
食品番号 食品名(全体） 英名 (食品名、エクセルファイルのみに掲載）
別名、食品の説明、試料の説
明等

その他の備考 備考の英訳

１ 穀類 1. Cereals
01001 アマランサス　玄穀 Amaranth, whole grain, raw

01002 あわ　精白粒 Foxtail millet, milled grain, raw うるち、もちを含む 歩留り： 70～80%
Including nonglutinous and glutinous
grains
Milling yield： 70-80%

01003 あわ　あわもち Foxtail millet, glutinous cake うるち、もちを含む 原材料配合割合： もちあわ50、もち米50
Recipe： glutinous millet 50, glutinous
rice 50

01004 えんばく オートミール
Common oats*, oatmeal, raw
[*Syn. Oats] 別名： オート、オーツ

01005 おおむぎ 七分つき押麦 Barley, under-milled pressed grain, raw 歩留り： 玄皮麦60～65%、玄裸麦65～

70%
Milling yield： hulled barley 60-65%,
naked barley 65-70%

01006 おおむぎ　押麦 Barley, pressed grain, raw 歩留り： 玄皮麦45～55%、玄裸麦55～

65%
Milling yield： hulled barley 45-55%,
naked barley 55-65%

01007 おおむぎ　米粒麦 Barley, split grain, raw 別名： 切断麦
白麦を含む

歩留り： 玄皮麦40～50%、玄裸麦50～６0%
Milling yield： hulled barley 40-50%,
naked barley 50-60%

01008 おおむぎ　大麦めん　乾 Barley, dried noodles, raw 原材料配合割合： 大麦粉 50、小麦粉 50 Recipe： barley flour 50, wheat flour
50

01009 おおむぎ　大麦めん　ゆで Barley, dried noodles, boiled 原材料配合割合： 大麦粉 50、小麦粉 50
Recipe： barley flour 50, wheat flour
50

01010 おおむぎ　麦こがし Barley, roasted flour 別名： こうせん、はったい粉

(01004)

01011 きび　精白粒
Proso millet*, milled grain, raw
[*Syn. Common millet] うるち、もちを含む 歩留り： 70～80% Milling yield： 70-80%

01012 こむぎ　[玄穀]　国産　普通
Common wheat, whole grain, domestic, medium-
strength, raw

01013 こむぎ　[玄穀]　輸入　軟質
Common wheat, whole grain, imported, soft,
raw

01014 こむぎ　[玄穀]　輸入　硬質
Common wheat, whole grain, imported, hard,
raw

01015 こむぎ　[小麦粉]　薄力粉　1等 Common wheat, soft flour, first grade
01016 こむぎ　[小麦粉]　薄力粉　2等 Common wheat, soft flour, second grade
01017 こむぎ　[小麦粉]　薄力粉　（欠番） Unused code number

01018 こむぎ　[小麦粉]　中力粉　1等
Common wheat, medium-strength flour, first
grade

01019 こむぎ　[小麦粉]　中力粉　2等
Common wheat, medium-strength flour, Second
grade

01020 こむぎ　[小麦粉]　強力粉　1等 Common wheat, hard flour, first grade
01021 こむぎ　[小麦粉]　強力粉　2等 Common wheat, hard flour, second grade
01022 こむぎ　[小麦粉]　強力粉　（欠番） Unused code number
01023 こむぎ　[小麦粉]　強力粉　全粒粉 Common wheat, hard flour, whole grain

01024
こむぎ　[小麦粉]　プレミックス粉　ホットケーキ
用

Common wheat, premixed flour for pancake 加熱によりベーキングパウダーから発生す
る二酸化炭素等： 0.6 g

Carbon dioxide, etc. produced by
baking from baking powder： 0.6 g

食品名マスターファイル
緑字：成分表2010からの変更点
紫字：複数の食材に係る備考（変更点も含む）（現在、本ではまとめて一カ所に記載）
赤字：分析結果等を踏まえて今後加筆
青字：事務局の覚え書き

：新規収載食品(分析、細分化、計算）

：名称変更等により収載順を変更した食品

資料２別紙
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01025 こむぎ　[小麦粉]　プレミックス粉　てんぷら用 Common wheat, premixed flour for Tempura
加熱によりベーキングパウダーから発生す
る
二酸化炭素等： 0.2 g

Carbon dioxide, etc. produced by
baking from baking powder： 0.2 g

新規
こむぎ　[小麦粉]　プレミックス粉　お好み焼き
用

Common wheat, premixed flour for
"Okonomiyaki" (Japanese pizza)

加熱によりベーキングパウダーから発生す
る
二酸化炭素等： ○ｇ

Carbon dioxide, etc. produced by
baking from baking powder： ○ g

新規 こむぎ　[小麦粉]　プレミックス粉　唐揚げ用 Common wheat, premixed flour for fried food
加熱によりベーキングパウダーから発生す
る
二酸化炭素等： ○ｇ

Carbon dioxide, etc. produced by
baking from baking powder : ○ g

01026 こむぎ　[パン類]　食パン Common wheat, bread, white
01027 （欠番） Unused code number
01028 こむぎ　[パン類]　コッペパン Common wheat, bread, white long roll
01029 （欠番） Unused code number
01030 こむぎ　[パン類]　乾パン Common wheat, bread, hardtack
01031 こむぎ　[パン類]　フランスパン Common wheat, bread, French bread

01032 こむぎ　[パン類]　ライ麦パン Common wheat, bread, rye and wheat bread 主原料配合： ライ麦粉50 %
Main ingredients： rye flour 50%

01033 こむぎ　[パン類]　ぶどうパン Common wheat, bread, raisin bread
01034 こむぎ　[パン類]　ロールパン Common wheat, bread, soft rolls
01035 こむぎ　[パン類]　クロワッサン Common wheat, bread, croissants
01036 こむぎ　[パン類]　イングリッシュマフィン Common wheat, bread, English muffins
01037 こむぎ　[パン類]　ナン Common wheat, bread, naan
新規 こむぎ　[パン類]　ベーグル Common wheat, bread, bagel

(15069～
072)

01038 こむぎ　[うどん・そうめん類]　うどん　生
Common wheat, "Udon " (thick wheat noodles),
wet noodles, uncooked きしめん、ひもかわを含む

01039 こむぎ　[うどん・そうめん類]　うどん　ゆで
Common wheat, "Udon " (thick wheat noodles),
wet noodles, boiled きしめん、ひもかわを含む

01040 （欠番） Unused code number

01041 こむぎ　[うどん・そうめん類]　干しうどん　乾
Common wheat, "Udon " (thick wheat noodles),
dried noodles, uncooked

01042 こむぎ　[うどん・そうめん類]　干しうどん　ゆで
Common wheat, "Udon " (thick wheat noodles),
dried noodles, boiled

01043
こむぎ　[うどん・そうめん類]　そうめん・ひやむ
ぎ　乾

Common wheat, "Somen  and Hiyamugi " (thin
wheat noodles), dried noodles, produced
mechanically, uncooked

01044
こむぎ　[うどん・そうめん類]　そうめん・ひやむ
ぎ　ゆで

Common wheat, "Somen  and Hiyamugi"  (thin
wheat noodles), dried noodles, produced
mechanically, boiled

01045
こむぎ　[うどん・そうめん類]　手延そうめん・手
延ひやむぎ　乾

Common wheat,  "Somen and Hiyamugi " (thin
wheat noodles), dried noodles, produced
manually, raw

01046
こむぎ　[うどん・そうめん類]　手延そうめん・手
延ひやむぎ　ゆで

Common wheat,  "Somen and Hiyamugi " (thin
wheat noodles), dried noodles, produced
manually, uncooked

01047 こむぎ　[中華めん類]　中華めん　生
Common wheat, Chinese style noodles, wet
noodles, uncooked
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01048 こむぎ　[中華めん類]　中華めん　ゆで
Common wheat, Chinese style noodles, wet
noodles, boiled

01049 こむぎ　[中華めん類]　蒸し中華めん
Common wheat, Chinese style noodles, steamed
noodles 試料： グリシン添加品を含む

Sample： including glycine added
products

01050 こむぎ　[中華めん類]　干し中華めん　乾
Common wheat, Chinese style noodles, dried
noodles, uncooked

01051 こむぎ　[中華めん類]　干し中華めん　ゆで
Common wheat, Chinese style noodles, dried
noodles, boiled

01052 こむぎ　[中華めん類]　沖縄そば　生
Common wheat, Okinawa noodles, wet noodles,
uncooked

01053 こむぎ　[中華めん類]　沖縄そば　ゆで
Common wheat, Okinawa noodles, wet noodles,
boiled

01054 こむぎ　[中華めん類]　干し沖縄そば　乾
Common wheat, Okinawa noodles, dried
noodles, uncooked

01055 こむぎ　[中華めん類]　干し沖縄そば　ゆで
Common wheat, Okinawa noodles, dried
noodles, boiled

01056
こむぎ　[即席めん類]　即席中華めん　油揚げ
味付け

Common wheat, instant noodles, Chinese style
noodles, dried by frying, seasoned 別名： インスタントラーメン 添付調味料等を含む With attached seasoning, etc.

01057 こむぎ　[即席めん類]　即席中華めん　油揚げ
Common wheat, instant noodles, Chinese style
noodles, dried by frying, not seasoned 別名： インスタントラーメン 添付調味料等を含む With attached seasoning, etc.

01058
こむぎ　[即席めん類]　即席中華めん　非油揚
げ

Common wheat, instant noodles, Chinese style
noodles, dried by hot air 別名： インスタントラーメン 添付調味料等を含む With attached seasoning, etc.

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

Common wheat, instant cup noodles, Chinese
style noodles, dried by frying 別名： カップラーメン 添付調味料等を含む With attached seasoning, etc.

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

Common wheat, instant cup noodles, Yakisoba
(fried noodles), dried by frying 別名： カップ焼きそば 添付調味料等を含む With attached seasoning, etc.

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

Common wheat, instant cup noodles, Chinese
style noodles, dried by hot air 別名： カップラーメン 添付調味料等を含む With attached seasoning, etc.

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

Common wheat,  instant cup noodles, "Udon "
(thick wheat noodles)　and buckwheat noodles,
dried by frying

別名： カップうどん 添付調味料等を含む With attached seasoning, etc.

01063
こむぎ　[マカロニ・スパゲッティ類]　マカロニ・ス
パゲッティ　乾

Common wheat, macaroni and spaghetti, dry
pasta, uncooked

01064
こむぎ　[マカロニ・スパゲッティ類]　マカロニ・ス
パゲッティ　ゆで

Common wheat, macaroni and spaghetti, dry
pasta, boiled 1.5%食塩水でゆでた場合 Boiled in 1.5% salt water

新規
こむぎ　[マカロニ・スパゲッティ類]　生パスタ
生

Common wheat, macaroni and spaghetti, fresh
pasta, uncooked

01065 こむぎ　[ふ類]　生ふ

Common wheat, "Fu " (gluten products),
"Namafu " (steamed gluten and glutinous rice
flour dough)

01066 こむぎ　[ふ類]　焼きふ　焼きふ
Common wheat, "Fu " (gluten products),
"Yakifu " (dry baked gluten)

小町ふ、おつゆふ、観世ふを含
む

01067 こむぎ　[ふ類]　焼きふ　板ふ
Common wheat, "Fu " (gluten products),  "Ita-
fu " (baked, pressed and dried gluten)

01068 こむぎ　[ふ類]　焼きふ　車ふ
Common wheat, "Fu " (gluten products),
"Kuruma-fu " (dry baked gluten, ring-shaped)

01069

Common wheat, "Chikuwabu " (tube-shaped
steamed wheat dough) Fu  (gluten products),
steamed type, Steamed tubular type

01070 こむぎ　[その他]　小麦はいが Common wheat, wheat germ 試料： 焙焼品 Sample： roasted product

01071 こむぎ　[その他]　小麦たんぱく　粉末状 Common wheat, wheat gluten, powdered type
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01072 こむぎ　[その他]　小麦たんぱく　粒状 Common wheat, wheat gluten, textured type 試料： 冷凍品 Sample： frozen product

01073 こむぎ　[その他]　小麦たんぱく　ペースト状 Common wheat, wheat gluten, paste type 試料： 冷凍品 Sample： frozen product

01074 こむぎ　[その他]　ぎょうざの皮 Common wheat, Jiaozi pastry
01075 こむぎ　[その他]　しゅうまいの皮 Common wheat, Shumai pastry
01076 こむぎ　[その他]　ピザ生地 Common wheat, pizza crust 別名： ピザクラスト

01069 こむぎ　[その他]　ちくわぶ
Common wheat, "Chikuwabu " (tube-shaped
steamed wheat dough)

01077 こむぎ　[その他]　パン粉　生 Common wheat, bread crumbs, fresh
01078 こむぎ　[その他]　パン粉　半生 Common wheat, bread crumbs, semi-dry
01079 こむぎ　[その他]　パン粉　乾燥 Common wheat, bread crumbs, dry
新規 こむぎ　[その他]　冷めん　生 Common wheat, cold noodles, uncooked

01080 こめ　[水稲穀粒]　玄米 Rice, short grain, paddy rice, brown, raw  うるち、もちを含む
うるち米

Nonglutinous rice

01081 こめ　[水稲穀粒]　半つき米 Rice, short grain, paddy rice, half-milled, raw うるち米 歩留り： 95～96% Nonglutinous rice
Milling yield： 95-96%

01082 こめ　[水稲穀粒]　七分つき米 Rice, short grain, paddy rice, under-milled, raw うるち米 歩留り： 92～94% Nonglutinous rice
Milling yield： 92-94%

01083 こめ　[水稲穀粒]　精白米　うるち米
Rice, short grain, paddy rice, nonglutinous rice,
well-milled, raw うるち米 歩留り： 90～91% Nonglutinous rice

Milling yield： 90-91%

新規 こめ　[水稲穀粒]　精白米　もち米
Rice, short grain, paddy rice, glutinous rice,
well-milled, raw 歩留り： 90～91% Milling yield： 90-91%

新規 こめ　[水稲穀粒]　精白米　インディカ米 Rice, long grain, paddy rice, well-milled, raw 試料: 輸入品 歩留り： 90～91% Milling yield： 90-91%
Sample： imported rice

01084 こめ　[水稲穀粒]　はいが精米
Rice, short grain, paddy rice, well-milled, rice
with embryo, raw うるち米 歩留り： 91～93% Milling yield： 91-93x%

