめ 削除して細分化
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食品番号 食品名１ 食品名２ 食品名３ 食品名４
別名、食品の説明、試料の説
明等

事務局メモ

新規 (でん粉糖類） 水あめ 酵素糖化 細分化

新規 (でん粉糖類） 水あめ 酸糖化 細分化

03021  (でん粉糖類）  異性化液糖
 JASによる「ぶどう糖果糖液
 糖」、「果糖ぶどう糖液糖」及び
 「高果糖液糖」

削除して細分化

新規 (でん粉糖類） 異性化液糖 ぶどう糖果糖液糖 果糖含有率50% 未満のもの 細分化

新規 (でん粉糖類） 異性化液糖 果糖ぶどう糖液糖
果糖含有率50% 以上 90% 未満
のもの

細分化

新規 (でん粉糖類） 異性化液糖 高果糖液糖 果糖含有率 90% 以上のもの 細分化

03022 (その他） はちみつ 淡色 細分化

新規 (その他） はちみつ 濃色 細分化

03023 (その他）
メープルシロッ
プ

試料 ： 輸入品
別名 ： かえで糖

４ 豆類

04006 あずき あん つぶしあん 試料 : しょ糖添加品

04007 いんげんまめ 全粒、乾
金時類、白金時類、手亡類、鶉
類、大福、虎豆を含む（いんげ
ん豆全体に係る説明）

04009 いんげんまめ うずら豆
試料（原材料） ： 金時類
煮豆

04010 いんげんまめ こしあん 試料 : 生こしあん

04011 いんげんまめ 豆きんとん 試料 : 市販品

04012 えんどう 全粒、乾 青えんどう  赤えんどう、青えんどうを含む 細分化

新規 えんどう 全粒、乾 赤えんどう 細分化

04013 えんどう 全粒、ゆで 青えんどう 細分化

新規 えんどう 全粒、ゆで 赤えんどう 細分化

新規 そらまめ しょうゆ豆 煮豆

04023 だいず
[全粒・全粒製
品]

全粒
国産、黄大
豆、乾

 黄色大豆
 黒大豆（黒豆）を含む

細分化

新規 だいず
[全粒・全粒製
品]

全粒
国産、黒大
豆、乾

細分化

04024 だいず
[全粒・全粒製
品]

全粒
国産、黄大
豆、ゆで

04025 だいず
[全粒・全粒製
品]

全粒 米国産、乾 試料 ： 黄大豆

04026 だいず
[全粒・全粒製
品]

全粒 中国産、乾 〃

04027 だいず
[全粒・全粒製
品]

全粒
ブラジル産、
乾

〃

新規 だいず
[全粒・全粒製
品]

いり大豆 〃 計算

04028 だいず
[全粒・全粒製
品]

水煮缶詰 〃

04029 だいず
[全粒・全粒製
品]

きな粉
全粒大豆、
黄大豆

細分化

新規 だいず
[全粒・全粒製
品]

きな粉
全粒大豆、
青大豆

細分化

04030 だいず
[全粒・全粒製
品]

きな粉
脱皮大豆、
黄大豆

細分化

新規 だいず
[全粒・全粒製
品]

きな粉
脱皮大豆、
青大豆

細分化

新規 だいず
[全粒・全粒製
品]

大豆はいが

04032 だいず
[豆腐・油揚げ
類]

木綿豆腐

04033 だいず
[豆腐・油揚げ
類]

絹ごし豆腐

04034 だいず
[豆腐・油揚げ
類]

ソフト豆腐

04035 だいず
[豆腐・油揚げ
類]

充てん豆腐

04036 だいず
[豆腐・油揚げ
類]

沖縄豆腐 別名：島豆腐

新規 だいず
[豆腐・油揚げ
類]

油揚げ 油抜き、生

凝固剤の違
いによる細
分化を検討
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食品番号 食品名１ 食品名２ 食品名３ 食品名４
別名、食品の説明、試料の説
明等

事務局メモ

新規 だいず
[豆腐・油揚げ
類]

油揚げ 油抜き、焼き

新規 だいず
[豆腐・油揚げ
類]

油揚げ 油抜き、ゆで

04042 だいず
[豆腐・油揚げ
類]

凍り豆腐
試料 : 炭酸水素ナトリウム処理
製品
別名 ： 高野豆腐

新規 だいず
[豆腐・油揚げ
類]

凍り豆腐 湯戻し

新規 だいず
[豆腐・油揚げ
類]

ろくじょう豆腐

04048 だいず [納豆類] 五斗納豆 別名：こうじ納豆

別名に、こうじ納豆を追加
（こうじ納豆自体には、塩昆布とこ
うじで作る別物があるので、食品
名ではなく別名とします）

04049 だいず [納豆類] 寺納豆 別名 ： 塩辛納豆、浜納豆

04050  だいず  [その他]  おから  旧来製法 削除

新規 だいず [その他] おから 乾燥 計算

04057 だいず 大豆たんぱく
分離大豆たんぱ
く

塩分無調整
タイプ

細分化

新規 だいず 大豆たんぱく
分離大豆たんぱ
く

塩分調整タ
イプ

細分化

新規 だいず 湯葉 干し 湯戻し

04064 つるあずき 全粒、乾
試料 ： 輸入品
別名 ： たけあずき

新規 つるあずき 全粒、ゆで

04065 ひよこまめ 全粒、乾
試料 ： 輸入品
別名 ： チックピー、ガルバン
ゾー

04070 らいまめ 全粒、乾
試料 ： 輸入品
別名 ： ライマビーン、バター
ビーン

新規 らいまめ 全粒、ゆで

04071 りょくとう 全粒、乾
試料 ： 輸入品
別名 ： やえなり

04073 レンズまめ 全粒、乾 試料 ： 輸入品 別名 ： ひらまめ

新規 レンズまめ 全粒、ゆで

05001 アーモンド 乾 試料 ： 輸入品

05002 アーモンド フライ、味付け 試料 ： 輸入原料

新規 アーモンド ロースト、無塩

05003 あさ 乾 試料 ： 輸入品

05004 えごま 乾 別名 ： あぶらえ

05005 カシューナッツ フライ、味付け 試料 ： 輸入原料

05006 かぼちゃ いり、味付け 試料 ： 輸入原料

05013 (くり類） 中国ぐり 甘ぐり
試料 ： 輸入原料
別名 ： あまぐり

05014 くるみ いり 試料 ： 輸入原料を含む

05015 けし 乾 試料 ： 輸入品

05016 ココナッツ
ココナッツパウ
ダー

試料 ： 輸入品

05017 ごま 乾 試料 ： 洗いごま

05019 ごま むき 試料 ： 輸入品及び輸入原料

新規 ごま ねり 計算

(○○） ごま豆腐　→　いも及びでん粉類・（でん粉製品）

05020 しい 生 別名：こじい

05021 すいか いり、味付け 試料 ： 輸入原料

05022 とち 蒸し 試料 ： あく抜き冷凍品

05024 はす 成熟、乾 試料 ： 輸入品

新規 はす 成熟、ゆで

05026 ピスタチオ いり、味付け 試料 ： 輸入原料

05027 ひまわり フライ、味付け 試料 ： 輸入原料

５ 種実類
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食品番号 食品名１ 食品名２ 食品名３ 食品名４
別名、食品の説明、試料の説
明等

