
食品名別

食品名 食品番号 食品名 食品番号

インスタントラーメン →　即席めん類 （01144、01145）

アーモンド 　05001

アイスクリーム類（ラクトアイス） 　13045 ウエハース 　15092

青ピーマン 　06245 うぐいすな →　こまつな （06086）

あおやぎ →　ばかがい （10305） うさぎ 　11003

あかがい 　10279 うし（和牛肉） 　11016

あかかます →　かます （10098） うし（乳用肥育牛肉） 　11037、11040～11042、

あきあじ →　しろさけ （10134、10141） 　11044

あきさけ →　しろさけ （10134、10141） うし（副生物） 　11090～11093

あこうだい 　10002 うすくちしょうゆ 　17008

あさり 　10281 うずら卵 　12002

あじ →　まあじ （10003） うどん 　01038、01041

あじ類（まあじ） 　10003 うなぎ 　10067

あずき 　04001、04005 うに 　10365

アスパラガス 　06007 うま 　11109

アップルパイ 　15080 うまづらはぎ 　10071

あなご 　10015 うめ 　07019

あひる 　11247 うるめいわし 　10042

油揚げ 　04040 うんしゅうみかん 　07027、07030、07031

アボカド 　07006

あまだい 　10018

あまなつみかん →　なつみかん （07093） 衛生ボーロ 　15061

あまのり 　09003 液状乳類（生乳） 　13002

あゆ 　10021、10025 えぞばい →　つぶ （10300）

あられ 　15101 えだまめ 　06015

あわ 　01002 えのきたけ 　08001

あわび 　10285 えび類 　10320、10321、10328

あん（あずき） 　04005 えんどう（豆） 　04012

えんどう類（野菜） 　06020、06023

えんばく 　01004

家うさぎ →　うさぎ （11003）

いかなご 　10033

いか類 　10344、10348、10352 オイルスプレークラッカー 　15093

いしもち →　ぐち （10117） オートミール 　01004

いずみだい →　テラピア （10212） おおむぎ 　01006

いせえび 　10320 おから 　04050、04051

いそべせんべい 　15048 おきあみ 　10368

いちご 　07012 オクラ 　06032

いちじく 　07015 押麦 　01006

糸引き納豆 　04046 おにぎり 　01111

芋かりんとう 　15042 オランダイチゴ →　いちご （07012）

いも類 　02006、02010、02017、 オランダみつば →　セロリー （06119）

　02023 オレンジ類（ネーブル） 　07040

いわし類 　10042、10044、10047、

　10055、10056

いんげんまめ（豆） 　04007 かき（貝） 　10292

いんげんまめ（野菜） 　06010 かき（果実） 　07049

＜　あ　＞

＜　い　＞

＜　う　＞

＜　え　＞

＜　お　＞

＜　か　＞



食品名 食品番号 食品名 食品番号

加工品（かつお） 　10091、10092 くじら 　11110

加工品（ぶた、ゼラチン） 　11198 ぐち 　10117

かじき類（くろかじき） 　10083 クラッカー 　15093、15094

果実飲料（うんしゅうみかん） 　07030、07031 クリーム 　13014

カシューナッツ 　05005 グリーンアスパラガス →　アスパラガス （06007）

カステラ 　15009 くりかぼちゃ →　西洋かぼちゃ （06048）

カゼイン 　13048 くり類（日本ぐり） 　05010

かたくちいわし 　10044 グリンピース（野菜） 　06023

かつお類 　10086、10087、10091、 くるまえび 　10321

　10092 くるみ 　05014

かつお節 　10091 グレープフルーツ 　07062

かどいわし →　にしん （10218） くろかじき 　10083

かに類 　10333、10335 くろかわ →　くろかじき （10083）

かぶ 　06036、06038 黒ぶた →　ぶた（中型種肉） （11150）

かぶら →　かぶ （06036、06038） くろまぐろ 　10253、10254

カペリン →　からふとししゃも （10182）

かぼちゃ類 　06046、06048

かます 　10098 鶏卵類 　12004、12010、12014

かまぼこ 　10379 ケーキ類 　15074、15079、15080

からしな 　06052 毛がに 　10333

からふとししゃも 　10182 削り節(かつお） 　10092

カリフラワー 　06054 毛桃 →　もも （07136）

かれい類（まがれい） 　10100

かわらせんべい 　15049

かんしょ（甘藷） →　さつまいも （02006） こい 　10119