新規 こめ　[水稲穀粒]　発芽玄米
Rice, short grain, paddy rice, germinated brown
rice, raw うるち米

01085 こめ　[水稲めし]　玄米 Rice, short grain, paddy rice, brown, cooked うるち米 玄米47 g相当量を含む Containing brown rice 47 g

01086 こめ　[水稲めし]　半つき米 Rice, short grain, paddy rice, half-milled, cooked うるち米 半つき米47 g相当量を含む Containing half-milled rice 47 g

01087 こめ　[水稲めし]　七分つき米
Rice, short grain, paddy rice, under-milled,
cooked うるち米 七分つき米47 g相当量を含む Containing under-milled rice 47 g

01088 こめ　[水稲めし]　精白米　うるち米
Rice, short grain, paddy rice, nonglutinous rice,
well-milled, cooked うるち米 精白米47 g相当量を含む Containing well-milled rice 47 g

新規 こめ　[水稲めし]　精白米　もち米
Rice, short grain, paddy rice, glutinous rice,
well-milled, cooked うるち米 精白米47 g相当量を含む Containing well-milled rice 47 g

01089 こめ　[水稲めし]　はいが精米
Rice, short grain, paddy rice, well-milled, rice
with embryo, cooked うるち米 はいが精白米47 g相当量を含む

Containing well-milled rice with
embryo 47 g

新規 こめ　[水稲めし]　発芽玄米
Rice, short grain, paddy rice, germinated brown
rice, cooked うるち米 発芽玄米○ g相当量を含む

Containing germinated brown rice ○
g

01090 こめ　[水稲全かゆ]　玄米 Rice, short grain, paddy rice, brown, gruel うるち米
20%がゆ

玄米20 g相当量を含む Containing brown rice 20 g

01091 こめ　[水稲全かゆ]　半つき米 Rice, short grain, paddy rice, half-milled, gruel うるち米
20%がゆ

半つき米20 g相当量を含む Containing half-milled rice 20 g

01092 こめ　[水稲全かゆ]　七分つき米
Rice, short grain, paddy rice, under-milled,
gruel

うるち米
20%がゆ

七分つき米20 g相当量を含む Containing under-milled rice 20 g

01093 こめ　[水稲全かゆ]　精白米 Rice, short grain, paddy rice,  well-milled, gruel うるち米 精白米20 g相当量を含む Containing well-milled rice 20 g

01094 こめ　[水稲五分かゆ]　玄米
Rice, short grain, paddy rice, brown, diluted
gruel うるち米 玄米10 g相当量を含む Containing brown rice 10 g

01095 こめ　[水稲五分かゆ]　半つき米
Rice, short grain, paddy rice, half-milled,
diluted gruel うるち米 半つき米10 g相当量を含む Containing half-milled rice 10 g

01096 こめ　[水稲五分かゆ]　七分つき米
Rice, short grain, paddy rice, under-milled,
diluted gruel うるち米 七分つき米10 g相当量を含む Containing under-milled rice 10 g
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01097 こめ　[水稲五分かゆ]　精白米
Rice, short grain, paddy rice,  well-milled,
diluted gruel うるち米 精白米10 g相当量を含む Containing well-milled rice 10 g

01098 こめ　[水稲おもゆ]　玄米 Rice, short grain, paddy rice, brown, thin gruel
うるち米
弱火で加熱、ガーゼでこしたも
の

玄米6 g相当量を含む
Filtered through gauze after cooking
over low heat
Containing brown rice 6 g

01099 こめ　[水稲おもゆ]　半つき米
Rice, short grain, paddy rice, half-milled, thin
gruel

うるち米
弱火で加熱、ガーゼでこしたも
の

半つき米6 g相当量を含む
Filtered through gauze after cooking
over low heat
Containing half-milled rice 6 g

01100 こめ　[水稲おもゆ]　七分つき米
Rice, short grain, paddy rice, under-milled, thin
gruel

うるち米
弱火で加熱、ガーゼでこしたも
の

七分つき米6 g相当量を含む
Filtered through gauze after cooking
over low heat
Containing under-milled rice 6 g

01101 こめ　[水稲おもゆ]　精白米
Rice, short grain, paddy rice,  well-milled, thin
gruel

うるち米
弱火で加熱、ガーゼでこしたも
の

精白米6 g相当量を含む
Filtered through gauze after cooking
over low heat
Containing well-milled rice 6 g

01102 こめ　[陸稲穀粒]　玄米 Rice, short grain, upland rice, brown, raw うるち、もちを含む
Including nonglutinous and glutinous
rice

01103 こめ　[陸稲穀粒]　半つき米 Rice, short grain, upland rice, half-milled, raw うるち、もちを含む 歩留り： 95～96%
Including nonglutinous and glutinous
rice
Milling yield： 95-96%

01104 こめ　[陸稲穀粒]　七分つき米 Rice, short grain, upland rice, under-milled, raw うるち、もちを含む 歩留り： 93～94%
Including nonglutinous and glutinous
rice
Milling yield： 93-94%

01105 こめ　[陸稲穀粒]　精白米 Rice, short grain, upland rice, well-milled, raw うるち、もちを含む 歩留り： 90～92%
Including nonglutinous and glutinous
rice
Milling yield： 90-92%

01106 こめ　[陸稲めし]　玄米 Rice, short grain, upland rice, brown, cooked うるち、もちを含む 玄米47 g相当量を含む
Including nonglutinous and glutinous
rice
Containing brown rice 47 g

01107 こめ　[陸稲めし]　半つき米
Rice, short grain, upland rice, half-milled,
cooked うるち、もちを含む 半つき米47 g相当量を含む

Including nonglutinous and glutinous
rice
Containing half-milled rice 47 g

01108 こめ　[陸稲めし]　七分つき米
Rice, short grain, upland rice, under-milled,
cooked うるち、もちを含む 七分つき米47 g相当量を含む

Including nonglutinous and glutinous
rice
Containing under-milled rice 47 g

01109 こめ　[陸稲めし]　精白米
Rice, short grain, upland rice, well-milled,
cooked うるち、もちを含む 精白米47 g相当量を含む

Including nonglutinous and glutinous
rice
Containing well-milled rice 47 g

01110 こめ　[うるち米製品]　アルファ化米　一般用
Rice, nonglutinous rice products, quick-cooking
rice, regular, raw

新規
こめ　[うるち米製品]　アルファ化米　学校給食
用強化品

Rice, nonglutinous rice products, quick-cooking
rice, fortified product for school lunch, raw

01111 こめ　[うるち米製品]　おにぎり
Rice, nonglutinous rice products, "Onigiri "
(rice ball) 塩むすび（のり、具材なし） Without laver and filling

01112 こめ　[うるち米製品]　焼きおにぎり
Rice, nonglutinous rice products, "Yaki-onigiri "
(baked rice ball) こいくちしょうゆ6.5 gを含む

Containing 6.5 g of common soy
sauce

01113 こめ　[うるち米製品]　きりたんぽ
Rice, nonglutinous rice products,
"Kiritanpo "(baked tube-shaped cooked rice)

01114 こめ　[うるち米製品]　上新粉 Rice, nonglutinous rice products, regular flour
新規 こめ　[うるち米製品]　玄米粉

Rice, nonglutinous rice products, brown rice
flour

新規 こめ　[うるち米製品]　米粉 Rice, nonglutinous rice products, fine flour
新規 こめ　[うるち米製品]　米粉パン Rice, nonglutinous rice products, bread
新規 こめ　[うるち米製品]　米粉めん

Rice, nonglutinous rice products, wet noodles,
raw
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01115 こめ　[うるち米製品]　ビーフン
Rice, nonglutinous rice products, dried noodles,
raw

01116 こめ　[うるち米製品]　米こうじ Rice, nonglutinous rice products, rice-koji
01117 こめ　[もち米製品]　もち Rice, glutinous rice products, rice cake

01118 こめ　[もち米製品]　赤飯
Rice, glutinous rice products, "Sekihan "
(steamed rice with adzuki beans or cowpeas) 別名： おこわ、こわめし 原材料配合割合： もち米100、ささげ10

Recipe： glutinous rice 100, cowpeas
10

01119 こめ　[もち米製品]　あくまき
Rice, glutinous rice products, "Akumaki " (lye-
soaked and cooked rice in bamboo leaf

01120 こめ　[もち米製品]　白玉粉
Rice, glutinous rice products, "Shiratamako "
(flour milled in water)

01121 こめ　[もち米製品]　道明寺粉
Rice, glutinous rice products, "Domyojiko "
(steamed flour)

新規 こめ　[その他]　米ぬか Rice, bran

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

Outer layer flour partly eliminated

01123 そば　そば粉　内層粉 Buckwheat flour, inner layer 別名： さらしな粉、ごぜん粉

01124 そば　そば粉　中層粉 Buckwheat flour, middle layer
01125 そば　そば粉　表層粉 Buckwheat flour, outer layer
01126 そば　そば米 Buckwheat, parboiled grain 別名： そばごめ、むきそば

01127 そば　そば　生 Buckwheat, wet noodles, uncooked 別名： そば切り 原材料配合割合： 小麦粉65、そば粉35
Recipe： wheat flour 65, buckwheat
flour 35

01128 そば　そば　ゆで Buckwheat, wet noodles, boiled 別名： そば切り

01129 そば　干しそば　乾 Buckwheat, dried noodles, uncooked 原材料配合割合： 小麦粉65、そば粉35
Recipe ： wheat flour 65, buckwheat
flour 35

01130 そば　干しそば　ゆで Buckwheat, dried noodles, boiled

01131 とうもろこし　玄穀　黄色種 Corn, whole grain, yellow type, raw 別名： とうきび
試料： 輸入品

Sample： imported corn

新規 とうもろこし　玄穀　白色種 Corn, whole grain, white type, raw 別名： とうきび
試料： 輸入品

01132 とうもろこし　コーンミール　黄色種 Cornmeal, yellow type 別名： とうきび 歩留り： 75～80% Milling yield： 75-80%

新規 とうもろこし　コーンミール　白色種 Cornmeal, white type 別名： とうきび 歩留り： 75～80% Milling yield： 75-80%

01133 とうもろこし　コーングリッツ　黄色種 Corn grits, yellow type 別名： とうきび 歩留り： 44～55% Milling yield： 44-55%

新規 とうもろこし　コーングリッツ　白色種 Corn grits, white type 別名： とうきび 歩留り： 44～55% Milling yield： 44-55%

01134 とうもろこし　コーンフラワー　黄色種 Corn flour, yellow type 別名： とうきび 歩留り： 4～12% Milling yield： 4-12%

新規 とうもろこし　コーンフラワー　白色種 Corn flour, white type 別名： とうきび 歩留り： 4～12% Milling yield： 4-12%

01135 とうもろこし　ジャイアントコーン　フライ　味付け Corn, cultivar: Cuzco, oil-roasted and salted 別名： とうきび

01136 とうもろこし　ポップコーン Corn, popcorn, oil-popped and salted 別名： とうきび

01137 とうもろこし　コーンフレーク Corn, cornflakes 別名： とうきび

(06175～180)

01138 はとむぎ　精白粒 Job's tears, milled grain, raw 歩留り： 42～45% Milling yield： 42-45%

01139 ひえ　精白粒 Japanese barnyard millet, milled grain, raw 歩留り： 55～60% Milling yield： 55-60%

01140 もろこし　玄穀 Sorghum, whole grain, raw 別名： こうりゃん、ソルガム、た
かきび、マイロ

01141 もろこし　精白粒 Sorghum, milled grain, raw 別名： こうりゃん、ソルガム、た
かきび、マイロ

歩留り： 70～80% Milling yield： 70-80%

01142 ライむぎ　全粒粉 Rye, whole flour
01143 ライむぎ　ライ麦粉 Rye, flour 歩留り： 65～75% Milling yield： 65-75%
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(01032)

新規 雑穀　五穀
Five grains (rice, barley, beans, foxtail millet,
proso millet (p))

○○、○○、○○、○○、○○
を含むもの。

２ いも及びでん粉類 2. Potatoes and starches
 ＜POTATOES ＞(英訳では省略）

02001 ＜いも類＞きくいも　塊茎　生 Jerusalem-artichoke, tuber, raw 廃棄部位： 表層、エネルギー： 暫定値
Removed portion： skin and cortex,
Energy : tentative value

新規 ＜いも類＞きくいも　塊茎　水煮 Jerusalem-artichoke, tuber, boiled 廃棄部位： 表層、エネルギー： 暫定値
Removed portion： skin and cortex,
Energy： tentative value

02002 ＜いも類＞こんにゃく　精粉 Konjac, fine powder こんにゃく製品の原料 エネルギー： 暫定値
Used as raw material for konjac
products
Energy： tentative value

02003
＜いも類＞こんにゃく　板こんにゃく　精粉こん
にゃく

Konjac, block, made from fine powder 突きこんにゃく、玉こんにゃくを
含む

エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

02004
＜いも類＞こんにゃく　板こんにゃく　生いもこ
んにゃく

Konjac, block, made from corm 突きこんにゃく、玉こんにゃくを
含む

エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

新規 ＜いも類＞こんにゃく　赤こんにゃく Konjac, block, colored by red ion oxide 三酸化二鉄を加え、赤色に加
工したもの

エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

新規 ＜いも類＞こんにゃく　凍みこんにゃく　乾 Konjac, freeze-dried, raw エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

新規 ＜いも類＞こんにゃく　凍みこんにゃく　水戻し Konjac, freeze-dried, rehydrated in water エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

02005 ＜いも類＞こんにゃく　しらたき Konjac, noodles 別名： 糸こんにゃく エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

02006 ＜いも類＞さつまいも　塊根　皮むき　生 Sweet potato, tuberous root, without skin, raw 別名： かんしょ（甘藷）
廃棄部位： 表層及び両端（表皮の割合：
2%）

Removed portion： skin, cortex and
ends　(skin portion： 2%)

02007 ＜いも類＞さつまいも　塊根　皮むき　蒸し
Sweet potato, tuberous root, without skin,
steamed 別名： かんしょ（甘藷） 廃棄部位： 表皮及び両端 Removed portion： skin and ends

02008 ＜いも類＞さつまいも　塊根　皮むき　焼き Sweet potato, tuberous root, without skin, baked
別名： かんしょ（甘藷）、石焼き
芋
試料： 市販品

廃棄部位： 表層、エネルギー： 暫定値
Sample： Commercial product
Removed portion： skin and cortex

02009 ＜いも類＞さつまいも　蒸し切干
Sweet potato, Mushikiriboshi (sliced and dried
after steaming)