事務局メモ

05028 ブラジルナッツ フライ、味付け 試料 ： 輸入原料

05029 ヘーゼルナッツ フライ、味付け
試料 ： 輸入原料
別名：ヘイゼルナッツ、西洋は
しばみ、フィルバート

05030 ペカン フライ、味付け 試料 ： 輸入原料

05031
マカダミアナッ
ツ

いり、味付け 試料 ： 輸入原料

05032 まつ 生 試料 ： 輸入品

05033 まつ いり 試料 ： 輸入原料

05034 らっかせい 乾 大粒種
 大粒種
別名 ： なんきんまめ、ピーナッ
ツ

細分化

新規 らっかせい 乾 小粒種 〃 細分化

05035 らっかせい いり 大粒種 〃 細分化

新規 らっかせい いり 小粒種 〃 細分化

６ 野菜類

06007 アスパラガス 若茎、生
試料：グリーンアスパラガス。輸
入品を含む

06008 アスパラガス 若茎、ゆで 〃

新規 アスパラガス 若茎、油いため

06009 アスパラガス 水煮缶詰 試料：ホワイトアスパラガス

新規 アロエ 葉、生
試料：アロエベラ及びキダチア
ロエ

(06307) エシャレット→（らっきょう類）

06015 えだまめ 生 試料 : 輸入品を含む

06017 えだまめ 冷凍 試料 : 輸入品

06018 エンダイブ 葉､生
別名 ： きくちしゃ、にがちしゃ、
 シコレ

06019 (えんどう類） トウミョウ 芽生え 茎葉、生
食品の部位は、かいわれを参考
に修正

新規 (えんどう類） トウミョウ 芽生え、ゆで

新規 (えんどう類） トウミョウ 芽生え、油いため

06020 (えんどう類） さやえんどう 若ざや、生
試料 : 輸入品を含む
別名 : きぬさやえんどう

06025 (えんどう類） グリンピース 冷凍 試料 : 輸入品

06032 オクラ 果実、生 試料 : 輸入品を含む

06034 かぶ 葉、生 別名：かぶら、すずな

06046 (かぼちゃ類） 日本かぼちゃ 果実、生
別名：とうなす、ぼうぶら、なんき
ん

06048 (かぼちゃ類） 西洋かぼちゃ 果実、生
別名 ： くりかぼちゃ(西洋かぼ
ちゃ全体の別名）
試料 ： 輸入品を含む

新規 (かぼちゃ類） 西洋かぼちゃ 果実、焼き

06050 (かぼちゃ類） 西洋かぼちゃ 果実、冷凍 試料 ： 輸入品

06051 (かぼちゃ類）
そうめんかぼ
ちゃ

果実、生
別名：ぺぽかぼちゃ、きんしう
り、そうめんうり、いとかぼちゃ

06058 きく 花びら、生
別名 ： 食用ぎく、料理ぎく
（きく全体の別名）

06061 (キャベツ類） キャベツ 結球葉、生 別名：かんらん、たまな

新規 (キャベツ類） キャベツ 結球葉、油いため

06067 きゅうり 漬物 しょうゆ漬 試料 ： 市販品

06069 きゅうり 漬物 ピクルス スイート型 酢漬けしたもの
試料 ： 市販品

06070 きゅうり 漬物 ピクルス サワー型 乳酸発酵したもの
試料 ： 市販品

06075 キンサイ 茎葉、生
別名：中国セロリ、スープセロ
リ、リーフセロリ

06077 クレソン 茎葉、生
別名 ： オランダがらし、オラン
ダみずがらし

06080 ケール 葉、生
別名：ハキャベツ、はごろもかん
らん

06081 コールラビ 球茎、生
別名：球茎かんらん、かぶかん
らん

06083 こごみ 若芽、生 別名 ： くさそてつ、こごめ
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食品番号 食品名１ 食品名２ 食品名３ 食品名４
別名、食品の説明、試料の説
明等

事務局メモ

06084 ごぼう 根、生 試料 ： 輸入品を含む

06086 こまつな 葉、生
 別名 ： ふゆな、ゆきな、うぐい
 すな

06088 ザーサイ 漬物
試料 ： 市販品
別名：ダイシンサイ

06089 さんとうさい 葉、生 別名：さんとうな

06093 ししとう がらし 果実、生 別名：ししとうがらし

06094 ししとう がらし 果実、油いため 〃

06095 しそ 葉、生
青じそ（別名 ： 大葉）及び赤じ
そを含む

06096 しそ 実、生 試料：青じそ

06097
じゅうろくささ
げ

若ざや、生 別名：長ささげ、三尺ささげ

06103 (しょうが類） しょうが 根茎、生

ひねしょうが(しょうが全体の備
考）
試料 : 輸入品を含む(根茎生の
備考）

06104 (しょうが類） しょうが 漬物 酢漬
試料 : 市販品
別名 ： 紅しょうが

06105 (しょうが類） しょうが 漬物 甘酢漬
試料 : 市販品
別名 ： ガリ

06106 しろうり 果実、生
別名：あさうり、つけうり (しろうり
全体の備考）

06108 しろうり 漬物 奈良漬 試料 ： 市販品

06115 すぐきな すぐき漬 試料 ： 市販品

06117 せり 茎葉、生 別名 ： かわな

06119
セロリ
 セロリー

葉柄、生
試料 ： 輸入品を含む
別名 ： セロリー、セルリー、オラ
ンダみつば

06126 タアサイ 葉、生
別名：ひさごな、ゆきな、タァサ
イ、ターサイ、ターツァイ、きさら
ぎな

06129 (だいこん類） 葉だいこん 葉、生 試料 ： 水耕栽培品

06136 (だいこん類） 切干しだいこん 乾

新規 (だいこん類） 切干しだいこん ゆで 水もどし後、ゆで

新規 (だいこん類） 切干しだいこん 油いため 水もどし後、油いため

06138 (だいこん類） 漬物 たくあん漬
塩押しだいこ
ん漬

試料 ： 市販品
別名 ： 新漬たくあん、早漬たく
あん

06139 (だいこん類） 漬物 たくあん漬
干しだいこん
漬

試料 ： 市販品
別名：本たくあん

06140 (だいこん類） 漬物 守口漬 試料 ： 市販品

06141 (だいこん類） 漬物 べったら漬 試料 ： 市販品

06142 (だいこん類） 漬物 みそ漬 試料 ： 市販品

06143 (だいこん類） 漬物 福神漬
試料 ： 市販品
原材料 ： だいこん、なす、なた
まめ、れんこん、しょうが等

06144 (たいさい類） つまみな 葉、生
試料 ： 若採りせっぱくたいさい
（雪白体菜）

06148 たかな たかな漬 試料 ： 市販品

06153 (たまねぎ類） たまねぎ りん茎、生 試料 ： 輸入品を含む

新規 (たまねぎ類） たまねぎ りん茎、油いため

06159
チコリ
 チコリー

若芽、生
試料 ： 輸入品
別名 ： きくにがな、アンディー
ブ、チコリー

新規 チンゲンサイ 葉、油いため

06169 とうがらし 葉･果実、生

別名 ： なんばん(とうがらし全体
の備考）
試料 ： 辛味種 (とうがらし全体
の備考）
別名 ： 葉とうがらし(葉・果実の
備考）

06172 とうがらし 果実、乾 別名：赤とうがらし、たかのつめ

06173 とうがん 果実、生 別名：かもうり

新規
(とうもろこし
類）

スイートコーン 電子レンジ調理
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食品番号 食品名１ 食品名２ 食品名３ 食品名４
別名、食品の説明、試料の説
明等

事務局メモ

06177
(とうもろこし
類）

スイートコーン
未熟種子、穂軸
つき  ホール、冷
凍

試料 ： 輸入品
缶詰のホールコーンとの混同を回
避するため名称を変更

06178
(とうもろこし
類）

スイートコーン
未熟種子、カー
ネル、冷凍

穂軸を除いた実のみ
試料 ： 輸入品

カーネルの説明を追加

06184 (トマト類） 缶詰 ホール 食塩添加
試料 ： 食塩添加品
別名：トマト水煮缶詰

細分化

新規 (トマト類） 缶詰 ホール 食塩無添加 細分化

06185 (トマト類） 缶詰 トマトジュース 食塩添加 ミックスとの並びでトマトを追記

新規 (トマト類） 缶詰 トマトジュース 食塩無添加 細分化

06186 (トマト類） 缶詰 ミックスジュース 食塩添加
原材料 ： トマト、にんじん、セロ
リー等

細分化

新規 (トマト類） 缶詰 ミックスジュース 食塩無添加 〃 細分化

06187 トレビス 葉、生
試料 ： 輸入品
別名 ： トレビッツ、あかめチコ
リ、レッドチコリ

06188 とんぶり ゆで
ほうきぎ（ほうきぐさ）の種子
試料 ： 市販品
別名 ： ずぶし、ねんどう

新規 (なす類） なす 果実、油いため

新規 (なす類） なす 果実、天ぷら

06197 (なす類） 漬物 こうじ漬 試料 ： 市販品

06198 (なす類） 漬物 からし漬 試料 ： 市販品

06199 (なす類） 漬物 しば漬 試料 ： 市販品

新規 (にら類） にら 葉、油いため

06211 (にんじん類） 葉にんじん 葉、生
試料 ： 水耕栽培品
別名 ： にんじんな

06212 (にんじん類） にんじん 根、皮つき、生 試料 ： 輸入品を含む

06214 (にんじん類） にんじん 根、皮むき、生 試料 ： 輸入品を含む

新規 (にんじん類） にんじん
根、皮むき、油い
ため

06216 (にんじん類） にんじん 根、冷凍 試料 ： 輸入品

06223 (にんにく類） にんにく りん茎、生 試料 ： 輸入品を含む

新規 (にんにく類） にんにく りん茎、油いため

06224 (にんにく類） 茎にんにく 花茎、生
試料 ： 輸入品
別名 ： にんにくの芽

06226 (ねぎ類） 根深ねぎ 葉、軟白、生
別名 ： 長ねぎ(ねぎ類全体の
別名）←こねぎは長ネギとは言
わないのでは？（要確認）

新規 (ねぎ類） 根深ねぎ 葉、軟白、ゆで

新規 (ねぎ類） 根深ねぎ
葉、軟白、油いた
め

新規 (ねぎ類） 葉ねぎ 葉、油いため

06230 のざわな 漬物 塩漬 試料 ： 市販品

06231 のざわな 漬物 調味漬 試料 ： 市販品

06236 はくさい 漬物 キムチ 試料 ： 市販品

06240 はつかだいこん 根、生 試料 : 赤色球形種
別名 ： ラディッシュ

06241 はやとうり 果実 白色種、生 別名：せんなりうり 細分化

新規 はやとうり 果実 緑色種、生 〃 細分化

06243
ビーツ
 ビート

根、生
別名：ビート、ビートルート、レッ
ドビート、テーブルビート、かえ
んさい

06244
ビーツ
 ビート

根、ゆで 〃

06247 (ピーマン類） 赤ピーマン 果実、生
試料 ： 輸入品
別名 ： パプリカ、クィーンベル

06249 (ピーマン類） 黄ピーマン 果実、生
試料 ： 輸入品
別名 ： パプリカ、キングベル、
イエローベル

06251 (ピーマン類） トマピー 果実、生 別名：ミニパプリカ

06252 ひのな 根・茎葉、生
別名：えびな　(ひのな全体の備
考）
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06253 ひのな 根・茎葉、甘酢漬 試料 ： 市販品
他のものと異なり、根も含むため、
漬け物の部位を追加