観世ふ 　01066 こいくちしょうゆ 　17007

かんぴょう 　06056 こういか　 　10344

かんらん →　きゃべつ （06061） こうなご →　いかなご （10033）

高野豆腐 →　凍り豆腐 （04042）

コーヒーホワイトナー 　13020

キウイ →　キウイフルーツ （07054） 凍り豆腐 　04042

キウイフルーツ 　07054 コーングリッツ 　01133

きくな →　しゅんぎく （06099） コーンスナック 　15102

きしめん →　うどん （01038） コーンフレーク 　01137

きす 　10109 国産牛 →　うし（乳用肥育牛肉） （11037、11040～11042、

きな粉 　04029、04030 　11044）

きぬさやえんどう →　さやえんどう （06020） ココア 　16048

きはだ 　10252 コッペパン 　01028

きはだまぐろ →　きはだ （10252） このしろ 　10124

キャベツ 　06061 こはだ（小型魚） →　このしろ （10124）

キャンデー類（マシュマロ） 　15113 ごぼう 　06084

きゅうり 　06065 ごま 　05017

ぎょうざ 　18002 小町ふ →　観世ふ （01066）

強力粉 　01020、01021 こまつな 　06086

魚肉ソーセージ 　10388 こむぎ 　01015、01016、01018～

きりたんぽ 　01113 　01021、01026、01028、

きわだ →　きはだ （10252） 　01031、01032、01038、

ぎんだら 　10115 　01041、01043、01045、

ぎんなん 　05008 　01047、01049、01144、

きんめだい 　10116 　01145、01063、01066、

　01070、01071
＜　く　＞

＜　き　＞

＜　こ　＞

＜　け　＞



食品名 食品番号 食品名 食品番号

小麦粉 　01015、01016、01018～ しろぐち →　ぐち （10117）

　01021 しろさけ 　10134、10141

小麦粉あられ 　15101 人乳 　13051

小麦粉せんべい 　15048～15052

小麦たんぱく 　01071

小麦はいが 　01070 スイートコーン 　06175

こめ 　01080、01083、01088、 すいか（果実） 　07077

　01093、01097、01101、 水産練り製品　 　10379、10388

　01111～01113、01115 水稲 　01080、01083、01088、

米みそ 　17044～17046 　01093、01097、01101

コロッケ 　18007 すけそうだら →　すけとうだら　 （10199、10202）

こんぶ類（まこんぶ） 　09017 すけとうだら 　10199、10202

すじこ 　10141

砂ぎも →　にわとり（筋胃） （11233）

さいとう（菜豆） →　いんげんまめ （06010） スナッククラッカー →　オイルスプレークラッカー （15093）

さいら →　さんま （10173） スナック類 　15101～15103

さくら肉 →　うま （11109） スパゲッティ 　01063

さけ類 　10134、10141、10148 スポンジケーキ 　15074

さざえ 　10295 すみいか　 →　こういか （10344）

ささげ 　04017 すもも →　にほんすもも （07080）

さつまいも 　02006 ずわいがに 　10335

さといも 　02010

さば類（まさば） 　10154

サブレ 　15095 生乳 　13002

さめ類（よしきりざめ） 　10168 西洋かぼちゃ 　06048

さやいんげん 　06010 せぐろ →　かたくちいわし （10044）

さやえんどう 　06020 ゼラチン 　11198

さらしあん 　04005 ゼリー（ワイン） 　15090

サラダな 　06313 セルリー →　セロリー （06119）

さわら 　10171 セロリー 　06119

酸カゼイン →　カゼイン （13048） せんべい 　15048～15052

さんどまめ →　いんげんまめ （06010） 全卵 　12004

さんま 　10173

そうめん 　01043、01045

しいたけ 　08011、08013 ソーダクラッカー 　15094

しこいわし →　かたくちいわし （10044） 即席めん類（即席中華めん） 　01144、01145

しじみ　 　10297 そば 　01122、01127、01129

ししゃも類（からふとししゃも） 　10182 そば切り →　そば （01127）

しちめんちょう 　11210 そば粉 　01122

しばえび 　10328 そばボーロ 　15062

しび →　くろまぐろ （10253、10254） そらまめ（豆） 　04019

じゃがいも 　02017 そらまめ（野菜） 　06124

しゃこ 　10371

ジュース（うんしゅうみかん） 　07030、07031

しゅうまい 　18012 だいこん 　06130、06132、06134