別名： かんしょ（甘藷）、乾燥い
も、干しいも

新規 ＜いも類＞さつまいも　塊根　皮つき　生 Sweet potato, tuberous root, with skin, raw 別名： かんしょ（甘藷）

新規 ＜いも類＞さつまいも　塊根　皮つき　蒸し Sweet potato, tuberous root, with skin, steamed 別名： かんしょ（甘藷）

新規 ＜いも類＞さつまいも　塊根　皮つき　天ぷら
Sweet potatoes, tuberous root, with skin,
tempura 別名： かんしょ（甘藷）

新規 ＜いも類＞さつまいも　紫　塊根　皮むき　生
Sweet potato, purple flesh type, tuberous root,
without skin, raw

別名： かんしょ（甘藷）、むらさ
きいも

廃棄部位： 表皮及び両端 Removed portion： skin and ends

新規 ＜いも類＞さつまいも　紫　塊根　皮むき　蒸し
Sweet potato, purple flesh type, tuberous root,
without skin, steamed

別名： かんしょ（甘藷）、むらさ
きいも

廃棄部位： 表層 Removed portion： skin and cortex

02010 ＜いも類＞(さといも類）　さといも　球茎　生 Taro, "Satoimo " , corm, raw 試料： 輸入品を含む 廃棄部位： 表層
Sample： including imported product
Removed portion： skin and cortex

02011 ＜いも類＞(さといも類）　さといも　球茎　水煮 Taro, "Satoimo " , corm, boiled
02012 ＜いも類＞(さといも類）　さといも　球茎　冷凍 Taro, "Satoimo " , corm, frozen 試料： 輸入品 Sample： imported product

新規 ＜いも類＞(さといも類）　セレベス　球茎　生 Taro, Celebes, tuber, raw 別名： あかめいも 廃棄部位： 表層 Removed portion： skin and cortex

新規 ＜いも類＞(さといも類）　セレベス　球茎　水煮 Taro, Celebes, tuber, boiled 別名： あかめいも

新規 ＜いも類＞さといも類）　たけのこいも　球茎　生 Taro, "Takenoko-imo ", tuber, raw 別名： 京いも 廃棄部位： 表層 Removed portion： skin and cortex

新規
＜いも類＞(さといも類）　たけのこいも　球茎
水煮

Taro, "Takenoko-imo ", tuber, boiled 別名： 京いも

02013 ＜いも類＞(さといも類）　みずいも　球茎　生 Taro, "Mizuimo " , corm, raw 別名： 田芋 廃棄部位： 表層及び両端
Removed portion： skin, cortex and
ends

02014 ＜いも類＞(さといも類）　みずいも　球茎　水煮 Taro, "Mizuimo " , corm, boiled 別名： 田芋
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02015 ＜いも類＞(さといも類）　やつがしら　球茎　生 Taro, "Yatsugashira ", corm, raw 廃棄部位： 表層 Removed portion： skin and cortex

02016
＜いも類＞(さといも類）　やつがしら　球茎　水
煮

Taro, "Yatsugashira ", corm, boiled

02017 ＜いも類＞じゃがいも　塊茎　生 Potatoes, tuber, raw 別名： ばれいしょ（馬鈴薯） 廃棄部位： 表層 Removed portion： skin and cortex

02018 ＜いも類＞じゃがいも　塊茎　蒸し Potatoes, tuber, steamed 別名： ばれいしょ（馬鈴薯） 廃棄部位： 表皮 Removed portion： skin

02019 ＜いも類＞じゃがいも　塊茎　水煮 Potatoes, tuber, boiled 別名： ばれいしょ（馬鈴薯）

02020 ＜いも類＞じゃがいも　フライドポテト Potatoes, fried potato 別名： ばれいしょ（馬鈴薯）

02021 ＜いも類＞じゃがいも　乾燥マッシュポテト Potatoes, dehydrated mashed potato
別名： ばれいしょ（馬鈴薯）
試料： 輸入品を含む。酸化防
止用としてビタミンC添加品あり

Sample： including imported product,
some products may contain ascorbic
acid as antioxidant.

(15103～104)

新規 ＜いも類＞ヤーコン　塊根　生 Yacon, tuber, raw
新規 ＜いも類＞ヤーコン　塊根　水煮 Yacon, tuber, boiled

02022
＜いも類＞(やまのいも類）　ながいも　いちょう
いも　塊根　生

 Yam, Chinese yam, "Ichoimo ", tuberous root,
raw 別名： やまいも、手いも 廃棄部位： 表層 Removed portion： skin and cortex

02023
＜いも類＞(やまのいも類）　ながいも　ながいも
塊根　生

 Yam, Chinese yam, "Nagaimo ", tuberous root,
raw 別名： やまいも 廃棄部位： 表層、ひげ根及び切り口

Removed portion： skin, cortex,
fibrous root and cut end

02024
＜いも類＞(やまのいも類）　ながいも　ながいも
塊根　水煮

 Yam, Chinese yam, "Nagaimo ", tuberous root,
boiled 別名： やまいも

02025
＜いも類＞(やまのいも類）　ながいも　やまとい
も　塊根　生

 Yam, Chinese yam, "Yamatoimo ", tuberous
root, raw

別名： やまいも
伊勢いも、丹波いもを含む

廃棄部位： 表層及びひげ根
Removed portion： skin, cortex and
fibrous root

(06282)

02026
＜いも類＞(やまのいも類）　じねんじょ　塊根
生

Yam, Japanese yam, tuberous root, raw 別名： やまいも 廃棄部位： 表層及びひげ根
Removed portion： skin, cortex and
fibrous root

02027 ＜いも類＞(やまのいも類）　だいじょ　塊根　生 Yam, white yam, tuberous root, raw 別名： やまいも、だいしょ 廃棄部位： 表層 Removed portion： skin and cortex

 ＜STARCHES AND STARCH PRODUCTS ＞

(02034)

02028
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉類）　キャッサ
バでん粉

Starch, cassava starch 別名： タピオカ
試料： 輸入品

Sample： imported product

02029
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉類）　くずでん
粉

Starch, kudzu starch 別名： くず粉

02030 ＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉類）　米でん粉 Starch, rice starch

02031
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉類）　小麦でん
粉

Starch, wheat starch

(02035)

02032
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉類）　サゴでん
粉

Starch, sago starch 試料： 輸入品 Sample： imported product

02033
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉類）　さつまい
もでん粉

Starch, sweet potato starch 別名： かんしょ（甘藷）でん粉

02034
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉類）　じゃがい
もでん粉

Starch, potato starch 別名： ばれいしょ（馬鈴薯）でん
粉、かたくり粉

(02028)

02035
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉類）　とうもろこ
しでん粉

Starch, corn starch 別名： コーンスターチ

02036
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉製品）　くずきり
乾

Starch products, kudzu starch noodles, dried,
uncooked

02037
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉製品）　くずきり
ゆで

Starch products, kudzu starch noodles, dried,
boiled
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（○○）

新規
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉製品）　ごま豆
腐

Starch products, "Goma-dofu" (tofu-like jelly
made from sesame paste and kudzu starch)

02038
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉製品）　タピオ
カパール　乾

Starch products, tapioca pearls, dried, uncooked 試料： 輸入品 Sample： imported product

新規
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉製品）　タピオ
カパール　ゆで

Starch products, tapioca pearls, boiled 試料： 輸入品 Sample： imported product

新規
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉製品）　でん粉
めん　生

Starch products, wet noodles, uncooked

新規
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉製品）　でん粉
めん　乾

Starch products, dried noodles, uncooked

新規
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉製品）　でん粉
めん　乾　ゆで

Starch products, dried noodles, boiled

02039
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉製品）　はるさ
め　緑豆はるさめ　乾

Starch products, "Harusame " (thin starch
noodles), made from mung bean starch, dried,
uncooked

主原料： 緑豆でん粉
試料： 輸入品を含む

Sample： including imported product

新規
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉製品）　はるさ
め　緑豆はるさめ　ゆで

Starch products, "Harusame " (thin starch
noodles), made from mung bean starch, boiled

02040
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉製品）　はるさ
め　普通はるさめ　乾

Starch products, "Harusame " (thin starch
noodles), made from potato and sweet potato
starches, dried, uncooked

主原材料： じゃがいもでん粉、
さつまいもでん粉

新規
＜でん粉・でん粉製品＞（でん粉製品）　はるさ
め　普通はるさめ　ゆで

Starch products, "Harusame " (thin starch
noodles), made from potato and sweet potato
starches, boiled

３ 砂糖及び甘味類 3. Sugars and sweeteners
03001 (砂糖類）　黒砂糖 Sugars, brown sugar lump しょ糖： 80 g Sucrose： 80 g

03002 (砂糖類）　和三盆糖
Sugars, "Wasanbonto " (traditional non-
centrifugal soft white cane sugar) しょ糖： 97.4 g Sucrose： 97.4 g

03003 (砂糖類）　車糖　上白糖 Sugars, soft sugars, white しょ糖： 97.8 g Sucrose： 97.8 g

03004 (砂糖類）　車糖　三温糖 Sugars, soft sugars, yellow しょ糖： 96.4 g Sucrose： 96.4 g

03005 (砂糖類）　ざらめ糖　グラニュー糖 Sugars, hard sugars, granulated しょ糖： 99.9 g Sucrose： 99.9 g

03006 (砂糖類）　ざらめ糖　白ざら糖 Sugars, hard sugars, coarse crystal, white 別名： 上ざら糖 しょ糖： 99.9 g Sucrose： 99.9 g

03007 (砂糖類）　ざらめ糖　中ざら糖 Sugars, hard sugars, coarse crystal, yellow 別名： 黄ざら糖 しょ糖： 99.9 g Sucrose： 99.9 g

03008 (砂糖類）　加工糖　角砂糖 Sugars, reprocessed sugars, cubes しょ糖： 99.9 g Sucrose： 99.9 g

03009 (砂糖類）　加工糖　氷砂糖
Sugars, reprocessed sugars, "Korizato " (crystal
candy sugar) 別名： 氷糖 しょ糖： 99.9 g Sucrose： 99.9 g

03010 (砂糖類）　加工糖　コーヒーシュガー
Sugars, reprocessed sugars, candy sugar for
coffee しょ糖： 99.5 g Sucrose： 99.5 g

03011 (砂糖類）　加工糖　粉糖 Sugars, reprocessed, powdered sugar 別名： 粉砂糖
か（顆）粒糖を含む

しょ糖： 98.3 g Including agglomerated sugar
Sucrose： 98.3 g

03012 (砂糖類）　液糖　しょ糖型液糖 Sugars, liquid sugars, sucrose しょ糖： 67.7 g Sucrose： 67.7 g

03013 (砂糖類）　液糖　転化型液糖 Sugars, liquid sugars, inverted しょ糖： 37.0 g Sucrose： 37.0 g

03014 (砂糖類）　氷糖みつ Sugars, candy sugar molasses しょ糖： 63.3 g Sucrose： 63.3 g

03015 (でん粉糖類）　粉あめ Starch sweeteners, dried glucose syrup
03016  (でん粉糖類）　水あめ Starch sweeteners, glucose syrup

新規 (でん粉糖類）　水あめ　酵素糖化
Starch sweeteners, glucose syrup, enzyme-
converted

新規 (でん粉糖類）　水あめ　酸糖化
Starch sweeteners, glucose syrup, acid-
converted
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食品番号 食品名(全体） 英名 (食品名、エクセルファイルのみに掲載）
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その他の備考 備考の英訳

03017 (でん粉糖類）　ぶどう糖　全糖

Starch sweeteners, glucose*, total sugar type ←
(要確認、uncrystallized powder?)
[*Syn. dextrose]

03018 (でん粉糖類）　ぶどう糖　含水結晶
Starch sweeteners, glucose*, monohydrate
[*Syn. dextrose]

03019 (でん粉糖類）　ぶどう糖　無水結晶
Starch sweeteners, glucose*, anhydrous
[*Syn. dextrose]

03020 (でん粉糖類）　果糖 Starch sweeteners, fructose

03021  (でん粉糖類）　異性化液糖 Starch sweeteners, high fructose syrup
 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」

4) Syrups in accordance with the
Japanese Agricultural Standard

新規 (でん粉糖類）　異性化液糖　ぶどう糖果糖液糖 Starch sweeteners, glucose fructose syrup 果糖含有率50%未満のもの Containing less than 50% of fructose

新規 (でん粉糖類）　異性化液糖　果糖ぶどう糖液糖 Starch sweeteners, fructose glucose syrup 果糖含有率50%以上90%未満の
もの

Containing  50% to 90% of fructose

新規 (でん粉糖類）　異性化液糖　高果糖液糖 Starch sweeteners, high fructose syrup 果糖含有率90%以上のもの
Containing  more than 90% of
fructose

03022 (その他）　はちみつ Honey

03023 (その他）　メープルシロップ Maple syrup 別名： かえで糖
試料： 輸入品

Sample： imported products

４ 豆類 4. Pulses
04001 あずき　全粒　乾 Adzuki beans, mature seeds, whole, raw
04002 あずき　全粒　ゆで Adzuki beans, mature seeds, whole, boiled

04003 あずき　ゆで小豆缶詰
Adzuki beans, mature seeds, whole, boiled,
canned in syrup 液汁を含む Including syrup

04004 あずき　あん　こしあん
Adzuki beans, mature seeds, "An " (bean paste),
"Koshi-an" (strained sweet bean paste) 生こしあん

04005 あずき　あん　さらしあん

Adzuki beans, mature seeds, "An " (bean paste),
"Sarashi-an " (powder of strained sweet bean
paste)

乾燥あん

04006 あずき　あん　つぶしあん
Adzuki beans, mature seeds, "An " (bean paste),
"Tsubushi-an " (mushed sweet bean paste) 試料: しょ糖添加品

04007 いんげんまめ　全粒　乾 Kidney beans, mature seeds, whole, raw 金時類、白金時類、手亡類、鶉
類、大福、虎豆を含む

04008 いんげんまめ　全粒　ゆで Kidney beans, mature seeds, whole, boiled 金時類、白金時類、手亡類、鶉
類、大福、虎豆を含む

04009 いんげんまめ　うずら豆
Kidney beans, mature seeds, "Uzura-mame "
(beans cooked with sugar and salt)

試料（原材料）： 金時類
煮豆

04010 いんげんまめ　こしあん
Kidney beans, mature seeds, "Koshi-an "
(strained sweet bean paste) 試料: 生こしあん