06254 ひろしまな 葉、生
別名 ： ひらくきな　(ひろしまな
全体の備考）

06255 ひろしまな 塩漬 試料 ： 市販品

06263 ブロッコリー 花序、生 試料 ： 輸入品を含む

新規 ブロッコリー 芽生え、生 別名 ： ブロッコリースプラウト

06265 へちま 果実、生
別名：いとうり、ナーベーラー 、
ナビャーラ 、 ナベーラ、ナーベ
ナ

06267 ほうれんそう 葉 夏採り、生

新規 ほうれんそう 葉 冬採り、生

06268 ほうれんそう 葉 夏採り、ゆで

新規 ほうれんそう 葉 冬採り、ゆで

新規 ほうれんそう 葉 冬採り、油いため
油炒めは、10月～1月に購入した
ものを分析。

06269 ほうれんそう 葉、冷凍 試料 ： 輸入品

06272 みずかけな 葉、生
別名 ： とうな（薹菜） （みずかけ
な全体の備考）

06273 みずかけな 塩漬 試料 ： 市販品

06072
みずな
 きょうな

葉、生
別名 ： きょうな、せんすじきょう
な

五十音順による順場変更

06073
みずな
 きょうな

葉、ゆで 〃

06074
みずな
 きょうな

塩漬 〃

新規 みぶな 葉、生 別名 ： きょうな

06295 やまごぼう みそ漬
試料 ： 市販品
別名 ： ごぼうあざみ

06304 らっかせい 未熟豆、ゆで 試料 ： 市販品

(05034～35） 乾・いり →種実類・らっかせい

06305 (らっきょう類） らっきょう りん茎、生
別名 ： おおにら、さとにら (らっ
きょう全体にかかる別名）

06306 (らっきょう類） らっきょう 甘酢漬 試料 ： 市販品

06307 (らっきょう類）
エシャレット
 エシャロット

りん茎、生
土寄せ軟白若採りのらっきょう
別名 ：  エシャレット、エシャ、エ
シャらっきょう

洋野菜のエシャロットとは異なる
野菜であり、農水省でもエシャレッ
トとして区別

06308 リーキ りん茎葉、生 別名：西洋ねぎ、ポロねぎ

06319
ルッコラ　 ロ
 ケットサラダ

葉、生
別名 ： ロケットサラダ、エルカ、
ルコラ

五十音順による順番変更

新規 (レタス類） レタス
水耕栽培、結球
葉、生

新規 (レタス類） サンチュ 葉、生 別名 ： かきちしゃ

06316 (レタス類） コスレタス 葉、生
試料 ： 輸入品を含む
別名 ： ロメインレタス、たちち
しゃ、たちレタス

06323 わさび わさび漬 試料 ： 市販品

７ 果実類

07001 あけび 果肉、生 試料 ： みつばあけび

07003 アセロラ 酸味種、生 試料 ：  酸味種 。輸入冷凍品 細分化

新規 アセロラ 甘味種、生 〃 細分化

07006 アボカド 生
試料 ： 輸入品
別名：アボガド

07007 あんず 生
別名：アプリコット（あんず全体
にかかる別名）

07008 あんず 乾 試料 ： 輸入品

07009 あんず 缶詰
試料 : ヘビーシラップ漬、輸入
品

新規 いちご 乾 ドライフルーツ

07016 いちじく 乾

新規 いちじく
乾（ドライフルー
ツ）（？？）

07016との違いは？

07017 いちじく 缶詰 試料 : ヘビーシラップ漬｡

細分化
既収載の｢06267生」、「06268ゆ
で」は、VC以外は夏冬平均値。
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事務局メモ

07035
うんしゅうみか
ん

缶詰 果肉 試料 : ライトシラップ漬

07036
うんしゅうみか
ん

缶詰 液汁 試料 : ライトシラップ漬

07037 オリーブ
塩漬け
 ピクルス

グリーンオリーブ
試料 : びん詰　(オリーブ全体
に係る備考）
緑果の塩漬け

07038 オリーブ 塩漬け ブラックオリーブ
熟果の塩漬け
別名 ： ライプオリーブ

07039 オリーブ 塩漬け スタッフドオリーブ 緑果にピメントを詰めた塩漬け

07040 (オレンジ類） ネーブル 砂じょう、生
試料 : 輸入品及び国産品
別名：ネーブルオレンジ

07041 (オレンジ類）
バレンシア オレ
 ンジ

米国産、砂じょう 生

別名：バレンシアオレンジ（バレ
ンシア全体に関する別名）
試料 : 輸入品

細分化

新規 (オレンジ類）
バレンシア オレ
 ンジ

福原オレンジ、砂
じょう

生 試料 ： 国産品 細分化

07042 (オレンジ類） バレンシア 果実飲料
ストレート
ジュース

07043 (オレンジ類） バレンシア 果実飲料
濃縮還元
ジュース

07044 (オレンジ類） バレンシア 果実飲料
50 %果汁入
り飲料

07045 (オレンジ類） バレンシア 果実飲料
30 %果汁入
り飲料

07046 (オレンジ類） バレンシア マーマレード 高糖度

07047 (オレンジ類） バレンシア マーマレード 低糖度

07048 オロブランコ 砂じょう、生
試料 : 輸入品
別名 : スイーティー

新規 かわちばんかん 砂じょう、生

07054 キウイフルーツ 綠肉種、生
試料 : 輸入品を含む
別名 ： キウイ

新規 キウイフルーツ 黄肉種、生 別名 ： ゴールデンキウイ

新規 きよみ 砂じょう、生
タンゴールを分割。五十音順によ
る順番変更

07055 キワノ 生
試料 : 輸入品
別名：キワノフルーツ

07057 グァバ 赤肉種、生

 赤肉種
試料 : 輸入品及び国産品
別名：グアバ、ばんじろう、ばん
ざくろ

細分化

新規 グァバ 白肉種、生 〃 細分化

07060
グーズベリー
 グズベリー

生
別名：グズベリー、西洋すぐり、
まるすぐり、おおすぐり

園芸学会用語集の表記（グーズベ
リー）にあわせます

07062
グレープフルー
ツ

白肉種 砂じょう、生
 白肉種
試料 : 輸入品

細分化

新規
グレープフルー
ツ

紅肉種 砂じょう、生 細分化

07067
グレープフルー
ツ

缶詰 缶詰 試料 : ライトシラップ漬

07157 ココナッツ
ココナッツウォー
ター

試料 : 輸入品

07158 ココナッツ ココナッツミルク 試料 : 輸入品、缶詰

新規 ココナッツ ナタデココ

07072 さくらんぼ 米国産、生 缶詰 試料 : ヘビーシラップ漬

07075
シークヮーサー
 シイクワシャー

果汁、生
別名：ひらみレモン、シークワー
サー、シイクワシャー、シィク
ワーサー

07076 シークヮーサー 10 %果汁入り飲料 〃

新規 しらぬい 砂じょう、生 別名 ： デコポン
タンゴールを分割。五十音順によ
る順番変更

07077 すいか 赤肉種、生  赤肉種 細分化

新規 すいか 黄肉腫、生 細分化

07069
スターフルーツ
 ごれんし

生
試料 : 輸入品
別名 ： ごれんし

五十音順による順番変更

07080 (すもも類） にほんすもも 生
別名 ： すもも、はたんきょう、プ
ラム
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07082 (すもも類） プルーン 乾
〃
試料 : 輸入品

新規 せとか 砂じょう、生

07085
 タンゼロ
セミノール

砂じょう、生  品種 : セミノール等
個別品種で掲載することとし、試
料として用いたセミノールに名称
変更。五十音順による順番変更

07084  タンゴール  砂じょう、生
 品種 : 清見、不知火(しらぬひ、
 市販通称名 ： デコポン)