しゅんぎく 　06099 だいず 　04023、04025、04026、

純ココア →　ピュアココア （16048） 　04029、04030、04032、

しょうゆ類 　17007～17009 　04040、04042、04046、

食パン 　01026 　04050～04052、04057、

しらす干し 　10055、10056 　04060

しろぎす →　きす （10109） 大豆たんぱく 　04057

＜　そ　＞

＜　せ　＞

＜　た　＞

＜　す　＞

＜　し　＞

＜　さ　＞



食品名 食品番号 食品名 食品番号

だいずもやし 　06287 なす 　06191

たい類（まだい） 　10192 ナチュラルチーズ（チェダー） 　13037

たけのこ 　06149 なつかん →　なつみかん （07093）

たこ類（まだこ） 　10361 なつだいだい →　なつみかん （07093）

たちうお 　10198 納豆類（糸引き納豆） 　04046

脱脂粉乳 　13010 なつみかん 　07093

たまちしゃ →　レタス （06312） なまこ 　10372

たまねぎ 　06153 生しいたけ 　08011

たまりしょうゆ 　17009 生わかめ →　わかめ（湯通し塩蔵わかめ、塩蔵） （09045a）

たらこ 　10202 なめこ 　08020

たら →　まだら （10205） なんきょくおきあみ →　おきあみ （10368）

たら類 　10199、10202、10205 なんきんまめ（種実） →　らっかせい（種実） （05034）

たん（うし） →　うし（舌） （11090） 南部せんべい 　15051、15052

たん（ぶた） →　ぶた（舌） （11164）

にじます 　10148

チーズ類 　13037、13040 にしん 　10218

チェダーチーズ 　13037 にべ →　ぐち （10117）

ちかだい →　テラピア （10212） 日本かぼちゃ 　06046

中華風クッキー 　15054 日本ぐり 　05010

中華めん 　01047、01048 にほんすもも 　07080

中華めん類 　01047、01049 日本なし 　07088

中力粉 　01018、01019 乳酸菌飲料 　13028

調製粉乳 　13011 にら 　06207

にわとり(副生物） 　11231～11235

にわとり（若鶏肉) 　11219～11221、11224

つなし →　このしろ （10124） にんじん 　06212、06214

つぶ 　10300 にんにく（野菜） 　06223

デザート菓子類（ゼリー） 　15090 ネーブル 　07040

手延そうめん・手延ひやむぎ 　01045 ネーブルオレンジ →　ネーブル （07040）

テラピア 　10212 ねぎ類（根深ねぎ） 　06226

根深ねぎ 　06226

とうきび →　とうもろこし（穀類） （01133、01137）

豆乳 　04052 のり →　あまのり （09003）

豆腐・油揚げ類 　04032、04040、04042

とうもろこし（穀類） 　01133、01137

とうもろこし（野菜） 　06175 ハードビスケット 　15097

どじょう 　10213 パイ 　15079、15080

とびうお 　10215 パイ皮 　15079

トマト 　06182 パイナップル →　パインアップル （07097）

とりがい 　10303 パインアップル 　07097

とろ →　くろまぐろ（脂身） （10254） ばかがい 　10305

葉がらし →　からしな （06052）

はくさい 　06233

ながいも 　02023 薄力粉　 　01015、01016

長崎カステラ →　カステラ （15009） はぜ 　10225

長ねぎ →　ねぎ類 （06226） はたはた 　10228

菜がらし →　からしな （06052） はたんきょう →　にほんすもも （07080）

なし類（日本なし） 　07088 はつ（うし） →　うし（心臓） （11091）

＜　は　＞

＜　に　＞

＜　ね　＞

＜　の　＞

＜　つ　＞

＜　て　＞

＜　と　＞

＜　な　＞

＜　ち　＞



食品名 食品番号 食品名 食品番号

はつ（にわとり） →　にわとり（心臓） （11231） ブロッコリー 　06263

はつ（ぶた） →　ぶた（心臓） （11165） 粉乳類 　13010、13011

初がつお →　かつお（春獲り） （10086）

発酵乳 　13025

はとむぎ 　01138 ヘイク →　メルルーサ （10272）

バナナ 　07107 ヘーゼルナッツ 　05039

はなやさい →　カリフラワー （06054） ぺストリー類 　15074、15079、15080

パフパイ 　15096

はまぐり 　10306

はまち 　10243 ほうれんそう 　06267～06269

はも 　10231 ボーロ 　15061、15062

ばれいしょ（馬鈴薯） →　じゃがいも （02017） 干しうどん 　01041

ハンバーグ 　18013 乾しいたけ 　08013