04011 いんげんまめ　豆きんとん
Kidney beans, mature seeds, "Mame-kinton "
(sweetened whole beans with bean paste) 試料: 市販品 Sample： commercial product

(06010～011)

04012 えんどう　全粒　乾　青えんどう Peas, mature seeds, green-colored, whole, raw

新規 えんどう　全粒　乾　赤えんどう Peas, mature seeds, dun-colored, whole, raw

04013 えんどう　全粒　ゆで　青えんどう Peas, mature seeds, green-colored, whole, boiled

新規 えんどう　全粒　ゆで　赤えんどう Peas, mature seeds, dun-colored, whole, boiled
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食品番号 食品名(全体） 英名 (食品名、エクセルファイルのみに掲載）
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その他の備考 備考の英訳

04014 えんどう　グリーンピース（揚げ豆） Peas, mature seeds, oil-roasted and salted

04015 えんどう　塩豆
Peas, mature seeds, "Shio-mame " (peas
roasted and coated with calcium carbonate and 炭酸カルシウム使用 (食品名に含まれるので略）

04016 えんどう　うぐいす豆
Peas, mature seeds, "Uguisu-mame " (green
peas cooked with sugar and salt) 煮豆

(06019～026)

04017 ささげ　全粒　乾 Cowpeas, mature seeds, whole, raw
04018 ささげ　全粒　ゆで Cowpeas, mature seeds, whole, dried, boiled
04019 そらまめ　全粒　乾 Broad beans, mature seeds, whole, raw
04020 そらまめ　フライビーンズ

Broad beans, mature seeds, oil-roasted and
salted 別名： いかり豆 種皮付き With hull

04021 そらまめ　おたふく豆
Broad beans, mature seeds, "Otafuku-mame "
(beans cooked with sugar and salt or soy sauce) 煮豆

04022 そらまめ　ふき豆
Broad beans, mature seeds, "Fuki-mame "
(hulled beans cooked with sugar and salt) 煮豆

新規 そらまめ　しょうゆ豆
Broad beans, mature seeds, "Shoyu-mame"
(beans cooked with sugar and soy sauce) 煮豆

(06124～125)

04023
だいず　[全粒・全粒製品]　全粒　国産　黄大豆
乾

Soybeans, mature seeds, whole, domestic,
yellow-colored, raw

新規
だいず　[全粒・全粒製品]　全粒　国産　黒大豆
乾

Soybeans, mature seeds, whole, domestic, black-
colored, raw

04024
だいず　[全粒・全粒製品]　全粒　国産　黄大豆
ゆで

Soybeans, mature seeds, whole, domestic,
yellow-colored, boiled

04025
だいず　[全粒・全粒製品]　全粒　米国産　黄大
豆　乾

Soybeans, mature seeds, whole, imported from
U.S.A., yellow-colored, raw

04026
だいず　[全粒・全粒製品]　全粒　中国産　黄大
豆　乾

Soybeans, mature seeds, whole, imported from
China, yellow-colored, raw

04027
だいず　[全粒・全粒製品]　全粒　ブラジル産
黄大豆　乾

Soybeans, mature seeds, whole, imported from
Brazil, yellow-colored, dried, raw

新規 だいず　[全粒・全粒製品]　いり大豆　黄大豆
Soybeans, mature seeds, whole, yellow-colored,
roasted

新規 だいず　[全粒・全粒製品]　いり大豆　黒大豆
Soybeans, mature seeds, whole, black-colored,
roasted

新規 だいず　[全粒・全粒製品]　いり大豆　青大豆
Soybeans, mature seeds, whole, green-colored,
roasted

04028 だいず　[全粒・全粒製品]　水煮缶詰　黄大豆
Soybeans, mature seeds, whole, yellow-colored,
boiled, canned in water 液汁を除いたもの Drained

新規 だいず　[全粒・全粒製品]　蒸し大豆　黄大豆
Soybeans, mature seeds, whole, yellow-colored,
steamed 試料： レトルト製品 Sample： retort-pouch

04029
だいず　[全粒・全粒製品]　きな粉　全粒大豆
黄大豆

Soybeans, "Kinako" (roasted and ground
beans), made from yellow-colored whole beans

新規
だいず　[全粒・全粒製品]　きな粉　全粒大豆
青大豆

Soybeans, "Kinako" (roasted and ground
beans), made from green-colored whole beans

04030
だいず　[全粒・全粒製品]　きな粉　脱皮大豆
黄大豆

Soybeans, "Kinako " (roasted and ground
beans), made from yellow-colored hulled beans

新規 だいず　[全粒・全粒製品]　大豆はいが Soybeans, bean germ

04031 だいず　[全粒・全粒製品]　ぶどう豆
Soybeans, "Budo-mame " (beans cooked with
sugar and salt) 煮豆 (食品名に含まれるので略）

(06015～017)

11／92



食品番号 食品名(全体） 英名 (食品名、エクセルファイルのみに掲載）
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(06287～288)

04032 だいず　[豆腐・油揚げ類]　木綿豆腐 Soybeans, tofu, "Momen-tofu" (regular tofu)
04033 だいず　[豆腐・油揚げ類]　絹ごし豆腐 Soybeans, tofu, "Kinugoshi-tofu " (silken tofu)
04034 だいず　[豆腐・油揚げ類]　ソフト豆腐 Soybeans, tofu, soft tofu
04035 だいず　[豆腐・油揚げ類]　充てん豆腐 Soybeans, tofu, "Juten-tofu" (packaged tofu)

04036 だいず　[豆腐・油揚げ類]　沖縄豆腐
Soybeans, tofu, "Okinawa-tofu " (firm tofu
made in Okinawa prefecture) 別名： 島豆腐

04037 だいず　[豆腐・油揚げ類]　ゆし豆腐 Soybeans, tofu, "Yushi-dofu " (unsolidified tofu)
04038 だいず　[豆腐・油揚げ類]　焼き豆腐 Soybeans, tofu, "Yaki-tofu " (grilled tofu )

04039 だいず　[豆腐・油揚げ類]　生揚げ
Soybeans, tofu, "Nama-age" (fried slices of
drained tofu) 別名： 厚揚げ

04040 だいず　[豆腐・油揚げ類]　油揚げ　生
Soybeans, tofu, "Abura-age " (fried thin slices of
pressed tofu) , uncooked

新規 だいず　[豆腐・油揚げ類]　油揚げ　油抜き　生
Soybeans, tofu, "Abura-age " (fried thin slices of
pressed tofu) , reduced oil by blanching,

新規
だいず　[豆腐・油揚げ類]　油揚げ　油抜き　焼
き

Soybeans, tofu, "Abura-age " (fried thin slices of
pressed tofu) , reduced oil by blanching, baked

新規
だいず　[豆腐・油揚げ類]　油揚げ　油抜き　ゆ
で

Soybeans, tofu, "Abura-age " (fried thin slices of
pressed tofu) , reduced oil by blanching, boiled

04041 だいず　[豆腐・油揚げ類]　がんもどき
Soybeans, tofu, "Ganmodoki " (fried mixture of
crushed tofu, vegetables and ground yam)

04042 だいず　[豆腐・油揚げ類]　凍り豆腐　乾
Soybeans, tofu, "Kori-dofu " (freeze dried tofu),
uncooked

試料: 炭酸水素ナトリウム処理
製品
別名： 高野豆腐

Sample： treated with an alkaline
(sodium bicarbonate) solution for an
easy cooking

新規 だいず　[豆腐・油揚げ類]　凍り豆腐　湯戻し
Soybeans, tofu, "Kori-dofu " (freeze dried tofu),
rehydrated in hot water

04043 だいず　[豆腐・油揚げ類]　豆腐よう Soybeans, tofu, "Tofu-yo " (fermented tofu)

04044 だいず　[豆腐・油揚げ類]　豆腐竹輪　蒸し
Soybeans, tofu, "Tofu-chikuwa " (tubular tofu
made with surimi), steamed type 原材料配合割合： 豆腐2、すり身1 Recipe： tofu 2, surimi 1

04045 だいず　[豆腐・油揚げ類]　豆腐竹輪　焼き
Soybeans, tofu, "Tofu-chikuwa " (tubular tofu
made with surimi), baked type 原材料配合割合： 豆腐2、すり身1 Recipe： tofu 2, surimi 1

新規 だいず　[豆腐・油揚げ類]　ろくじょう豆腐
Soybeans, tofu, "Rokujo-tofu" (salted and sun-
dried tofu)

04046 だいず　[納豆類]　糸引き納豆
Soybeans, natto, "Itohiki-natto " (fermented
whole soybean) ビタミンK： メナキノン-7を含む Vitamin K： including menaquinone-7

04047 だいず　[納豆類]　挽きわり納豆
Soybeans, natto, "Hikiwari-natto " (fermented
dehulled and split soybean) ビタミンK： メナキノン-7を含む Vitamin K： including menaquinone-7

04048 だいず　[納豆類]　五斗納豆
Soybeans, natto, "Goto-natto " (natto ripen with
rice-koji and salt) 別名： こうじ納豆 ビタミンK： メナキノン-7を含む Vitamin K： including menaquinone-7

04049 だいず　[納豆類]　寺納豆
Soybeans, natto, "Tera-natto "  (koji-molded
soybeans ripen in salt water) 別名： 塩辛納豆、浜納豆 ビタミンK： メナキノン-7を含む Vitamin K： including menaquinone-7

(17044～050)

04050  だいず　[その他]　おから　旧製法
Soybeans, "Okara " (insoluble residue from soy
milk processing), traditional product

04051 だいず　[その他]　おから　新製法
Soybeans, "Okara " (insoluble residue from soy
milk processing), modern product

新規 だいず　[その他]　おから　乾燥
Soybeans, "Okara " (insoluble residue from soy
milk processing), dried

04052 だいず　[その他]　豆乳　豆乳 Soybeans, soy milk, regular type
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04053 だいず　[その他]　豆乳　調製豆乳 Soybeans, soy milk, reconstituted type

04054
だいず　[その他]　豆乳　豆乳飲料・麦芽コー
ヒー

Soybeans, soy milk based beverage, coffee
flavored

04055 だいず　大豆たんぱく　粒状大豆たんぱく Soybeans, soy protein, textured type
04056 だいず　大豆たんぱく　濃縮大豆たんぱく Soybeans, soy protein, concentrated type

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

Soybeans, soy protein, isolated type, regular

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

Soybeans, soy protein,  isolated type, mineral-
controlled product

04058 だいず　大豆たんぱく　繊維状大豆たんぱく Soybeans, soy protein, structured type

04059 だいず　湯葉　生
Soybeans, "Yuba"  (film formed on surface of
boiling soy milk), wet type

04060 だいず　湯葉　干し　乾
Soybeans, "Yuba " (film formed on surface of
boiling soy milk), dried type, uncooked

新規 だいず　湯葉　干し　湯戻し

Soybeans, "Yuba " (film formed on surface of
boiling soy milk), dried type, rehydrated in hot
water

04061 だいず　金山寺みそ
Soybeans, "Kinzanji-miso"  (fermented
soybeans, barley or wheat, and vegetable with ビタミンK： メナキノン-7を含む Vitamin K： including menaquinone-7

04062 だいず　ひしおみそ
Soybeans, "Hishio-miso"  (fermented soybeans,
barley or wheat, and vegetable with koji mold) ビタミンK： メナキノン-7を含む Vitamin K： including menaquinone-7

04063 だいず　テンペ
Soybeans, Tempeh (fermented soybeans with
Rhizopus oligospore ) 丸大豆製品

04064 つるあずき　全粒　乾 Rice beans, mature seeds, whole, raw 別名： たけあずき
試料： 輸入品

Sample： imported products

新規 つるあずき　全粒　ゆで Rice beans, mature seeds, whole, boiled

04065 ひよこまめ　全粒　乾
Chickpeas*, mature seeds, whole, raw
[*Syn. Garbanzo beans]

別名： チックピー、ガルバン
ゾー
試料： 輸入品

Sample： imported products

04066 ひよこまめ　全粒　ゆで
Chickpeas*, mature seeds, whole, boiled
[*Syn. Garbanzo beans]

別名： チックピー、ガルバン
ゾー

04067 ひよこまめ　全粒　フライ　味付け

Chickpeas*, mature seeds, whole, oil-roasted
and salted
[*Syn. Garbanzo beans]

別名： チックピー、ガルバン
ゾー

04068 べにばないんげん　全粒　乾 Scarlet runner beans, mature seeds, whole, raw 別名： はなまめ

04069 べにばないんげん　全粒　ゆで
Scarlet runner beans, mature seeds, whole,
boiled 別名： はなまめ

04070 らいまめ　全粒　乾
Lima beans*, mature seeds, whole, raw
[*Syn. Sieva beans]

別名： ライマビーン、バター
ビーン
試料： 輸入品

Sample： imported products

新規 らいまめ　全粒　ゆで
Lima beans*, mature seeds, whole, boiled
[*Syn. Sieva beans]

別名： ライマビーン、バター
ビーン

(05034～035)

(06303～304)

04071 りょくとう　全粒　乾 Mung beans, mature seeds, whole, raw 別名： やえなり
試料： 輸入品

04072 りょくとう　全粒　ゆで Mung beans, mature seeds, whole, boiled 別名： やえなり

(02039)

(06291～292)
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04073 レンズまめ　全粒　乾 Lentils, mature seeds, whole, raw 別名： ひらまめ
試料： 輸入品

新規 レンズまめ　全粒　ゆで Lentils, mature seeds, whole, boiled 別名： ひらまめ

５ 種実類 5. Nuts and seeds

05001 アーモンド　乾 Almonds, raw 試料： 輸入品 Sample： imported products

05002 アーモンド　フライ 味付け Almonds, oil-roasted and salted 試料： 輸入原料
Sample： made from imported
material

新規 アーモンド　ロースト　無塩 Almonds, roasted, without salt
05003 あさ　乾 Hemp seeds, dried 試料： 輸入品 Sample： imported products

新規 あまに　ロースト Flax seeds, roasted
05004 えごま　乾 Perilla, "Egoma" , seeds, dried 別名： あぶらえ

05005 カシューナッツ　フライ　味付け Cashew nuts, oil-roasted and salted 試料： 輸入原料
Sample： made from imported
material

05006 かぼちゃ　いり　味付け Pumpkin seeds, roasted and salted 試料： 輸入原料 廃棄部位： 種皮
Removed portion： hull
Sample： made from imported
material