「きよみ」「しらぬい」に分割

07086 チェリモヤ 生 試料 : 輸入品

07111
ドラゴンフルー
ツ　 ピタヤ

生
別名：ピタヤ
試料：レッドピタヤ、輸入品

五十音順による順番変更

07087 ドリアン 生
試料 : 果皮を除いた輸入冷凍
品

07089 (なし類） 日本なし 缶詰 試料 : ヘビーシラップ漬

07092 (なし類） 西洋なし 缶詰
〃
試料 : ヘビーシラップ漬

07093 なつみかん 砂じょう、生
別名 ： なつだいだい
なつかん、あまなつみかんを含
む

07094 なつみかん 缶詰
〃
試料 : ヘビーシラップ漬

07095 なつめ 乾 試料 : 輸入品

07096 なつめやし 乾
試料 : 輸入品
別名 ： デーツ

07097 パインアップル 生

別名 ： パイナップル（パイン
アップル全体にかかる別名）
試料 : 輸入品及び国産品（生
にかかる備考）

07102 パインアップル 缶詰 試料 : ヘビーシラップ漬

07104 ハスカップ 生 別名 ： くろみのうぐいすかぐら

07106
パッションフ
ルーツ

果汁、生 別名 ： くだものとけいそう

07107 バナナ 生 試料 : 輸入品及び国産品

07108 バナナ 乾 試料 : 輸入品

07109 パパイア 完熟、生

別名 : パパイヤ（ﾊﾟﾊﾟｲｱ全体に
かかる備考）
試料 : 輸入品及び国産品（完
熟にかかる備考）

新規 はるみ 砂じょう、生

07115 びわ 缶詰 試料 : ヘビーシラップ漬

07122 ぶどう 缶詰 試料 : ヘビーシラップ漬

07124 ブルーベリー 生
試料：ハイブッシュブルーベ
リー

新規 ブルーベリー 乾 ドライフルーツ

07128 ホワイトサポテ 生 試料 : 輸入品

07130 まくわうり 黄肉種、生  黄肉種

新規 まくわうり 白肉種、生

07132 マンゴー 生 試料 : 輸入品

07133 マンゴスチン 生 試料 : 輸入冷凍品

07134 メロン 温室メロン、生 試料：アールス系（緑肉種）
露地を緑と赤にわけることから、
温室については試料としたものが
緑肉種であることを明示。

07135 メロン 露地メロン

緑肉種、生
（2010では白肉と
なっているが要確
認）

 白肉種 細分化

新規 メロン 露地メロン 赤肉種、生 細分化

07136 (もも類） もも 生
別名 ： 毛桃(もも全体の別名）
試料：白肉種

07138 (もも類） もも 缶詰
白肉種、果
肉

 白肉種
試料 ： ヘビーシラップ漬

細分化

新規 (もも類） もも 缶詰
黄肉種、果
肉

〃 細分化

07141 やまもも 生 試料 ： 栽培品

07144 ライチー 生
試料 ： 輸入冷凍品
別名 ： れいし

07145 ライム 果汁、生 試料 ： 輸入品
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食品番号 食品名１ 食品名２ 食品名３ 食品名４
別名、食品の説明、試料の説
明等

事務局メモ

07146 ラズベリー 生
試料 ： 輸入品
別名：レッドラズベリー、西洋き
いちご

07147 りゅうがん 乾 試料 ： 輸入品

07148 りんご 皮むき、生

新規 りんご 皮つき、生

07153 りんご 缶詰 試料 ： ヘビーシラップ漬

07155 レモン 全果、生 試料 ： 輸入品及び国産品

８ きのこ類

08001 えのきたけ 生

別名：なめたけ（えのきたけ全体
にかかる備考）
試料 : 栽培品（生にかかる備
考）

新規 えのきたけ 油いため

08004 (きくらげ類） あらげきくらげ 乾 試料 : 輸入栽培品

新規 (きくらげ類） あらげきくらげ 油いため 水戻し後、油いため

08006 (きくらげ類） きくらげ 乾 試料 : 輸入栽培品

08008 (きくらげ類） しろきくらげ 乾 試料 : 輸入栽培品

08010 くろあわびたけ 生 試料 : 栽培品

08011 しいたけ 生しいたけ 菌床栽培、生 試料 : 栽培品 細分化

08012 しいたけ 生しいたけ 菌床栽培、ゆで 細分化

新規 しいたけ 生しいたけ
菌床栽培、油い
ため

新規 しいたけ 生しいたけ 原木栽培、生 試料 : 栽培品 細分化

新規 しいたけ 生しいたけ 原木栽培、ゆで 細分化

新規 しいたけ 生しいたけ
原木栽培、油い
ため

08013 しいたけ 乾しいたけ 乾
どんこ、こうしんを含む（乾しい
たけ全体にかかる備考）
試料 : 栽培品

08015 (しめじ類） はたけしめじ 生 試料 : 栽培品

新規 (しめじ類） はたけしめじ ゆで

08016 (しめじ類） ぶなしめじ 生 試料 : 栽培品

新規 (しめじ類） ぶなしめじ 油いため

08018 (しめじ類） ほんしめじ 生 別名：だいこくしめじ

新規 (しめじ類） ほんしめじ ゆで

08019 たもぎたけ 生
試料 : 栽培品
別名：にれたけ、たもきのこ

08020 なめこ 生 試料 : 栽培品

08023 ぬめりすぎたけ 生 試料 : 栽培品

08024 (ひらたけ類） うすひらたけ 生 試料 : 栽培品

08025 (ひらたけ類） エリンギ 生 試料 : 栽培品

新規 (ひらたけ類） エリンギ ゆで

新規 (ひらたけ類） エリンギ 油いため

新規 (ひらたけ類） エリンギ 焼き

08026 (ひらたけ類） ひらたけ 生
試料 : 栽培品
別名：かんたけ

08028 まいたけ 生 試料 : 栽培品

新規 まいたけ 油いため

08031 マッシュルーム 生 試料 : 栽培品

新規 マッシュルーム 油いため

08034 まつたけ 生 試料 : 輸入品を含む

08036 やなぎまつたけ 生 試料 : 栽培品

９ 藻類

09003 あまのり ほしのり
すき干ししたもの
別名  市販通称名：のり

市販通称名などの記載は「別名」
に統一(以下同じ）

09012
 くびれづた
うみぶどう

生
別名 ： くびれずた(和名）、くび
れづた  うみぶどう

一般の方にわかりやすい名称に
変更。日本産海藻目録にあわせ
「くびれずた」を加筆
五十音順による順番変更

09009 えごのり おきうと 別名：おきゅうと
異音表記を追記（データベースで
検索される方の利便性を考慮）
(以下同じ）。
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食品番号 食品名１ 食品名２ 食品名３ 食品名４
別名、食品の説明、試料の説
明等

事務局メモ

09013 (こんぶ類）
えながおにこん
ぶ

素干し
別名 ： らうすこんぶ、おにこん
ぶ(和名）

おにこんぶの規格名が「利尻系え
ながおにこんぶ」

09014 (こんぶ類） がごめこんぶ 素干し 別名 ： がごめ(和名）

09018 (こんぶ類） みついしこんぶ 素干し 別名：日高こんぶ

09023 (こんぶ類） つくだ煮 試料 ： ごま入り

09025 てんぐさ 素干し
別名：まくさ(和名）
（てんぐさ全体にかかる別名）

09027 てんぐさ 角寒天
別名：棒寒天
細寒天（糸寒天）を含む

09028 てんぐさ 寒天 角寒天をゼリー状にしたもの

新規 てんぐさ 粉寒天

09031 ひじき ほしひじき 乾 煮熟後乾燥したもの

新規 ひじき ほしひじき ゆで

新規 ひじき ほしひじき 油いため 水もどし後、油いため

09033 ひとえぐさ つくだ煮 別名 ： のりのつくだ煮

09045 わかめ
湯通し塩蔵わか
め

塩抜き 別名 ： 生わかめ

09047 わかめ めかぶわかめ 生
試料 ： 冷凍品
別名 ： めかぶ

１０ 魚介類

＜魚類＞

新規 (あじ類) まあじ 刺身

新規 (あじ類) まあじ フライ

新規 (あじ類) まあじ 小型、骨付き、生

新規 (あじ類) まあじ 小型、骨付き、素揚げ

新規 (あじ類) まるあじ 生

新規 (あじ類) まるあじ 焼き

10008 (あじ類) にしまあじ 生
 市販通称名 ： ドーバーあじ等
試料 ： 輸入品

10015 あなご 生 試料 ： まあなご 試料とした魚種を記載します

10018 あまだい 生 試料 ： あかあまだい 試料とした魚種として記載します

10030 アラスカめぬけ 生
試料 ： 輸入品
別名 ： あかうお

めぬけを追加できないことは了解
です。店頭ではこの名称で売られ
ることが少ないため、あかうおは
残せないでしょうか。

10031 あんこう 生 試料：きあんこう 試料とした魚種として記載

10040 いとよりだい すり身 すり身
〃
試料 ： 輸入品

10044 (いわし類) かたくちいわし 生
別名 ： しこいわし、ひしこ、せぐ
ろ (かたくちいわし全体の別名）

10046 (いわし類) かたくちいわし 田作り
別名 ： ごまめ
幼魚の乾燥品（調理前）

１）乾燥幼魚・２）それを調理したも
の(料理名）の両方をさす名称であ
ることから、調理前のものであるこ
とがわかるよう備考に追記しまし
た

新規 (いわし類) まいわし フライ

新規 (いわし類) しらす、生
かたくちいわし、まわいし等の
幼魚

10055 (いわし類) しらす干し 微乾燥品

原材料 ： かたくちいわし、まい
わし等の幼魚(しらす干し全体
に係る備考）
主として関東向け

新規 (いわし類) 缶詰 アンチョビ

10067 うなぎ 養殖、生
試料：にほんうなぎ、ヨーロッパ
うなぎ

試料とした魚種として記載

10073 えい 生
 あかえい、がんぎえい等
別名 ： かすべ

あかえい、がんぎえいは代表種と
して書いてあるようですが、他の
記載と紛らわしいので削除します
（分析試料の生物種不明）

10074 えそ 生
試料：わにえそ、とかげえそ、ま
えそ

試料とした魚種として記載します
（魚種は来歴表で確認）

10077 おこぜ 生 試料：おにおこぜ 試料とした魚種として記載

10078 おひょう 生
試料 ： 輸入品
別名 ： おおひらめ

10084 (かじき類) まかじき 生 試料 ： 輸入品
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食品番号 食品名１ 食品名２ 食品名３ 食品名４
別名、食品の説明、試料の説
明等