パン類 　01026、01028、01031、 干しそば 　01129

　01032 ほしのり 　09003

ほしひじき 　09031

ほたてがい 　10311

ピーナッツ（種実） →　らっかせい（種実） （05034） ほたるいか 　10348

ビーフン 　01115 ほっけ 　10246

ピーマン類（青ピーマン） 　06245 ポテトチップス 　15103

ひき肉（うし） 　11089 ぼら 　10249

ひき肉（にわとり） 　11230 ほろほろちょう 　11240

ひき肉（ぶた） 　11163 ほんがつお →　かつお （10086、10087）

ひじき 　09031 ほんまぐろ →　くろまぐろ （10253、10254）

ひしこ →　かたくちいわし （10044）

ビスケット類 　15092～15097

ビスケット 　15097 まあじ 　10003

ピスタチオ 　05026 まいか →　こういか （10344）

ひつじ →　めんよう （11245、11246） まいわし 　10047

ひまわり（種実） 　05038 マカダミアナッツ 　05031

ひめえぞぼら →　つぶ （10300） まがつお →　かつお （10086、10087）

ひもかわ →　うどん （01038） まがれい 　10100

ひやむぎ 　01043、01045 マカロニ 　01063

ピュアココア 　16048 巻きせんべい 　15050

ひらめ 　10235 まぐろ →　くろまぐろ （10253、10254）

まぐろ類 　10252～10254

まこんぶ 　09017

フィッシュソーセージ →　魚肉ソーセージ （10388） まさば 　10154

ふか →　さめ類 （10168） マシュマロ 　15113

ふぐ類（まふぐ） 　10237 ます類 　10134、10141、10148

ぶた（大型種肉） 　11123、11126～11128 まだい 　10192

ぶた（中型種肉） 　11150 まだこ 　10361

ぶた（副生物） 　11164～11167 まだら 　10205

ぶどう 　07116 まつ（種実） 　05033

ふな 　10238 松風 　15063

ふゆな →　こまつな （06086） マッシュルーム 　08031

ブラックマッぺもやし 　06289 まつばがに →　ずわいがに （10335）

フランスパン 　01031 マトン 　11245

ぶり 　10241、10243 まなまこ →　なまこ （10372）

ふ類（焼きふ） 　01066 まはぜ →　はぜ （10225）

プレーンヨーグルト →　ヨーグルト（全脂無糖） （13025） まふぐ 　10237

プロセスチーズ 　13040 まめ（うし） →　うし（じん臓） （11093）

＜　ひ　＞

＜　ふ　＞

＜　へ　＞

＜　ほ　＞

＜　ま　＞



食品名 食品番号 食品名 食品番号

まめ（ぶた） →　ぶた（じん臓） （11167） ライ麦パン 　01032

豆みそ 　17048 ラクトアイス 　13045

らっかせい（種実） 　05034

ラム（肉） 　11246

みえんどう →　グリンピース （06023） 卵黄 　12010

みかん →　うんしゅうみかん （07027、07030、07031） 卵白 　12014

みそ類 　17044～17048

ミンクくじら →　くじら （11110）

りょくとう 　04071

りんご 　07148

麦みそ 　17047

蒸しかまぼこ 　10379

蒸し中華めん 　01049 レタス 　06312

むつ 　10268 レバー（うし） →　うし（肝臓） （11092）

レバー（にわとり） →　にわとり（肝臓） （11232）

レバー（ぶた） →　ぶた（肝臓） （11166）

めばる 　10271 れんこん 　06317

メルルーサ 　10272

メロン 　07135

めんよう 　11245、11246 わかさぎ 　10276

めん類 　01038、01041、01043、 わかめ 　09045a

　01045、01047、01049、 和生菓子・和半生菓子類（カステラ） 　15009

　01144、01145、01063 和干菓子類 　15042、15058～15052、

　15054、15061～15063

もずく 　09038

戻りがつお →　かつお（秋獲り） （10087）

もみじこ →　たらこ （10202）

木綿豆腐 　04032

もも 　07136

もやし類 　06287、06289

やえなり →　りょくとう （04071）

やぎ 　11204

焼きおにぎり 　01112

焼きふ 　01066

やまいも →　やまのいも （02023）

やまのいも 　02023

やりいか 　10352

ゆきな →　こまつな （06086）

湯通し塩蔵わかめ 　09045a

湯葉 　04060

ヨーグルト 　13025

よしきりざめ 　10168

ライむぎ 　01142、01143

＜　み　＞

＜　も　＞

＜　め　＞

＜　む　＞

＜　ゆ　＞

＜　よ　＞

＜　ら　＞

＜　り　＞

＜　れ　＞

＜　わ　＞

＜　や　＞