05007 かや　いり Japanese torreya seeds, roasted 廃棄率： 殻つきの場合35% Waste ratio： 35% for product with
shell

05008 ぎんなん　生 Ginkgo nuts, raw 廃棄部位： 殻及び薄皮 Removed portion： shell and skin

05009 ぎんなん　ゆで Ginkgo nuts, boiled 薄皮を除いたもの Without skin

05010 (くり類）　日本ぐり　生 Chestnuts, Japanese chestnuts, raw 廃棄部位： 殻(鬼皮)及び渋皮(包丁むき)
Removed portion： shell and pellicle,
peeled off with a knife

05011 (くり類）　日本ぐり　ゆで Chestnuts, Japanese chestnuts, boiled 廃棄部位： 殻(鬼皮)及び渋皮 Removed portion： shell and pellicle

05012 (くり類）　日本ぐり　甘露煮
Chestnuts, Japanese chestnuts, Kanroni (boiled
and sweetened) 液汁を除いたもの Drained

05013 (くり類）　中国ぐり　甘ぐり Chestnuts, Chinese chestnuts, roasted 試料： 輸入原料
別名： あまぐり

輸入原料
廃棄部位： 殻(鬼皮)及び渋皮

Sample： made from imported
material
Removed portion： shell and pellicle

(15117)

05014 くるみ　いり Walnuts, roasted 試料： 輸入原料を含む 廃棄率： 殻つきの場合55%

Sample： including products made
from imported material
Waste ratio： 55% for product with
shell

05015 けし　乾 Poppy seeds, dried 試料： 輸入品 Sample： imported products

05016 ココナッツ　ココナッツパウダー Coconut, powder 試料： 輸入品

05017 ごま　乾 Sesame seeds, whole, dried 試料： 洗いごま Sample： washed seeds

05018 ごま　いり Sesame seeds, whole, dried and roasted

05019 ごま　むき Sesame seeds, dried and hulled 試料： 輸入品及び輸入原料
Sample： imported products and
products made from imported
material

新規 ごま　ねり Sesame seeds, paste
(○○）

05020 しい　生 Sweet acorns, raw 別名： こじい 廃棄部位： 殻及び渋皮 Removed portion： shell and pellicle

05021 すいか　いり　味付け Watermelon seeds, roasted and salted 試料： 輸入原料 廃棄部位： 種皮
Removed portion： hull
Sample： made from imported
material

05022 とち　蒸し Japanese horse chestnuts, steamed 試料： あく抜き冷凍品
Sample： removed harshness and
frozen product

05023 はす　未熟　生 Lotus seeds, immature, raw 廃棄部位： 殻及び薄皮 Removed portion： shell and skin
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05024 はす　成熟　乾 Lotus seeds, mature, dried, raw 試料： 輸入品 殻、薄皮及び幼芽を除いたもの
Without shell, skin and plumule
Sample： imported products

新規 はす　成熟　ゆで Lotus seeds, mature, dried, boiled
05025 ひし　生 Japanese water chestnuts, raw 廃棄部位： 果皮 Removed portion： skin

05026 ピスタチオ　いり　味付け Pistachio nuts, roasted and salted 試料： 輸入原料 廃棄部位： 殻
Removed portion： shell
Sample： made from imported
material

05027 ひまわり　フライ　味付け Sunflower seeds, oil-roasted and salted 試料： 輸入原料
Sample： made from imported
material

05028 ブラジルナッツ　フライ　味付け Brazil nuts, oil-roasted and salted 試料： 輸入原料
Sample： made from imported
material

05029 ヘーゼルナッツ　フライ　味付け
Hazel nuts*, oil-roasted and salted
[*Syn. European filberts]

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

薄皮を除いたもの Without skin

05030 ペカン　フライ　味付け Pecan nuts, oil-roasted and salted 試料： 輸入原料
Sample： made from imported
material

05031 マカダミアナッツ　いり　味付け Macadamia nuts, roasted and salted 試料： 輸入原料
Sample： made from imported
material

05032 まつ　生 Pine nuts, raw 試料： 輸入品 Sample： imported products

05033 まつ　いり Pine nuts, roasted 試料： 輸入原料
廃棄率： 殻つきの場合40% Sample： imported products

Waste ratio： 40% for product with
shell

05034 らっかせい　乾　大粒種 Peanuts, mature seeds, Virginia type, raw 別名： なんきんまめ、ピーナッ
ツ

廃棄率： 殻27%及び種皮3% Waste ratio： shell 27% and skin 3%

新規 らっかせい　乾　小粒種 Peanuts, mature seeds, Spanish type, raw 別名： なんきんまめ、ピーナッ
ツ

廃棄率： 殻27%及び種皮3% Waste ratio： shell 27% and skin 3%

05035 らっかせい　いり　大粒種 Peanuts, mature seeds, Virginia type, roasted 別名： なんきんまめ、ピーナッ
ツ

廃棄率： 殻27%及び種皮3% Waste ratio： shell 27% and skin 3%

新規 らっかせい　いり　小粒種 Peanuts, mature seeds, Spanish type, roasted 別名： なんきんまめ、ピーナッ
ツ

廃棄率： 殻27%及び種皮3% Waste ratio： shell 27% and skin 3%

(06303～304)

05036 らっかせい　バターピーナッツ Peanuts, mature seeds, oil-roasted and salted
05037 らっかせい　ピーナッツバター Peanuts, peanut butter

６ 野菜類 6  Vegetables

06001 アーティチョーク　花らい　生 Globe artichoke, flower bud, raw 別名： ちょうせんあざみ 廃棄部位： 花床の基部及び総包の一部
硝酸イオン： Tr

Removed portion： base and a part of
involucre
NO3： Tr

06002 アーティチョーク　花らい　ゆで Globe artichoke, flower bud, boiled 別名： ちょうせんあざみ 廃棄部位： 花床の基部及び総包の一部
硝酸イオン： Tr

Removed portion： base and a part of
involucre
NO3： Tr

06003 あさつき　葉　生 Chive, "Asatsuki",  leaves, raw 硝酸イオン： 0 g NO3： 0 g

06004 あさつき　葉　ゆで Chive, "Asatsuki",  leaves, boiled 硝酸イオン： 0 g NO3： 0 g

06005 あしたば　茎葉　生 Angelica, "Ashitaba ", stems and leaves, raw 別名： あしたぐさ、はちじょうそう
廃棄部位： 基部
硝酸イオン： Tr

Removed portion： base
NO3： Tr

06006 あしたば　茎葉　ゆで Angelica, "Ashitaba ", stems and leaves, boiled 別名： あしたぐさ、はちじょうそう 基部を除いたもの、硝酸イオン： Tr
Without base
NO3： Tr

06007 アスパラガス　若茎　生 Asparagus, green, shoots, raw 試料： グリーンアスパラガス。輸
入品を含む

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： Tr

Sample： including imported product
Removed portion： base
NO3： Tr
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06008 アスパラガス　若茎　ゆで Asparagus, green, shoots, boiled 株元を除いたもの、硝酸イオン： Tr
Without base
NO3： Tr

新規 アスパラガス　若茎　油いため Asparagus, green, shoots, sauteed 基部を除いたもの?、植物油： ○、硝酸イオ
ン： ○

Without base？
Including ○g of vegetable oil, blend
NO3： ○

06009 アスパラガス　水煮缶詰 Asparagus, white, canned in brine 試料： ホワイトアスパラガス 液汁を除いたもの Drained

新規 アロエ　葉　生 Aloe, leaves, raw 試料： アロエベラ及びキダチア
ロエ

廃棄部位： ○○
硝酸イオン： 0 g

Removed portion ： ○○
NO3： 0 g

06010 いんげんまめ　さやいんげん　若ざや　生
Kidney beans, "Sayaingen ", immature pods,
raw

別名： さいとう（菜豆）、さんどま
め

廃棄部位： すじ及び両端
硝酸イオン： Tr

Removed portion： strings and ends
NO3： Tr

06011 いんげんまめ　さやいんげん　若ざや　ゆで
Kidney beans, "Sayaingen ", immature pods,
boiled

別名： さいとう（菜豆）、さんどま
め

すじ及び両端を除いたもの
硝酸イオン： Tr

without strings and ends
NO3： Tr

06012 (うど類）　うど　茎　生
Japanese spikenard, "Udo ", blanching
cultivation, stem, raw 軟白栽培品 廃棄部位： 株元、葉及び表皮

硝酸イオン： Tr

Removed portion : base, leaves and
skin
NO3： Tr

06013 (うど類）　うど　茎　水さらし
Japanese spikenard, "Udo ", blanching
cultivation, stem, leached in water 軟白栽培品 株元､葉及び表皮を除いたもの

硝酸イオン： Tr

Without base, leaves and skin
NO3： Tr

06014 (うど類）　やまうど　茎　生
Japanese spikenard, "Udo ", outdoor
cultivation, stem, raw

廃棄部位： 株元、葉及び表皮
硝酸イオン： Tr

Removed portion： base, leaves and
skin
NO3： Tr

(06307)

06015 えだまめ　生
Soybeans, immature*, raw
[*Syn. Green soybeans] 試料： 輸入品を含む

廃棄部位： さや
廃棄率： 茎つきの場合60 %
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： pods
Waste ratio： 60% for product with
stem
NO3： 0 g

06016 えだまめ　ゆで
Soybeans, immature*, boiled
[*Syn. Green soybeans]

廃棄部位： さや
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： pods
NO3： 0 g

06017 えだまめ　冷凍
Soybeans, immature*, frozen
[*Syn. Green soybeans] 試料: 輸入品

廃棄部位： さや
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： pods
NO3： 0 g

Sample： imported product

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

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： base
NO3： 0.2 g

06019 (えんどう類）　トウミョウ　茎葉　生 Peas, stem and leaves, raw 硝酸イオン： 0 g NO3： 0 g

新規 (えんどう類）　トウミョウ　芽生え　生 Peas, sprouts, raw 硝酸イオン： 0 g NO3： 0 g

新規 (えんどう類）　トウミョウ　芽生え　ゆで Peas, sprouts, boiled 硝酸イオン： 0 g NO3： 0 g

新規 (えんどう類）　トウミョウ　芽生え　油いため Peas, sprouts, sauteed 硝酸イオン： 0 g NO3： 0 g

06020 (えんどう類）　さやえんどう　若ざや　生 Peas, snow peas, immature pods, raw 別名： きぬさやえんどう
試料： 輸入品を含む

廃棄部位： すじ及び両端
硝酸イオン： Tr

Removed portion： strings and ends
NO3： Tr

Sample： including imported product

06021 (えんどう類）　さやえんどう　若ざや　ゆで Peas, snow peas, immature pods, boiled 別名： きぬさやえんどう
試料： 輸入品を含む

すじ及び両端を除いたもの
硝酸イオン： Tr

Without strings and ends
NO3： Tr

06022 (えんどう類）　スナップえんどう　若ざや　生 Peas, snap peas, immature pods, raw 別名： スナックえんどう
廃棄部位： すじ及び両端
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： strings and ends
NO3： 0g

06023 (えんどう類）　グリンピース　生 Peas, green peas, raw 別名： みえんどう

さやを除いたもの（さやつきの場合　廃棄
率：55%）

硝酸イオン： 0 g

Without pods
（For product with pods, waste ratio：
55%)
NO3： 0 g
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06024 (えんどう類）　グリンピース　ゆで Peas, green peas, boiled 別名： みえんどう
さやを除いたもの
硝酸イオン： 0 g

Without pods
NO3： 0 g

06025 (えんどう類）　グリンピース　冷凍 Peas, green peas, frozen 別名： みえんどう
試料： 輸入品

硝酸イオン： 0 g
Sample： imported product
NO3： 0g

06026 (えんどう類）　グリンピース　水煮缶詰 Peas, green peas, canned in brine 別名： みえんどう
液汁を除いたもの
硝酸イオン： 0 g

Drained
NO3： 0 g

06027 おおさかしろな　葉　生
Non-heading Chinese cabbage, "Osaka-
shirona ", leaves, raw

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.3 g

Removed portion：: base
NO3： 0.3 g

06028 おおさかしろな　葉　ゆで
Non-heading Chinese cabbage, "Osaka-
shirona ", leaves, boiled

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： base
NO3： 0.2 g

06029 おおさかしろな　塩漬
Non-heading Chinese cabbage, "Osaka-
shirona ", leaves, salted pickles

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.3 g

Removed portion： base
NO3： 0.3 g

06030 おかひじき　茎葉　生 Japanese saltwort, stems and leaves, raw 別名： みるな
廃棄部位： 茎基部
硝酸イオン： 0.5 g

Removed portion： base
NO3： 0.5 g

06031 おかひじき　茎葉　ゆで Japanese saltwort, stems and leaves, boiled 別名： みるな 茎基部を除いたもの
硝酸イオン： 0.4 g

Without base
NO3： 0.4 g

06032 オクラ　果実　生 Okra, pods, raw 試料： 輸入品を含む
廃棄部位： へた
硝酸イオン： Tr

Removed portion： calyx
NO3： Tr

06033 オクラ　果実　ゆで Okra, pods, boiled 廃棄部位： へた
硝酸イオン： ０ ｇ

Removed portion： calyx
NO3： 0 ｇ

06034 かぶ　葉　生 Turnip, leaves, raw 別名： かぶら、すずな
廃棄部位： 葉柄基部
硝酸イオン： Tr

Removed portion： petiole base
NO3： Tr

06035 かぶ　葉　ゆで Turnip, leaves, boiled 別名： かぶら、すずな
廃棄部位： 葉柄基部
硝酸イオン： 0.1 g

Removed portion： petiole base
NO3： 0.1 g

06036 かぶ　根　皮つき　生 Turnip, root, with skin, raw 別名： かぶら、すずな
廃棄部位： 根端及び葉柄基部
廃棄率： 葉つきの場合 35%
硝酸イオン： 0.1 g

Removed portion： root tip and base
Waste ratio： 35% for product with
leaves
NO3： 0.1 g

06037 かぶ　根　皮つき　ゆで Turnip, root, with skin, boiled 別名： かぶら、すずな 根端及び葉柄基部を除いたもの
硝酸イオン： 0.1 g

Without root tip and base
NO3： 0.1 g

06038 かぶ　根　皮むき　生 Turnip, root, without skin, raw 別名： かぶら、すずな
廃棄部位： 根端、葉柄基部及び皮
廃棄率： 葉つきの場合 40%
硝酸イオン： 0.1 g