事務局メモ

10085 (かじき類) めかじき 生
試料 ： 輸入品
別名 ： めか

新規 (かじき類) めかじき 焼き

10086 (かつお類) かつお 春獲り、生

別名 ： ほんがつお、まがつお
（かつお全体にかかる別名）
別名 ： 初がつお (春獲りの別
名）

10087 (かつお類) かつお 秋獲り、生 別名 ： 戻りがつお

10088 (かつお類) そうだがつお 生 試料：まるそうだ、ひらそうだ

10092 (かつお類) 加工品 削り節 試料 ： 包装品

10096 (かつお類) 缶詰 味付け、フレーク 別名：ツナ缶

10098 かます 生 試料：あかかます 試料とした魚種として記載

新規 (かれい類) まこがれい 焼き

10104 (かれい類) 子持ちがれい 生
試料 ： あかがれい及びばばが
れい

試料とした魚種として記載

10106 (かれい類) 干しかれい
試料(原材料） ： やなぎむしが
れい及びむしがれい（生干しひ
と塩品）。

試料とした魚種として記載

10109 きす 生  しろぎす
代表種として記載されています
が、分析試料の魚種が明確では
ないため削除

新規 きす 天ぷら

10110 きちじ 生 別名 ： きんきん、きんき

10113 キャビア 塩蔵品 試料 ： 輸入品

新規 ぎんだら 水煮

10117 ぐち 生
 いしもち（しろぐち）、にべ
試料：しろぐち（別名：いしもち）

試料とした魚種として記載

10122 (こち類)
 こち
まごち

生
別名 ： こち、がらごち、ぜにご
ち、ほんごち

10123 (こち類) めごち 生
関東で流通するめごち（ネズミ
ゴチ）とは別種。

10126 (さけ・ます類) からふとます 生
別名 ： あおます　 せっぱります
（からふとます全体に係る備考）
試料 ： 輸入品

不適切用語かどうか自信がありま
せんが、とりあえず水産庁の別名
にあわせます

10127 (さけ・ます類) からふとます 焼き 試料 ： 輸入品

10134 (さけ・ます類) しろさけ 生
別名 ： さけ（標準和名）、あきさ
け、あきあじ

10144 (さけ・ます類)
たいせいようさ
け

養殖、生
試料 ： 輸入品
別名 ： アトランティックサーモン

10146 (さけ・ます類) にじます 海面養殖、生
試料 ： 輸入品
別名：スチールヘッドトラウト、
サーモントラウト

新規 (さけ・ます類) にじます 海面養殖、刺身

10148 (さけ・ます類) にじます 淡水養殖、生 試料 ： 国産品

10149 (さけ・ます類) べにざけ 生 試料 ： 輸入品

10150 (さけ・ます類) べにざけ 焼き 試料 ： 輸入品

10152 (さけ・ます類) ますのすけ 生
試料 ： 輸入品
別名 ： キングサーモン

10154 (さば類) まさば 生 別名 ： さば

新規 (さば類) まさば フライ

新規 (さば類) ごまさば 生

新規 (さば類) ごまさば 水煮

新規 (さば類) ごまさば 焼き

10158 (さば類)
たいせいようさ
ば

生
試料 ： 輸入品
別名 ： ノルウェーさば

10161 (さば類) 加工品 塩さば 試料（原材料） ： 輸入魚

10167 (さめ類) あぶらつのざめ 生
別名 ： ふか(さめ類全体の別
名）
別名 ： あぶらざめ

新規 さんま 刺身

10180 (ししゃも類) ししゃも 生干し、生 試料 ： ひと塩品

10181 (ししゃも類) ししゃも 生干し、焼き 試料 ： ひと塩品

10184 したびらめ 生
試料 ： くろうしのした、あかした
びらめ

試料とした魚種として記載します

10187 シルバー 生 試料 ： 輸入品
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食品番号 食品名１ 食品名２ 食品名３ 食品名４
別名、食品の説明、試料の説
明等

事務局メモ

新規 (たい類) まだい 養殖、刺身

新規 (たら類) すけとうだら フライ

10200 (たら類) すけとうだら すり身 試料 ： 輸入品

10207 (たら類) まだら しらこ、生 〃
加工品に囲まれているので、生で
あることを追記しました。

10209 (たら類) まだら 干しだら 〃、試料 ： 無頭開き干し品

10215 とびうお 生
試料とした魚種が不明なので、代
表種の記載は見送ります

10212
ナイルティラピ
ア　 テラピア

生
別名 ： いずみだい、ちかだい､
テラピア

五十音順による順番変更

10216 なまず 生
試料 ：  日本なまず(国産）、アメ
リカなまず

試料とした魚種として記載

10225 はぜ 生 試料 ： まはぜ 試料とした魚種として記載

新規 ひらめ 養殖、刺身

新規 ぶり はまち 養殖、刺身

10248 ほっけ 開き干し 生

新規 ほっけ 開き干し 焼き

10253 (まぐろ類) くろまぐろ 赤身、生
別名 ： まぐろ、ほんまぐろ、しび
(クロマグロ全体の別名）

10255 (まぐろ類) びんなが 生
別名 ： びんちょう、とんぼ、び
んながまぐろ

「別名：びんながまぐろ」は、水産
庁のガイドライン他、複数のHPで
記載あり。現行では「びんながまぐ
ろ」でデータベース検索できないこ
とから追記。

10259 (まぐろ類) めばち 生
別名 ： ばちまぐろ、めばちまぐ
ろ

別名は、水産庁のガイドライン他、
複数のHPで記載あり。

10260 (まぐろ類) 缶詰 水煮、フレーク、ライト
別名：ツナ缶（まぐろ類缶詰全
体の別名）
原材料 ： きはだ

10265
マジェランあい
なめ

生
試料 ： 輸入品
別名 ： メロ、おおくち、マゼラン
あいなめ

10232
みなみくろたち
 バラクータ

生
 市場通称名：おきさわら
別名：バラクータ、みなみおお
すみやき、おおしびかます

五十音順により順番変更

10272 メルルーサ 生
試料 ： 輸入品
別名 ： ヘイク

(10265) メロ→マジェランあいなめ

10273 やつめうなぎ 生 試料 ： かわやつめ 試料とした魚種として記載

＜貝類＞

(10318) あかがい 味付け缶詰 →  もがいさるぼう・味付け缶詰

10285 あわび 生
試料 ： くろあわび、まだかあわ
び、めがいあわび

試料とした種として記載

10288 あわび 水煮缶詰 試料 ： 輸入品

10291 エスカルゴ　 水煮缶詰 試料 ： 輸入品

10318
さるぼう
 もがい

味付け缶詰
別名 ： もがい（貝の別名）
別名 ： 赤貝（さるぼう）味付け
缶詰（製品の別名）

五十音順による順番変更

新規 しじみ 水煮

10298 たいらがい 貝柱、生 別名 ： たいらぎ（標準和名）

10299 たにし 生 試料 : まるたにし、ひめたにし 試料とした種として記載

10300 つぶ 生

 ひめえぞぼら、えぞばい等
試料 : えぞぼら、ひめえぞぼ
ら、えぞばい
別名 ： ばい

試料とした種と別名を明確にして
記載

10302  トップシェル  味付け缶詰
 あかにし等を含む
  さざえの缶詰といわれていたも
 の。

削除

10304 ばい がい 生

 ばい、えっちゅうばい等
試料 : ちじみえぞぼら、おお
えっちゅうばい等
別名 ： つぶ

試料とした種と別名を明確にして
記載します

新規 ほたてがい 貝柱 焼き

10316 ほっきがい 生 別名 ： うばがい（標準和名）

10317 みるがい 水管、生 別名 ： みるくい（標準和名）

＜えび・かに類＞
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食品番号 食品名１ 食品名２ 食品名３ 食品名４
別名、食品の説明、試料の説
明等