Removed portion： root tip, base and
skin
Waste ratio： 40% for product with
leaves
NO3： 0.1 g

06039 かぶ　根　皮むき　ゆで Turnip, root, without skin, boiled 別名： かぶら、すずな 根端、葉柄基部及び皮を除いたもの
硝酸イオン： 0.1 g

Without root tip, base and skin
NO3： 0.1 g

06040 かぶ　漬物　塩漬　葉 Turnip, pickles, salted pickles, leaves 別名： かぶら、すずな 廃棄部位： 葉柄基部 Removed portion： petiole base

06041 かぶ　漬物　塩漬　根　皮つき Turnip, pickles, salted pickles, root with skin 別名： かぶら、すずな

06042 かぶ　漬物　塩漬　根　皮むき Turnip, pickles, salted pickles, root without skin 別名： かぶら、すずな 硝酸イオン： 0.2 g NO3： 0.2 g

06043 かぶ　漬物　ぬかみそ漬　葉
Turnip, pickles, "Nukamiso-zuke " (pickled in
salty rice bran paste) , leaves 別名： かぶら、すずな 廃棄部位： 葉柄基部 Removed portion： petiole base

06044 かぶ　漬物　ぬかみそ漬　根　皮つき
Turnip, pickles, "Nukamiso-zuke " (pickled in
salty rice bran paste) , root with skin 別名： かぶら、すずな

06045 かぶ　漬物　ぬかみそ漬　根　皮むき
Turnip, pickles, "Nukamiso-zuke " (pickled in
salty rice bran paste) , root without skin 別名： かぶら、すずな 硝酸イオン： 0.2 g NO3： 0.2 g

06046 (かぼちゃ類）　日本かぼちゃ　果実　生
Pumpkin and squash, Japanese squash*, fruit,
raw

別名： とうなす、ぼうぶら、なん
きん

廃棄部位： わた、種子及び両端
Removed portion： cavity contents
and ends
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06047 (かぼちゃ類）　日本かぼちゃ　果実　ゆで
Pumpkin and squash, Japanese squash*, fruit,
boiled [*Syn. Pumpkin] わた､種子及び両端を除いたもの Without cavity contents and ends

06048 (かぼちゃ類）　西洋かぼちゃ　果実　生
Pumpkin and squash, winter squash*, fruit, raw
[*Syn. Pumpkin]

別名： くりかぼちゃ
試料： 輸入品を含む

廃棄部位： わた、種子及び両端
硝酸イオン： Tr

Removed portion： cavity contents
and ends
NO3： Tr

Sample： including imported product

06049 (かぼちゃ類）　西洋かぼちゃ　果実　ゆで
Pumpkin and squash, winter squash*, fruit,
boiled 別名： くりかぼちゃ

わた、種子及び両端を除いたもの
硝酸イオン： 0 g

Without cavity contents and ends
NO3： 0 g

新規 (かぼちゃ類）　西洋かぼちゃ　果実　焼き
Pumpkin and squash, winter squash*, fruit,
baked 別名： くりかぼちゃ

廃棄部位： ○○
硝酸イオン： ○ g

Removed portion： ○○
NO3： ○○

06050 (かぼちゃ類）　西洋かぼちゃ　果実　冷凍
Pumpkin and squash, winter squash*, fruit,
frozen

別名： くりかぼちゃ
試料： 輸入品

硝酸イオン： Tr
NO3： Tr

Sample： imported product

06051 (かぼちゃ類）　そうめんかぼちゃ　果実　生

Pumpkin and squash, spaghetti squash*, fruit,
raw
[*Syn. Summer squash, field pumpkin]

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

廃棄部位： わた、種子、皮及び両端
硝酸イオン： 0.1 g

Removed portion： cavity contents,
skin and ends
NO3： 0.1 g

06052 からしな　葉　生 Leaf mustard, "Karashina ", leaves, raw 別名： 葉がらし、菜がらし
株元を除いたもの
硝酸イオン： 0.3 g

Without base
NO3： 0.3 g

06053 からしな　塩漬
Leaf mustard, "Karashina ", leaves, salted
pickles

株元を除いたもの
硝酸イオン： 0.4 g

Without base
NO3： 0.4 g

06054 カリフラワー　花序　生 Cauliflower, inflorescence, raw 別名： はなやさい 廃棄部位： 茎葉
硝酸イオン： ？

Removed portion： leaves and stem
NO3： ?

06055 カリフラワー　花序　ゆで Cauliflower, inflorescence, boiled 別名： はなやさい 茎葉を除いたもの Without leaves and stem

06056 かんぴょう　乾 Gourd, "Kanpyo " (dried gourd strips), raw
06057 かんぴょう　ゆで Gourd, "Kanpyo " (dried gourd strips), boiled

06058 きく　花びら　生 Chrysanthemum, petals, raw 別名： 食用ぎく、料理ぎく 廃棄部位： 花床
硝酸イオン： Tr

Removed portion： receptacle
NO3： Tr

06059 きく　花びら　ゆで Chrysanthemum, petals, boiled 別名： 食用ぎく、料理ぎく 花床を除いたもの
硝酸イオン： Tr

Without receptacle
NO3： Tr

06060 きく　菊のり
Chrysanthemum, "Kikunori " (sheet of dried
chrysanthemum petals) 別名： 乾燥食用ぎく 硝酸イオン： Tr NO3： Tr

(02001)

(06236)

06061 (キャベツ類）　キャベツ　結球葉　生 Cabbage, common, head, raw 別名： かんらん、たまな 廃棄部位： しん
硝酸イオン： 0.1 g

Removed portion： core
NO3： 0.1 g

06062 (キャベツ類）　キャベツ　結球葉　ゆで Cabbage, common, head, boiled 別名： かんらん、たまな
しんを除いたもの
硝酸イオン： 0.1 g

Without core
NO3： 0.1 g

新規 (キャベツ類）　キャベツ　結球葉　油いため Cabbage, common, head, sauteed 別名： かんらん、たまな

06063 (キャベツ類）　グリーンボール　結球葉　生 Cabbage, green ball, head raw 廃棄部位： しん
硝酸イオン： 0.1 g

Removed portion： core
NO3： 0.1 g

06064 (キャベツ類）　レッドキャベツ　結球葉　生 Cabbage, red cabbage, head raw 別名： 赤キャベツ、紫キャベツ 廃棄部位： しん
硝酸イオン： Tr

Removed portion： core
NO3： Tr

06065 きゅうり　果実　生 Cucumber, fruit, raw 廃棄部位： 両端
硝酸イオン： Tr

Removed portion： ends
NO3： Tr

06066 きゅうり　漬物　塩漬 Cucumber, fruit, pickles, salted pickles 廃棄部位： 両端
硝酸イオン： Tr

Removed portion： ends
NO3： Tr

06067 きゅうり　漬物　しょうゆ漬 Cucumber, fruit, pickles, pickled in soy sauce 試料： 市販品 硝酸イオン: Tr
NO3： Tr

Sample： commercial product

06068 きゅうり　漬物　ぬかみそ漬
Cucumber, fruit, pickles, "Nukamiso-zuke "
(pickled in salty rice bran paste)

廃棄部位： 両端
硝酸イオン： Tr

Removed portion： ends
NO3： Tr
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06069 きゅうり　漬物　ピクルス　スイート型
Cucumber, fruit, pickles, sweet type (pickled
with seasoned vinegar)

酢漬けしたもの
試料： 市販品

Sample： commercial product
(調理法は名称に含めたので略）

06070 きゅうり　漬物　ピクルス　サワー型
Cucumber, fruit, pickles, sour type (processed
by lactic acid fermentation)

乳酸発酵したもの
試料： 市販品

Sample： commercial product
(調理法は名称に含めたので略）

06071 ぎょうじゃにんにく　葉　生 Japanese victory onion, leaves, raw 別名： アイヌねぎ、ヒトビロ、や
まびる

廃棄部位： 底盤部及び萌芽葉
硝酸イオン： Tr

Removed portion： base and shoots
NO3： Tr

06075 キンサイ　茎葉　生 Leaf celery, stems and leaves, raw 別名： 中国セロリ、スープセロ
リ、リーフセロリ

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.3 ｇ

Removed portion： base
NO3： 0.3 g

06076 キンサイ　茎葉　ゆで Leaf celery, stems and leaves, boiled 株元を除いたもの
硝酸イオン： 0.4 g

Without base
NO3： 0.4 g

(06063)

06077 クレソン　茎葉　生 Watercress, stems and leaves, raw 別名： オランダがらし、オランダ
みずがらし

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.1 ｇ

Removed portion： base
NO3： 0.1 g

06078 くわい　塊茎　生 Arrowhead, tuber, raw 廃棄部位： 皮及び芽
硝酸イオン： ？

Removed portion： skin and bud
NO3： ？

06079 くわい　塊茎　ゆで Arrowhead, tuber, boiled 皮及び芽を除いたもの Without skin and bud

06080 ケール　葉　生 Kale, leaves, raw 別名： 葉キャベツ、はごろもか
んらん

廃棄部位： 葉柄基部
硝酸イオン： 0.2 ｇ

Removed portion： petiole base
NO3： 0.2 g

06081 コールラビ　球茎　生 Kohlrabi, enlarged stems, raw 別名： 球茎かんらん、かぶかん
らん

廃棄部位： 根元及び葉柄基部
硝酸イオン： 0.1 ｇ

Removed portion： root and petiole
bases
NO3： 0.1 g

06082 コールラビ　球茎　ゆで Kohlrabi, enlarged stems, boiled 根元及び葉柄基部を除いたもの
硝酸イオン： 0.1 g

Without root and petiole bases
NO3： 0.1 g

06083 こごみ　若芽　生 Ostrich-feather fern,  fiddlehead, raw 別名： くさそてつ、こごめ 硝酸イオン： Tr NO3： Tr

06084 ごぼう　根　生 Edible burdock, root, raw 試料： 輸入品を含む 廃棄部位： 皮、葉柄基部及び先端
硝酸イオン： 0.1 ｇ

Removed portion： skin, petiole base
and root tip
NO3： 0.1 g

Sample： including imported product

06085 ごぼう　根　ゆで Edible burdock, root, boiled 皮、葉柄基部及び先端を除いたもの
硝酸イオン： 0.1 g

Without skin, petiole base and root
tip
NO3： 0.1 g

06086 こまつな　葉　生 Spinach mustard, "Komatsuna ", leaves, raw  別名 ： ふゆな、ゆきな、うぐい
 すな

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.5 ｇ

Removed portion: base
NO3： 0.5 g

06087 こまつな　葉　ゆで Spinach mustard, "Komatsuna ", leaves, boiled 廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.3 ｇ

Removed portion： base
NO3： 0.3 g

06088 ザーサイ 　漬物 Stem mustard,  pickles 試料： 市販品
別名： ダイシンサイ

硝酸イオン： 0.2 g
NO3： 0.2 g

Sample： commercial product

(02006～009）

(02010～016）

(06313)

06089 さんとうさい　葉　生
Non-heading Chinese cabbage, "Santosai ",
leaves, raw 別名： さんとうな 廃棄部位： 根及び株元

硝酸イオン： 0.3 ｇ

Removed portion： root and base
NO3： 0.3 g

06090 さんとうさい　葉　ゆで
Non-heading Chinese cabbage, "Santosai ",
leaves, boiled 別名： さんとうな

根を除いたもの

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.2 ｇ

Without root
Removed portion： base
NO3： 0.2 g

06091 さんとうさい　塩漬
Non-heading Chinese cabbage, "Santosai ",
leaves, salted pickles 別名： さんとうな 廃棄部位： 株元

硝酸イオン： 0.3 ｇ

Removed portion： base
NO3： 0.3 g

06092 しかくまめ　若ざや　生 Winged beans, immature pods, raw 廃棄部位： さやの両端
硝酸イオン： 0.1 ｇ

Removed portion： ends
NO3： 0.1 g
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06093 ししとう　果実　生 Sweet peppers, "Shishito ", fruit, raw 別名： ししとうがらし 廃棄部位： へた
硝酸イオン： ？

Removed portion： calyx
NO3： ？

06094 ししとう　果実　油いため Sweet peppers, "Shishito ", fruit, sauteed 別名： ししとうがらし
へたを除いたもの
植物油（調合油）： 2.9 g

Without calyx
Including 2.9 g of vegetable oil, blend

06095 しそ　葉　生 Perilla, "Shiso ", leaves, raw 試料： 青じそ（別名 ： 大葉）及
び赤じそ

廃棄率： 小枝つきの場合 40%
硝酸イオン： 0.1 g

Waste ratio： 40% for product with
stem
NO3： 0.1 g

Sample： green and red types

06096 しそ　実　生 Perilla, "Shiso ", immature seeds, raw 試料： 青じそ
廃棄率： 穂じその場合 35%
硝酸イオン ： Tr

Waste ratio： 35% for product with
ears
NO3： Tr

Sample： green types

(02017～021）

06097 じゅうろくささげ　若ざや　生 Yandlong beans, immature pods, raw 別名： 長ささげ、三尺ささげ
廃棄部位： へた
硝酸イオン： Tr

Removed portion： calyx
NO3： Tr

06098 じゅうろくささげ　若ざや　ゆで Yandlong beans, immature pods, boiled へたを除いたもの
硝酸イオン： Tr

Without calyx
NO3： Tr

06099 しゅんぎく　葉　生 Garland chrysanthemum, leaves, raw 別名： きくな

廃棄部位： 基部

廃棄率： 根つきの場合15%
硝酸イオン： 0.3 g

Removed portion： base
Waste ratio： 15% for product with
roots
NO3： 0.3 g

06100 しゅんぎく　葉　ゆで Garland chrysanthemum, leaves, boiled 別名： きくな 硝酸イオン： 0.2 g NO3： 0.2 g

06101 じゅんさい　若葉　水煮びん詰 Water shield, young leaves, bottled in water 液汁を除いたもの Drained

06102 (しょうが類）　葉しょうが　根茎　生 Ginger, immature rhizome with stem, raw 別名： 盆しょうが、はじかみ
廃棄部位： 葉及び茎
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： leaves and stem
NO3： 0.2 g

06103 (しょうが類）　しょうが　根茎　生 Ginger, mature rhizome, raw ひねしょうが
試料： 輸入品を含む

廃棄部位： 皮
硝酸イオン： 0.1 g

Old rhizome
Removed portion： skin
NO3： 0.1 g

Sample： including imported product

06104 (しょうが類）　しょうが　漬物　酢漬 Ginger, mature rhizome, pickles
ひねしょうが
試料： 市販品
別名： 紅しょうが

液汁を除いたもの
Drained
Sample： commercial product

06105 (しょうが類）　しょうが　漬物　甘酢漬 Ginger, mature rhizome, pickles, sweetened
ひねしょうが
試料： 市販品
別名： ガリ

液汁を除いたもの
Drained
Sample： commercial product

06106 しろうり　果実　生 Oriental pickling melon, fruit, raw 別名： あさうり、つけうり
廃棄部位： わた及び両端
硝酸イオン： ?

Removed portion： cavity contents
and ends
NO3： ?

06107 しろうり　漬物　塩漬
Oriental pickling melon, fruits, pickles, salted
pickles 別名： あさうり、つけうり

廃棄部位： 両端
硝酸イオン： ?

Removed portion： ends
NO3： ?

06108 しろうり　漬物　奈良漬
Oriental pickling melon, fruits, pickles, "Nara-
zuke " (pickled with Sake  lees)

別名： あさうり、つけうり
試料： 市販品

Sample： commercial product

06109 ずいき　生ずいき　生 Taro, petiole, fresh, raw 廃棄部位： 株元及び表皮
硝酸イオン： Tr

Removed portion： stem base and
skin
NO3： Tr

06110 ずいき　生ずいき　ゆで Taro, petiole, fresh, boiled 株元及び表皮を除いたもの
硝酸イオン： Tr

Without stem base and skin
NO3： Tr

06111 ずいき　干しずいき　乾 Taro, petiole, dried, raw 別名： いもがら 硝酸イオン： 1.4 g NO3： 1.4 g

06112 ずいき　干しずいき　ゆで Taro, petiole, dried and boiled 別名： いもがら 硝酸イオン： Tr NO3： Tr
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(06175～180）

06113 すぐきな　葉　生 Turnip, "Sugukina ", leaves, raw 別名： かもな
廃棄部位： 葉柄基部
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： petiole base
NO3： 0.2 g

06114 すぐきな　根　生 Turnip, "Sugukina ", root, raw 廃棄部位： 根端及び葉柄基部
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： root tip and
petiole base
NO3： 0.2 g

06115 すぐきな　すぐき漬 Turnip, "Sugukina ", leaves and root, pickles 試料： 市販品 Sample： Commercial product

06116 ズッキーニ　果実　生 Zucchini, fruit, raw 別名： つるなしかぼちゃ
廃棄部位： 両端
硝酸イオン： 0.1 g

Removed portion： ends
NO3： 0.1 g

06117 せり　茎葉　生 Water dropwort, stems and leaves, raw 別名： かわな
廃棄部位： 根及び株元
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： roots and base
NO3： 0 g

06118 せり　茎葉　ゆで Water dropwort, stems and leaves, boiled
根を除いたもの
廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0 g

Without roots
Removed portion： base
NO3： 0 g

06119 セロリ　葉柄　生 Celery, petiole, raw
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

廃棄部位： 株元、葉身及び表皮
硝酸イオン： ?

Removed portion： base , leaf blades
and skin
NO3： ?

Sample： including imported product

06120 ぜんまい　生ぜんまい　若芽　生 Japanese royal fern, fiddlehead, fresh, raw 廃棄部位： 株元及び裸葉
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： base and coiled
rachis
NO3： 0 g

06121 ぜんまい　生ぜんまい　若芽　ゆで Japanese royal fern, fiddlehead, fresh, boiled 株元及び裸葉を除いたもの
硝酸イオン： 0 g

Without base and coiled rachis
NO3： 0 g

06122 ぜんまい　干しぜんまい　干し若芽　乾 Japanese royal fern, fiddlehead, dried, raw 硝酸イオン： 0 g NO3： 0 g

06123 ぜんまい　干しぜんまい　干し若芽　ゆで Japanese royal fern, fiddlehead, dried, boiled 硝酸イオン： 0 g NO3： 0 g

06124 そらまめ　未熟豆　生 Broad beans, immature beans, raw 廃棄部位： 種皮
廃棄率： さや入りの場合80%

Removed portion： seed coat
Waste ratio： 80% for product with
pods

06125 そらまめ　未熟豆　ゆで Broad beans, immature beans, boiled 廃棄部位： 種皮
廃棄率： さや入りの場合80%

Removed portion： seed coat
Waste ratio： 80% for product with
pods

06126 タアサイ　葉　生 Tatsoi, leaves, raw
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

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.7 g

Removed portion： base
NO3： 0.7 g

06127 タアサイ　葉　ゆで Tatsoi, leaves, boiled
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

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.5 g

Removed portion： base
NO3： 0.5 g

06128 (だいこん類）　かいわれだいこん　芽ばえ　生 Japanese radishes, "Daikon ", sprouts, raw 別名： かいわれ
茎基部約1 cmを除去したもの

硝酸イオン： 0.1 g

Without stem base
NO3： 0.1 g

06129 (だいこん類）　葉だいこん　葉　生
Japanese radishes, "Daikon ", cultivar for leaf
use, leaves, raw 試料： 水耕栽培品

廃棄部位： 株元及び根
硝酸イオン： 0.4 g

Removed portion： base and root
NO3： 0.4 g

06130 (だいこん類）　だいこん　葉　生 Japanese radishes, "Daikon ", leaves, raw 廃棄部位： 葉柄基部
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： petiole base
NO3： 0.2 g

06131 (だいこん類）　だいこん　葉　ゆで Japanese radishes, "Daikon ", leaves, boiled 葉柄基部を除いたもの
硝酸イオン： 0.1 g

Without petiole base
NO3： 0.1 g

06132 (だいこん類）　だいこん　根　皮つき　生
Japanese radishes, "Daikon ", root with skin,
raw

廃棄部位： 根端及び葉柄基部
硝酸イオン： 0.1 g

Removed portion : root tip and
petiole base
NO3： 0.1 g

06133 (だいこん類）　だいこん　根　皮つき　ゆで
Japanese radishes, "Daikon ", root with skin,
boiled

根端及び葉柄基部を除いたもの
硝酸イオン： 0.2 g

Without root tip and petiole base
NO3： 0.2 g
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06134 (だいこん類）　だいこん　根　皮むき　生
Japanese radishes, "Daikon ", root without skin,
raw

廃棄部位： 根端及び葉柄基部及び皮
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： root tip, petiole
base and skin
NO3： 0.2 g

06135 (だいこん類）　だいこん　根　皮むき　ゆで
Japanese radishes, "Daikon ", root without skin,
boiled

根端、葉柄基部及び皮を除いたもの
硝酸イオン： 0.1 g

Without root tip, petiole base and
skin
NO3： 0.1 g

06136 (だいこん類）　切干しだいこん　乾
Japanese radishes, "Daikon ", "Kiriboshi-
daikon " (cut and dried Daikon  root), raw 硝酸イオン： 2.6 g NO3： 2.6 g

新規 (だいこん類）　切干しだいこん　ゆで

Japanese radishes, "Daikon ", "Kiriboshi-
daikon " (cut and dried Daikon  root),
reconstituted and boiled

水もどし後、ゆで 硝酸イオン ： ?
NO3： ?

(水戻しの英訳については食品名に含
めたので略）

新規 (だいこん類）　切干しだいこん　油いため

Japanese radishes, "Daikon ", "Kiriboshi-
daikon " (cut and dried Daikon  root),
reconstituted and sauteed

水もどし後、油いため 硝酸イオン ： ?
NO3： ?

(水戻しの英訳については食品名に含
めたので略）

06137 (だいこん類）　漬物　ぬかみそ漬
Japanese radishes, "Daikon ", root, pickles,
"Nukamiso-zuke " (pickled in salty rice bran 根、皮つき Root with skin

06138
(だいこん類）　漬物　たくあん漬　塩押しだいこ
ん漬

Japanese radishes, "Daikon ", root, pickles,
"Takuan-zuke " (pickled with rice bran and
salt), made of salted Daikon

別名： 新漬たくあん、早漬たく
あん
試料： 市販品

ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
硝酸イオン： 0.1 g

NO3： 0.1 g

Sample： Commercial product. Some
products may contain ascorbic acid
as antioxidant

06139
(だいこん類）　漬物　たくあん漬　干しだいこん
漬

Japanese radishes, "Daikon ", root, pickles,
"Takuan-zuke " (pickled with rice bran and
salt), made of sun-dried Daikon

別名： 本たくあん
試料： 市販品

硝酸イオン： Tr NO3： Tr

Sample： Commercial product

06140 (だいこん類）　漬物　守口漬

Japanese radishes, "Daikon ", root, pickles,
"Moriguchi-zuke " (slender root cultivar pickled
with Sake  lees)

試料： 市販品 Sample： Commercial product

06141 (だいこん類）　漬物　べったら漬
Japanese radishes, "Daikon ", root, pickles,
"Bettara-zuke " (pickled with rice koji) 試料： 市販品 ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

Sample： Commercial product. Some
products may contain ascorbic acid
as antioxidant

06142 (だいこん類）　漬物　みそ漬
Japanese radishes, "Daikon ", root, pickles,
"Miso-zuke " (pickled with miso) 試料： 市販品 Sample： Commercial product

06143 (だいこん類）　漬物　福神漬

Japanese radishes, "Daikon ", root, pickles,
"Fukujin-zuke " (pickled with Daikon, eggplant,
immature sword pods and east Indian lotus
rhizome )

原材料： だいこん、なす、なた
まめ、れんこん、しょうが等
試料： 市販品

Sample： Commercial product

06144 (たいさい類）　つまみな　葉　生 Chinese mustard, "Taisai" , young leaves, raw 試料： 若採りせっぱくたいさい
（雪白体菜）

硝酸イオン： 0.3 g NO3： 0.3 g

06145 (たいさい類）　たいさい　葉　生 Chinese mustard, "Taisai"  , leaves, raw 別名： しゃくしな 硝酸イオン： 0.6 g NO3： 0.6 g

06146 (たいさい類）　たいさい　塩漬 Chinese mustard, "Taisai" , leaves, salted pickles 別名： しゃくしな

06147 たかな　葉　生 Leaf mustard, "Takana ", leaves, raw 廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： base
NO3： 0.2 g

06148 たかな　たかな漬 Leaf mustard, "Takana ", leaves, salted pickles 試料： 市販品 Sample： Commercial product

06149 たけのこ　若茎　生 Bamboo shoots, raw
廃棄部位： 竹皮及び基部
廃棄率： はちく、まだけ等の小型の場合
60%

Removed portion： sheaths and base
Waste ratio： 60% for small size
species

06150 たけのこ　若茎　ゆで Bamboo shoots, boiled 竹皮及び基部を除いたもの Without sheaths and base

06151 たけのこ　水煮缶詰 Bamboo shoots, canned in water 液汁を除いたもの
硝酸イオン： 0 g

Drained
NO3： 0 g
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06152 たけのこ　めんま　塩蔵　塩抜き
Bamboo shoots, "Shinachiku " (boiled,
fermented and salted bamboo shoots), desalted 別名： しなちく

06153 (たまねぎ類）　たまねぎ　りん茎　生 Onions, bulb, raw 試料： 輸入品を含む
廃棄部位： 皮（保護葉）、底盤部及び頭部
硝酸イオン： Tr

Removed portion： skin and ends
NO3： Tr

Sample： including imported product

06154 (たまねぎ類）　たまねぎ　りん茎　水さらし Onions, bulb, leached in water
皮（保護葉）、底盤部及び頭部を除いたも

の
硝酸イオン： Tr

Without skin and ends
NO3： Tr

06155 (たまねぎ類）　たまねぎ　りん茎　ゆで Onions, bulb, boiled
皮（保護葉）、底盤部及び頭部を除いたも

の
硝酸イオン： Tr

Without skin and ends
NO3： Tr

新規 (たまねぎ類）　たまねぎ　りん茎　油いため Onions, bulb, sauteed
植物油（調合油）： ○g
廃棄部位： 皮（保護葉）、底盤部及び頭部
硝酸イオン： ○ｇ

Including ○ g of vegetable oil, blend
Removed portion： skin and ends
NO3： ○ ｇ

06156 (たまねぎ類）　赤たまねぎ　りん茎　生 Onions, red onions, bulb, raw 別名： レッドオニオン、紫たま
ねぎ

廃棄部位： 皮（保護葉）、底盤部及び頭部
硝酸イオン： Tr

Removed portion： skin and ends
NO3： Tr

新規 (たまねぎ類）　葉たまねぎ　りん茎及び葉　生 Onions, inmature onions, bulb and stem, raw 廃棄部位： ○○
硝酸イオン： ○○

Removed portion： ○○
NO3： ○○

06157 たらのめ　若芽　生 Japanese angelica-tree, spears, raw 廃棄部位： 木質部及びりん片
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： woody portion and
scales
NO3： 0 g

06158 たらのめ　若芽　ゆで Japanese angelica-tree, spears, boiled 木質部及びりん片を除いたもの
硝酸イオン： 0 g

Without woody portion and scales
NO3： 0 g

06159 チコリ　若芽　生 Chicory, spears, raw
別名： きくにがな、アンディー
ブ、チコリー
試料： 輸入品

廃棄部位： 株元及びしん
硝酸イオン： Tr

Removed portion： base and core
NO3： Tr

Sample： imported product

06160 チンゲンサイ　葉　生 Green bok choy, leaves, raw 廃棄部位： しん
硝酸イオン： 0.5 g

Removed portion： core
NO3： 0.5 g

06161 チンゲンサイ　葉　ゆで Green bok choy, leaves, boiled 廃棄部位： しん
硝酸イオン： 0.5 g

Removed portion： core
NO3： 0.5 g

新規 チンゲンサイ　葉　油いため Green bok choy, leaves, sauteed 硝酸イオン： ○g
Removed portion： core
NO3： ？g

06162 つくし　胞子茎　生 Field horsetail, fertile shoot, raw 廃棄部位： 基部及びはかま（葉鞘）
Removed portion： base and leaf
sheath

06163 つくし　胞子茎　ゆで Field horsetail, fertile shoot, boiled 基部及びはかま（葉鞘）を除いたもの Without base and leaf sheath

06164 つるな　茎葉　生 New Zealand spinach, stems and leaves, raw 別名： はまぢしゃ 硝酸イオン： 0.2 g NO3： 0.2 g

06165 つるむらさき　茎葉　生 Malabar nightshade, stems and leaves, raw 硝酸イオン： 0.3 g NO3： 0.3 g

06166 つるむらさき　茎葉　ゆで Malabar nightshade, stems and leaves, boiled 硝酸イオン： 0.3 g NO3： 0.3 g

06167 つわぶき　葉柄　生 Leopard plant, petiole, raw 表皮を除いたもの
硝酸イオン： Tr

Without skin
NO3： Tr

06168 つわぶき　葉柄　ゆで Leopard plant, petiole, boiled 硝酸イオン： Tr NO3： Tr

06169 とうがらし　葉･果実　生 Hot peppers, leaves and fruits, raw 別名： なんばん、葉とうがらし
試料： 辛味種

廃棄部位： 硬い茎及びへた
硝酸イオン： 0.4 g
重量比： 葉6、実4

Removed portion： hard stem and
calyx
NO3： 0.4 g

Recipe： leaves 6, fruits 4

06170 とうがらし　葉･果実　油いため Hot peppers, leaves and fruits, sauteed 別名： なんばん、葉とうがらし
試料： 辛味種

植物油（調合油）： 4.8 g
硬い茎及びへたを除いたもの
硝酸イオン： 0.5 g

Including 4.8 g of vegetable oil, blend
Without hard stem and calyx
NO3： 0.5 g
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06171 とうがらし　果実　生 Hot peppers, fruit, raw 別名： なんばん
試料： 辛味種

廃棄部位： へた
硝酸イオン ： ?