事務局メモ

10319 (えび類) あまえび 生
別名 ： ほっこくあかえび(標準
和名）

10327 (えび類) 大正えび 生
試料 ： 輸入品
別名 ： こうらいえび（標準和名）

新規 (えび類) バナメイエビ 養殖、生

新規 (えび類) バナメイエビ 養殖、天ぷら

10329 (えび類)
ブラックタイ
ガー

養殖、生
試料 ： 輸入品
別名 ： うしえび（標準和名）

10330 (えび類) 加工品 干しえび 試料（原材料） ： さるえび 試料とした種として記載

(10332) わたりがに→がざみ

新規 (いか類) するめいか 胴、皮つき、生

新規 (いか類) するめいか 胴、刺身

新規 (いか類) するめいか
胴、皮つき、天ぷ
ら

新規 (いか類) するめいか 耳・足、生

10358 (いか類) 加工品 塩辛 試料 ： 赤作り

10363 あみ つくだ煮
別名 ： にほんいさざあみ（標準
和名）

10365 うに 生うに 試料：むらさきうに、ばふんうに 試料とした種として記載

10368 おきあみ 生
試料 ： なんきょくおきあみ、冷
凍品（殻つき）

試料とした種として記載

10369 おきあみ ゆで
試料 ： なんきょくおきあみ、
海水でゆでた後冷凍したもの

10372 なまこ 生 試料 ： まなまこ 試料とした種として記載

10374 ほや 生  まぼや、あかぼや
現行では代表種が記載されてい
ますが、試料とした種が不明なの
で削除

＜水産練り製品＞

10376
かに風味かまぼ
こ

別名 ： かにかま

１１ 肉類

＜畜肉類＞

11003 うさぎ 肉、赤肉、生 試料 ： 家うさぎ

11004 うし [和牛肉] かた
脂身つき、
生

試料 ： 黒毛和種(和牛肉全体
にかかる備考)

新規 うし [和牛肉] リブロース
脂身つき、
焼き

新規 うし [和牛肉] リブロース
脂身つき、ゆ
で

11018 うし [和牛肉] ばら
脂身つき、
生

別名 ： カルビ

新規 うし [和牛肉] もも
皮下脂肪な
し、焼き

新規 うし [和牛肉] もも
皮下脂肪な
し、ゆで

11030 うし [乳用肥育牛肉] かた
脂身つき、
生

試料 ： ホルスタイン種
別名  市販通称名 ： 国産牛
(乳用肥育牛肉全体にかかる備
考)

11046 うし [乳用肥育牛肉] ばら
脂身つき、
生

別名 ： カルビ

新規 うし [乳用肥育牛肉] ばら
脂身つき、
焼き

新規 うし [乳用肥育牛肉] ヒレ 赤肉、焼き

新規 うし [交雑牛肉] リブロース
脂身つき、
生

赤肉及び脂身から計算で算出

新規 うし [交雑牛肉] リブロース
脂身つき、
焼き

新規 うし [交雑牛肉] リブロース
脂身つき、ゆ
で

新規 うし [交雑牛肉] リブロース
皮下脂肪な
し、生

赤肉及び脂身から計算で算出

新規 うし [交雑牛肉] リブロース 赤肉、生

新規 うし [交雑牛肉] リブロース 脂身、生
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食品番号 食品名１ 食品名２ 食品名３ 食品名４
別名、食品の説明、試料の説
明等

事務局メモ

新規 うし [交雑牛肉] ばら
脂身つき、
生

新規 うし [交雑牛肉] もも
脂身つき、
生

赤肉及び脂身から計算で算出

新規 うし [交雑牛肉] もも
皮下脂肪な
し、生

新規 うし [交雑牛肉] もも
皮下脂肪な
し、焼き

新規 うし [交雑牛肉] もも
皮下脂肪な
し、ゆで

新規 うし [交雑牛肉] もも 赤肉、生

新規 うし [交雑牛肉] もも 脂身、生

新規 うし [交雑牛肉] ひれ 赤肉、生

新規 うし [輸入牛肉] リブロース
脂身つき、
焼き

新規 うし [輸入牛肉] リブロース
脂身つき、ゆ
で

11074 うし [輸入牛肉] ばら
脂身つき、
生

別名 ： カルビ

新規 うし [輸入牛肉] もも
皮下脂肪な
し、焼き

新規 うし [輸入牛肉] もも
皮下脂肪な
し、ゆで

新規 うし [ひき肉] 焼き

新規 うし [副生物] 舌 焼き

11092 うし [副生物] 肝臓 生
試料 ： 和牛
別名 ： レバー

11094 うし [副生物] 第一胃 ゆで
試料 ： 市販品
別名 ： みの

11095 うし [副生物] 第二胃 ゆで
試料 ： 市販品
別名 ： はちのす

11097 うし [副生物] 第四胃 ゆで
試料 : 市販品
別名 ： あかせんまい、ギアラ

11101 うし [副生物] 腱 ゆで 試料 ： 市販品
別名 ： すじ

11102 うし [副生物] 子宮 ゆで 試料 ： 市販品
別名 ： こぶくろ

新規 うし [副生物] 横隔膜 生 別名 ： ハラミ

11104 うし [加工品] ローストビーフ 試料 : 市販品

11106 うし [加工品] 味付け缶詰 試料 ： 大和煮缶詰

11110 くじら 肉、赤肉、生 試料 ： ミンクくじら

新規 しか 国産肉、赤肉、生 試料 :　えぞしか

11114 しか 輸入肉、赤肉、生 試料 ： あかしか、 輸入冷凍品

新規 ぶた [大型種肉] ロース
脂身つき、と
んかつ

新規 ぶた [大型種肉] ばら
脂身つき、
焼き

新規 ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉、焼き

新規 ぶた [大型種肉] ヒレ
赤肉、とんか
つ

11141 ぶた [中型種肉] かた
脂身つき、
生

試料：バークシャー種
別名 ： 黒ぶた
（中型種肉全体にかかる備考）

新規 ぶた [ひき肉] 焼き

11168 ぶた [副生物] 胃 ゆで
試料 ： 市販品
別名 ： がつ

11169 ぶた [副生物] 小腸 ゆで
試料 ： 市販品
別名 ： ひも

11170 ぶた [副生物] 大腸 ゆで 試料 ： 市販品

11173 ぶた [副生物] 軟骨 ゆで
試料 ： 市販品
別名 ： ふえがらみ

11174 ぶた
[ハム・プレス
ハム類]

骨付ハム
品質表示基準でハムとプレスハム
を区分していることから追記

11175 ぶた
[ハム・プレス
ハム類]

ボンレスハム
データベース検索上の利便性から
ﾊﾑを追記します（以下同じ）
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食品番号 食品名１ 食品名２ 食品名３ 食品名４
別名、食品の説明、試料の説
明等

事務局メモ

11176 ぶた
[ハム・プレス
ハム類]

ロースハム

11177 ぶた
[ハム・プレス
ハム類]

ショルダーハム

11178 ぶた
[ハム・プレス
ハム類]

プレスハム

11179  ぶた  [ハム類]
 混合プレス
 ハム

 主原料：マトン
マトン原料であることから「めんよ
う」へ移動

11180 ぶた
[ハム・プレス
ハム類]

チョップドハム

11181 ぶた
[ハム・プレス
ハム類]

生ハム 促成 ラックスハムを含む

11182 ぶた
[ハム・プレス
ハム類]

生ハム 長期熟成 プロシュートを含む

11183 ぶた [ベーコン類] ベーコン ばら肉を原料とするもの

11184 ぶた [ベーコン類] ロースベーコン

11185 ぶた [ベーコン類]
ショルダーベー
コン

11186 ぶた [ソーセージ類]
ウインナーソー
セージ

11187 ぶた [ソーセージ類]
セミドライソー
セージ

ソフトサラミを含む

11188 ぶた [ソーセージ類]
ドライソーセー
ジ

サラミを含む

11189 ぶた [ソーセージ類]
フランクフルト
ソーセージ

11190 ぶた [ソーセージ類]
ボロニアソー
セージ

11191 ぶた [ソーセージ類]
リオナソーセー
ジ

11192 ぶた [ソーセージ類]
レバーソーセー
ジ

11193 ぶた [ソーセージ類] 混合ソーセージ

11195 ぶた [その他} 焼き豚
試料 ： 市販品、蒸し焼きしたも
の

チャーシューについて、食品群別
留意事項へ加筆

11198 ぶた [その他} ゼラチン 試料 ： 家庭用

11199 めんよう [マトン] ロース
脂身つき、
生

別名 ： ひつじ （めんよう全体の
備考）
試料：ニュージーランド、オース
トラリア産（マトン全体の備考）

新規 めんよう [マトン] ロース
脂身つき、
焼き

11179 めんよう [マトン] 混合プレスハム
マトンに、つなぎとして魚肉を混
合したもの

(ぶた[ハム類]から移動）

11201 めんよう [ラム] かた
脂身つき、
生

試料 ： ニュージーランド、オー
ストラリア産（ラム全体の備考）

新規 めんよう [ラム] ロース
脂身つき、
焼き

新規 めんよう [ラム] もも
脂身つき、
焼き

＜鳥肉類＞

11239 がちょう フォアグラ ゆで 試料 ：調味料無添加輸入品
生物種別に整理し「がちょう」を追
記。五十音順による順番変更

11208 かも まがも 肉、皮なし、生
試料 ： 輸入冷凍品
 標準和名 : まがも

11205 かも あいがも 肉、皮つき、生 試料 ：輸入冷凍品

11206 かも あひる 肉、皮つき、生

11209 きじ 肉、皮なし、生 試料 ： 輸入冷凍品

11211 すずめ
肉、骨・皮つき、
生

試料 ： 輸入冷凍品

新規 にわとり [若鶏肉] 手羽先 皮つき、生

新規 にわとり [若鶏肉] 手羽元 皮つき、生

新規 にわとり [若鶏肉] むね 皮つき、焼き

新規 にわとり [若鶏肉] むね 皮なし、焼き

かもの仲間として、まがも、あいが
も、あひるを整理
五十音順による順番変更
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新規 にわとり [若鶏肉] もも
皮つき、唐
揚げ

新規 にわとり [若鶏肉] もも
皮なし、唐揚
げ

新規 にわとり [ひき肉] 焼き

11236 にわとり [副生物] 軟骨 生 別名：やげん

11238 はと 肉、皮なし、生 肉、皮なし、生 試料 ： 輸入冷凍品

11240 ほろほろちょう 肉、皮なし、生 試料 ： 輸入冷凍品

＜その他＞

11242 かえる 肉、生 試料 ： うしがえる､輸入冷凍品

１２ 卵類

12020 あひる卵 ピータン

ピータンが鶏卵の直下にあってわ
かりにくかったことと、他の卵類と
の並びがとれていなかったことか
ら「あひる卵、ピータン」として、順
番変更

12004 (鶏卵 類) 全卵 生 冷凍液全卵を含む 他の卵とあわせて[鶏卵]に変更

12005 (鶏卵 類) 全卵 ゆで

12006 (鶏卵 類) 全卵 ポーチドエッグ

12007 (鶏卵 類) 全卵 水煮缶詰

12008 (鶏卵 類) 全卵 加糖全卵

12009 (鶏卵 類) 全卵 乾燥全卵

12010 (鶏卵 類) 卵黄 生 液卵黄を含む

12011 (鶏卵 類) 卵黄 ゆで 液卵黄を含む

12012 (鶏卵 類) 卵黄 加糖卵黄

12013 (鶏卵 類) 卵黄 乾燥卵黄

12014 (鶏卵 類) 卵白 生 液卵白を含む

12015 (鶏卵 類) 卵白 ゆで

12016 (鶏卵 類) 卵白 乾燥卵白

12017 (鶏卵 類) たまご豆腐

12018 (鶏卵 類) たまご焼 厚焼きたまご

12019 (鶏卵 類) たまご焼 だし巻きたまご

１３ 乳類

＜牛乳及び乳製品＞

13010 (粉乳類） 脱脂粉乳 別名：スキムミルク

13011 (粉乳類） 乳児用調製粉乳
育児用栄養強化品
別名：育児用粉ミルク

乳児用の粉乳であることがわかる
よう名称変更

13020 (クリーム類）
コーヒーホワイ
トナー

液状、乳脂肪
別名：コーヒー用ミルク、コー
ヒー用クリーム

新規
(発酵乳・乳酸菌
飲料）

ヨーグルト 低脂肪無糖

新規
(発酵乳・乳酸菌
飲料）

ヨーグルト 無脂肪無糖

13028
(発酵乳・乳酸菌
飲料）

乳酸菌飲料 乳製品 無脂乳固形分3.0％以上
殺菌乳製品や非乳製品との違い
がわかるよう加筆。

13029
(発酵乳・乳酸菌
飲料）

乳酸菌飲料 殺菌乳製品
無脂乳固形分3.0％以上
希釈後飲用

乳製品であることがわかるよう加
筆。

13030
(発酵乳・乳酸菌
飲料）

乳酸菌飲料 非乳製品 無脂乳固形分3.0％未満 非乳製品の定義を加筆。

新規 (チーズ類）
ナチュラルチー
ズ

やぎ

新規 (チーズ類）
ナチュラルチー
ズ

モッツァレラ

新規 (チーズ類）
ナチュラルチー
ズ

リコッタ

新規 (チーズ類）
ナチュラルチー
ズ

マスカルポーネ

13040 (チーズ類） プロセスチーズ

第3章の食品別留意事項に、
「カートンタイプ、６Pタイプ、ス
ティックタイプ、キャンディタイプ、
スライスタイプ等、様々な形態で
販売されている」旨を追記
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食品番号 食品名１ 食品名２ 食品名３ 食品名４
別名、食品の説明、試料の説
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13042
(アイスクリーム
類）

アイスクリーム 高脂肪

試料：バニラアイスクリーム
1)

(アイスクリーム2食品に係る備
考）
 *乳脂肪
（乳固形分15.0％以上、乳脂肪
分12.0%）(高脂肪に係る備考）

13043
(アイスクリーム
類）

アイスクリーム 普通脂肪
 *乳脂肪
（乳固形分15.0％以上、乳脂肪
分8.0%）

13044
(アイスクリーム
類）

アイスミルク
 *植物性脂肪を含む
（乳固形分10.0％以上、乳脂肪
分3.0%、異種脂肪分3.4%）

13045
(アイスクリーム
類）

ラクトアイス 普通脂肪

 乳固形分3.0 %以上を含む
 *主な脂質 :植物性脂肪
(乳固形分3.0％以上,植物性脂
肪6.0%）

13046
(アイスクリーム
類）

ラクトアイス 低脂肪
 *主な脂質 :植物性脂肪
(乳固形分3.0％以上,植物性脂
肪2.0%）

13048 (その他） カゼイン 試料 ： 酸カゼイン

13049 (その他） シャーベット 試料 ： 乳成分入り氷菓

13051 人乳 試料 ： 成熟乳

１４ 油脂類

14001 (植物油脂類） オリーブ油
試料 ： エキストラバージンオイ
ル

14002 (植物油脂類） ごま油 試料 ： 精製油

14003 (植物油脂類） 米ぬか油
試料 ： 精製油
別名 ： 米油

14004 (植物油脂類） サフラワー油
高オレイン酸精製
油

別名 ： べにばな油
 高オレイン酸精製油

細分化

新規 (植物油脂類） サフラワー油
高リノール酸精製
油

細分化

14005 (植物油脂類） 大豆油 試料 ： 精製油及びサラダ油

14006 (植物油脂類） 調合油 試料 ： 精製油及びサラダ油

14007 (植物油脂類） とうもろこし油
試料 ： 精製油
別名 ： コーンオイル、コーン油

14008 (植物油脂類） なたね油
試料 ： 低エルカ酸油の精製油

及びサラダ油
別名：キャノーラ油、カノーラ油

14009 (植物油脂類） パーム油 試料 ： 精製油

14010 (植物油脂類） パーム核油 試料 ： 精製油

14011 (植物油脂類） ひまわり油
高リノール酸精製
油

 高リノール酸精製油 細分化

新規 (植物油脂類） ひまわり油
ミッドオレイン酸
精製油

細分化

新規 (植物油脂類） ひまわり油
高オレイン酸精製
油

細分化

新規 (植物油脂類） ぶどう油 別名 ： グレープシードオイル

14012 (植物油脂類） 綿実油 試料 ： 精製油

14013 (植物油脂類） やし油
試料 ： 精製油
別名 ： ココナッツオイル

14014 (植物油脂類） 落花生油
試料 ： 精製油
別名 ： ピーナッツオイル、ピー
ナッツ油

14015 (動物脂類） 牛脂 試料 ： いり取りしたもの
別名 ： ヘット

14016 (動物脂類） ラード
別名 ： 豚脂
試料 ： 市販精製品

14018 (バター類）
食塩不使用 無塩
バター

栄養表示基準の見直しに伴う名
称変更

14022 (その他） ショートニング 試料 ： 家庭用、 植物油脂製品

４訂を参考に、収載品の乳固形分
や脂肪含有量を数字で書きまし
た。

乳等省令の定義に沿って書いて、
さらに高脂肪と普通脂肪に書き分
けることも可能ですが、複雑にな
るので、とりあえず収載品の説明
としてシンプルに書いています。

現在、食品群別留意事項の記載
が簡素化されていますが、脂肪分
等に関する情報は重要なため、4
訂を参考に加筆する必要がありま
す。

19／23



食品番号 食品名１ 食品名２ 食品名３ 食品名４
別名、食品の説明、試料の説
明等

事務局メモ

１５ 菓子類

＜和生菓子・和半生菓子類＞

15005 今川焼

別名：大判焼、小判焼、回転
焼、二重焼、太鼓まんじゅう、と
もえ焼。
たい焼を含む

15006 ういろう 試料 ： 白ういろう

15009 カステラ 試料 ： 長崎カステラ

新規 くずもち 計算

新規 笹だんご 計算

15022 桜もち 関西風 別名：道明寺

15024
タルト（和菓
子）

あん入りロールカステラ

15004 五十音順による順番変更

15037 ゆべし 試料 ： くるみ入り

＜和干菓子類＞

15042 芋かりんとう 別名：芋けんぴ

15044 おのろけ豆 らっかせい製品

15048 小麦粉せんべい 磯部せんべい
固有名詞であり漢字に変更（磯辺
焼きとの混同を回避）

15050 小麦粉せんべい 巻きせんべい 別名：有平巻き

15058 米菓 甘辛せんべい 別名：ざらめせんべい

15060 米菓
 塩せんべい
しょうゆせんべい

15061 ボーロ
 衛生ボーロ
ボーロ,小粒

別名：たまごボーロ、乳ボーロ、
栄養ボーロ、衛生ボーロ

15064 三島豆 糖衣の炒り大豆

＜菓子パン類＞

新規 揚げパン

新規 メロンパン 計算

＜ケーキ・ペストリー類＞

新規
タルト（洋菓
子）

計算

新規 チーズケーキ
ベイクドチーズ
ケーキ

計算

新規 チーズケーキ レアチーズケーキ 計算

＜デザート菓子類＞

新規 杏仁豆腐 計算

15086
カスタード プ
 ディングプリン

別名：プリン、カスタードプディ
ング

＜ビスケット類＞

15093 クラッカー
オイルスプレーク
ラッカー

別名 ： スナッククラッカー

15054 中華風クッキー ラードを用いたもの 和干菓子類から移動

15098 ビスケット ソフトビスケット クッキーを含む

15096
 パフパイ
リーフパイ

パルミエを含む
別名：パフ

五十音順による順番変更

＜スナック類＞

15101 小麦粉あられ 別名：小麦粉系スナック

＜キャンデー類＞

15109
 チャイナマーブ
 ル かわり玉

別名 : チャイナマーブル 五十音順による順番変更

15105 キャラメル 試料 ： ハードタイプ

15106
ラムネ
 錠菓

再分析し、名称も変更（ミント系は
現在はシュガーレスが主流である
こと、果汁系については多種ある
ことから、基本のラムネを収載）.。
五十音順による順番変更。

＜チョコレート類＞

新規
アーモンドチョ
コレート

計算

15114
カバーリング
チョコレート

ビスケット等をチョコレートで被
覆したもの
別名：エンローバーチョコレート

 あん入り生八つ橋
生八つ橋、あん入り
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食品番号 食品名１ 食品名２ 食品名３ 食品名４
別名、食品の説明、試料の説
明等

事務局メモ

＜果実菓子類＞

(○○） ナタデココ→果実類・ココナッツ

＜チューインガム類＞

15119 糖衣ガム 別名：粒ガム

＜その他＞

新規
カスタードク
リーム

計算

新規 しるこ
別名 : おしるこ
ぜんざい（関西）を含む（要確
認）

計算

１６　し好飲料類

＜アルコール飲料類＞

16001 (醸造酒類） 清酒
上撰
普通酒

別名 ： 日本酒

上撰などのランクは任意表示であ
り、ついていない商品も多い。上
撰とその他のランクの違いも各社
異なり、成分表に特記する意味に
乏しいことから、本醸造などの特
定名称酒に対応する用語である
「普通酒」に変更

16026 (混成酒類） みりん 本直し 別名 ： やなぎかけ

16028 (混成酒類） キュラソー 試料 ： オレンジキュラソー

16047
＜コーヒー・コ
コア類＞

コーヒー
コーヒー飲料、乳
成分入り、加糖

試料 ： 缶詰 （乳成分入り）
別名 ： 缶コーヒー

乳成分、糖に関する情報は食品
名の中に追加。

16049
＜コーヒー・コ
コア類＞

ココア ミルクココア
別名：インスタントココア、調整コ
コア

新規 ＜その他＞ 青汁 試料 ： ケール製品

新規 ＜その他＞
スポーツドリン
ク

16052 ＜その他＞ (炭酸飲料類） 果実色飲料 試料 ： 無果汁のもの

新規 ＜その他＞ (炭酸飲料類）
ビール風味炭酸
飲料

別名 ： ノンアルコールビール

１７　調味料及び香辛料類

＜調味料類＞

新規
(ウスターソース
類)

お好み焼きソー
ス

分類要確認
計算

新規 (しょうゆ類) 減塩しょうゆ

17012 (食塩類) 食塩 塩分（NaCl)99%以上

17013 (食塩類) 並塩
別名：あら塩
塩分（NaCl)95%以上

17014 (食塩類) 精製塩 家庭用 塩分（NaCl)99.5%以上 細分化

新規 (食塩類) 精製塩 業務用 塩分（NaCl)99.5%以上

新規 (食酢類） 黒酢

新規 (食酢類） 果実酢 バルサミコ酢

17026 (だし類） 洋風だし 別名：スープストック

17027 (だし類）
固形ブイヨン
 コンソメ

試料 ： 市販品
別名：固形コンソメ
顆粒状の製品を含む

新規 (だし類） 顆粒中華だし 粉末製品を含む

17028 (だし類） 顆粒和風だし
試料 ： 市販品
別名：顆粒風味調味料
粉末製品を含む

17029 (だし類） めんつゆ ストレート 試料 ： 市販品

新規 (調味ソース類） 甘酢
分類は要検討（いわゆる加工酢）
計算

新規 (調味ソース類） エビチリの素 計算

17031 (調味ソース類）
オイスターソー
ス

別名：かき油

新規 (調味ソース類） 黄身酢
分類は要検討（いわゆる加工酢）
計算

新規 (調味ソース類） ごまだれ 計算

新規 (調味ソース類） すし酢
分類は要検討（いわゆる加工酢）
計算

新規 (調味ソース類）
デミグラスソー
ス

別名 ： ドミグラスソース

新規 (調味ソース類） テンメンジャン
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食品番号 食品名１ 食品名２ 食品名３ 食品名４
別名、食品の説明、試料の説
明等

事務局メモ

新規 (調味ソース類） ナンプラー 別名 ： 魚醤

新規 (調味ソース類）
冷やし中華のた
れ

計算

新規 (調味ソース類） ホワイトソース 別名 ： ベシャメルソース

新規 (調味ソース類） ぽん酢
分類は要検討（いわゆる加工酢）
計算

17032 (調味ソース類）
マーボー豆腐の
素

試料 ： レトルトパウチのストレー
ト製品

17033 (調味ソース類） ミートソース
試料 ： 缶詰及びレトルトパウチ
製品

新規 (調味ソース類） ゆずこしょう 分類は要検討（香辛料かも）

17034
(トマト加工品
類）

トマトピュー
レー

別名：トマトピューレ
データベース検索上の利便性から
トマトを追記します（以下同じ）

17035
(トマト加工品
類）

トマトペースト

17036
(トマト加工品
類）

トマトケチャッ
プ

新規
(ドレッシング
類）

和風ドレッシン
グ

オイル入り 計算

新規
(ドレッシング
類）

ごまドレッシン
グ

クリームタイプ 計算

新規
(ドレッシング
類）

マヨネーズ 低カロリータイプ 計算

17044 (みそ類） 米みそ 甘みそ
別名 ： 西京みそ、関西白みそ
等

17045 (みそ類） 米みそ 淡色辛みそ 別名 ： 信州みそ等

17047 (みそ類） 麦みそ 別名 ： 田舎みそ

17048 (みそ類） 豆みそ 別名 ： 東海豆みそ

新規 (みそ類） 減塩みそ

17049 (みそ類） 即席みそ 粉末タイプ 別名 ： インスタントみそ汁

17050 (みそ類） 即席みそ ペーストタイプ 〃

新規 (その他） お茶漬けの素 さけ 計算

新規 (その他）
天ぷら用バッ
ター液

計算

新規 (その他） ふりかけ たまご 計算

＜香辛料類＞

17055 オールスパイス 粉  別名 ： ピメント

業界用語であり、オリーブに詰め
るピメントとの混同もあるので別名
(ピメント）を削除

17057 からし 粉
 別名 ： マスタード
和がらし及び洋がらしを含む

練りマスタード等が食品名にある
ので別名（マスタード）を削除

17063 こしょう 黒、粉 別名：ブラックペッパー

17064 こしょう 白、粉 別名：ホワイトペッパー

17067 シナモン 粉 別名：にっけい、にっき

17069 しょうが おろし 試料 ： チューブ入り

17073 とうがらし 粉 別名：一味唐辛子

17075 にんにく
ガーリックパウ
ダー

食塩無添加  別名 ： ガーリック
ガーリックパウダーが食品名にあ
るの別名(ガーリック）を削除

新規 にんにく
ガーリックパウ
ダー

食塩添加 細分化

17076 にんにく おろし 試料 ： チューブ入り

(06238) バジル 葉、生 → 野菜類・バジル

17080 わさび 粉、からし粉入り 試料 ： ホースラディシュ製品

17081 わさび 練り
試料 ： わさび及びホースラディ
シュ混合製品、 チューブ入り

＜その他＞

17083 酵母 パン酵母、乾燥 別名：ドライイースト
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食品番号 食品名１ 食品名２ 食品名３ 食品名４
別名、食品の説明、試料の説
明等

事務局メモ

１８　調理加工食品類

18005
コーンクリーム
スープ

レトルトパウチ
缶詰製品を含む
試料 : ストレートタイプ

18006 コロッケ
クリームタイプ、フ
ライ用、冷凍

フライ前 細分化

新規 コロッケ
クリームタイプ、フ
ライ用、冷凍

フライ済み 細分化

18007 コロッケ
ポテトタイプ、フラ
イ用、冷凍

フライ前

新規 コロッケ
ポテトタイプ、フラ
イ用、冷凍

フライ済み 細分化

(魚フライ類)

18008 いかフライ フライ用、冷凍 フライ前 細分化

新規 いかフライ フライ用、冷凍 フライ済み 〃

18009 えびフライ フライ用、冷凍 フライ前 〃

新規 えびフライ フライ用、冷凍 フライ済み 〃

18010 白身フライ フライ用、冷凍 フライ前 〃

新規 白身フライ フライ用、冷凍 フライ済み 〃

18016 メンチカツ フライ用、冷凍 フライ前 細分化

新規 メンチカツ フライ用、冷凍 フライ済み 〃
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