Removed portion： calyx
NO3： ?

06172 とうがらし　果実　乾 Hot peppers, fruit, dried
別名： なんばん、赤とうがらし、
たかのつめ
試料： 辛味種

へたを除いたもの
廃棄率： へたつきの場合 10%

Without calyx
Waste ratio： 10% for product with
calyx

06173 とうがん　果実　生 Chinese preserving melon, fruit, raw 別名： かもうり
廃棄部位： 果皮、わた及びへた
硝酸イオン ： ?

Removed portion： skin, cavity
contents and calyx
NO3： ?

06174 とうがん　果実　ゆで Chinese preserving melon, fruit, boiled 別名： かもうり 果皮、わた及びへたを除いたもの
Without skin, cavity contents and
calyx

(06189～190）

(06272～273）

(06019)

06175 (とうもろこし類）　スイートコーン　未熟種子　生 Corn, sweet corn, immature kernels, raw 廃棄部位： 包葉、めしべ及び穂軸
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： bracts, silk and
cob
NO3： 0 g

06176
(とうもろこし類）　スイートコーン　未熟種子　ゆ
で

Corn, sweet corn, immature kernels, boiled
包葉及びめしべを除いたもの
廃棄部位： 穂軸
硝酸イオン： 0 g

Without bracts and silk
Removed portion： core
NO3： 0 g

新規
(とうもろこし類）　スイートコーン　電子レンジ調
理

Corn, sweet corn, immature kernels, sauteed

06177
(とうもろこし類）　スイートコーン　未熟種子　穂
軸つき　冷凍

Corn, sweet corn, immature kernels on cob,
frozen 試料： 輸入品

廃棄部位： 穂軸
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： core
NO3： 0 g

Sample： imported product

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

Corn, sweet corn, immature kernels, frozen 穂軸を除いた実のみ
試料： 輸入品

硝酸イオン： 0 g
NO3： 0 g

Sample： imported product

06179
(とうもろこし類）　スイートコーン　缶詰　クリーム
スタイル

Corn, sweet corn, canned products, cream style

06180
(とうもろこし類）　スイートコーン　缶詰　ホール
カーネルスタイル

Corn, sweet corn, canned products, whole kernel
style 液汁を除いたもの Drained

06181 (とうもろこし類）　ヤングコーン　幼雌穂　生 Corn, sweet corn, young ear, raw 別名： ベビーコーン、ミニコー
ン

穂軸基部を除いたもの
廃棄率： 穂軸基部つきの場合10%
硝酸イオン： 0 g

Without cob base
Waste ratio： 10% for product with
cob base
NO3： 0 g

06182 (トマト類）　トマト　果実　生 Tomatoes, fruit, raw 廃棄部位： へた
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： calyx
NO3：0  g

06183 (トマト類）　ミニトマト　果実　生 Tomatoes, cherry tomatoes, fruit, raw 別名： プチトマト、チェリートマト
廃棄部位： へた
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： calyx
NO3： 0 g

06184 (トマト類）　缶詰　ホール　食塩添加 Tomatoes, canned products, whole, with salt 別名： トマト水煮缶詰 液汁を除いたもの Drained

新規 (トマト類）　缶詰　ホール　食塩無添加 Tomatoes, canned products, whole, without salt 液汁を除いたもの Drained

06185 (トマト類）　缶詰　トマトジュース　食塩添加 Tomatoes, canned products, juice, with salt 果汁100% 100% fruit juice

新規 (トマト類）　缶詰　トマトジュース　食塩無添加 Tomatoes, canned products, juice, without salt 果汁100% 100% fruit juice

06186 (トマト類）　缶詰　ミックスジュース　食塩添加
Tomatoes, canned products, tomato-based
vegetable juice, with salt

原材料： トマト、にんじん、セロ
リー等

Ingredients： tomatoes, carrots,
celery, etc.

新規 (トマト類）　缶詰　ミックスジュース　食塩無添加
Tomatoes, canned products, tomato-based
vegetable juice, without salt 〃

Ingredients： tomatoes, carrots,
celery, etc.

(17034)
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(17035)

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

廃棄部位： しん
硝酸イオン： Tr

Removed portion： core
NO3： Tr

Sample： imported product

06188 とんぶり　ゆで Summer cypress, seeds, boiled
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

硝酸イオン： Tr
NO3： Tr

Sample： commercial product

06189 ながさきはくさい　葉　生
Semi-heading Chinese cabbage, "Nagasaki-
hakusai ", leaves, raw

別名： とうな、とうじんな、ちりめ
んはくさい

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.3 g

Removed portion： base
NO3： 0.3 g

06190 ながさきはくさい　葉　ゆで
Semi-heading Chinese cabbage, "Nagasaki-
hakusai ", leaves, boiled

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.3 g

Removed portion： base
NO3： 0.3 g

06191 (なす類）　なす　果実　生
Eggplant*, Japanese type, fruit, raw
[*Syn. Aubergine]

廃棄部位： へた
硝酸イオン： Tr

Removed portion： calyx
NO3： Tr

06192 (なす類）　なす　果実　ゆで
Eggplant*, Japanese type, fruit, boiled
[*Syn. Aubergine]

へたを除いたもの
硝酸イオン： Tr

Without calyx
NO3： Tr

新規 (なす類）　なす　果実　油いため
Eggplant*, Japanese type, fruit, sauteed
[*Syn. Aubergine]

へたを除いたもの?
植物油（調合油） ： ?
硝酸イオン : ？

Without calyx
Including ○ g of vegetable oil, blend
NO3： ？

新規 (なす類）　なす　果実　天ぷら
Eggplant*, Japanese type, fruit, tempura
[*Syn. Aubergine]

へたを除いたもの?
植物油（調合油） ： ?
硝酸イオン : ？

Without calyx
Including ○ g of vegetable oil, blend
NO3： ？

06193 (なす類）　べいなす　果実　生
Eggplant*, western type, fruit, raw
[*Syn. Aubergine] 別名： 洋なす

廃棄部位： へた及び果皮
硝酸イオン： Tr

Removed portion： calyx and skin
NO3： Tr

06194 (なす類）　べいなす　果実　素揚げ
Eggplant*, western type, fruit, fried
[*Syn. Aubergine] 別名： 洋なす

廃棄部位： へた及び果皮
植物油（調合油）： 16.9 g
硝酸イオン： 0g

Removed portion： calyx and skin
Including 16.9 g of vegetable oil,
blend
NO3： 0 g

06195 (なす類）　漬物　塩漬
Eggplant*, pickles, salted pickles
[*Syn. Aubergine]

06196 (なす類）　漬物　ぬかみそ漬

Eggplant*, pickles, "Nukamiso-zuke " (pickled
with salty rice bran paste)
[*Syn. Aubergine]

廃棄率： へたつきの場合10% Waste ratio： 10% for product with
calyx

06197 (なす類）　漬物　こうじ漬
Eggplant*, pickles, "Koji-zuke " (pickled small
oval type with rice koji ) [*Syn. Aubergine] 試料： 市販品

06198 (なす類）　漬物　からし漬
Eggplant*, pickles, "Karashi-zuke " (pickled
small oval type with mustard) [*Syn. Aubergine] 試料： 市販品 硝酸イオン： 0 g

NO3： 0 g

Sample： commercial product

06199 (なす類）　漬物　しば漬

Eggplant*, pickles, "Shiba-zuke " (pickled with
perilla leaf, cucumber and Myoga , etc.) [*Syn.
Aubergine]

試料： 市販品 硝酸イオン： 0.1 g
NO3： 0.1 g

Sample： commercial product

06200 なずな　葉　生 Shepherd's purse, leaves, raw 別名： ぺんぺんぐさ、三味線草
廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.1 g

Removed portion： base
NO3： 0.1 g

06201 (なばな類）　和種なばな　花らい・茎　生 Turnip rape, flower buds and stems, raw 別名： なのはな、しんつみな、
かぶれな

硝酸イオン： Tr NO3： Tr

06202 (なばな類）　和種なばな　花らい・茎　ゆで Turnip rape, flower buds and stems, boiled 別名： なのはな、しんつみな、
かぶれな

硝酸イオン： Tr NO3： Tr

06203 (なばな類）　洋種なばな　茎葉　生 Rape, stems and leaves, raw 別名： なのはな、しんつみな、
かぶれな

硝酸イオン： 0.1 g NO3： 0.1 g

06204 (なばな類）　洋種なばな　茎葉　ゆで Rape, stems and leaves, boiled 別名： なのはな、しんつみな、
かぶれな

硝酸イオン： Tr NO3： Tr
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06205 にがうり　果実　生 Bitter melon, fruit, raw 別名： つるれいし、ゴーヤ
廃棄部位： 両端、わた及び種子
硝酸イオン： Tr

Removed portion： ends and cavity
contents
NO3： Tr

06206 にがうり　果実　油いため Bitter melon, fruit, sauteed 別名： つるれいし、ゴーヤ 両端、わた及び種子を除いたもの
植物油（調合油）： 3.2 g

Without ends and cavity contents
Including 3.2 g of vegetable oil, blend

06207 (にら類）　にら　葉　生 Chinese chive, leaves, raw 廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.3g

Removed portion： base
NO3： 0.3 g

06208 (にら類）　にら　葉　ゆで Chinese chive, leaves, boiled 株元を除いたもの
硝酸イオン： 0.3 g

Without base
NO3： 0.3 g

新規 (にら類）　にら　葉　油いため Chinese chive, leaves, sauteed
株元を除いたもの

植物油（○○油）： ○ g
硝酸イオン： ○ g

Without base
Including ○ g of vegetable oil, blend
NO3： ？

06209 (にら類）　花にら　花茎・花らい　生 Chinese chive, scape and flower bud, raw, 廃棄部位： 花茎基部
硝酸イオン： Tr

Removed portion： flower stalk base
NO3： Tr

06210 (にら類）　黄にら　葉　生 Chinese chive, blanching culture, leaves, raw 硝酸イオン： Tr NO3： Tr

06211 (にんじん類）　葉にんじん　葉　生 Carrots, cultivar for leaf use, leaves, raw 試料： 水耕栽培品
別名： にんじんな

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.4 g

Removed portion： base
NO3： 0.4 g

Sample： hydroponic product

06212 (にんじん類）　にんじん　根　皮つき　生
Carrot, regular (European type), root with skin,
raw 試料： 輸入品を含む

廃棄部位： 根端及び葉柄基部
硝酸イオン： Tr

Removed portion： root tip and
petiole base
NO3： Tr

Sample： including imported product

06213 (にんじん類）　にんじん　根　皮つき　ゆで
Carrot, regular  (European type), root with skin,
boiled

根端及び葉柄基部を除いたもの
硝酸イオン ： Tr

Without root tip and petiole base
NO3： Tr

06214 (にんじん類）　にんじん　根　皮むき　生
Carrot, regular  (European type), root without
skin, raw 試料： 輸入品を含む

廃棄部位： 根端及び葉柄基部及び皮
硝酸イオン ： Tr

Removed portion： root tip, petiole
base and skin
NO3： Tr

Sample： including imported product

06215 (にんじん類）　にんじん　根　皮むき　ゆで
Carrot, regular  (European type), root without
skin, boiled

根端、葉柄基部及び皮を除いたもの
硝酸イオン： Tr

Without root tip, petiole base and
skin
NO3： Tr

新規 (にんじん類）　にんじん　根　皮むき　油いため
Carrot, regular  (European type), root without
skin, sauteed

新規 (にんじん類）　にんじん　根　素揚げ Carrot, regular  (European type), fried carrot 別名：フライドキャロット

新規 (にんじん類）　にんじん　根　皮　生 Carrot, regular  (European type), skin, raw

06216 (にんじん類）　にんじん　根　冷凍 Carrot, regular  (European type), root, frozen 試料： 輸入品 硝酸イオン： Tr
NO3： Tr

Sample： imported product

新規 (にんじん類）　にんじん　根　グラッセ Carrot, regular  (European type), glazed carrot
06217 (にんじん類）　にんじん　ジュース　缶詰 Carrot, regular  (European type), juice, canned

06218 (にんじん類）　きんとき　根　皮つき　生
Carrot, "Kintoki " (oriental type), root with
skin, raw 別名： きょうにんじん

廃棄部位： 根端及び葉柄基部
硝酸イオン： Tr

Removed portion： root tip and
petiole base
NO3： Tr

06219 (にんじん類）　きんとき　根　皮つき　ゆで
Carrot, "Kintoki " (oriental type), root with
skin, boiled 別名： きょうにんじん

根端及び葉柄基部を除いたもの
硝酸イオン： Tr

Without root tip and petiole base
NO3： Tr

06220 (にんじん類）　きんとき　根　皮むき　生
Carrot, "Kintoki " (oriental type), root without
skin, raw 別名： きょうにんじん

廃棄部位： 根端及び葉柄基部及び皮
硝酸イオン： Tr

Removed portion： root tip, petiole
base and skin
NO3： Tr
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06221 (にんじん類）　きんとき　根　皮むき　ゆで
Carrot, "Kintoki " (oriental type), root without
skin, boiled 別名： きょうにんじん 根端、葉柄基部及び皮を除いたもの

硝酸イオン： Tr

Without root tip, petiole base and
skin
NO3： Tr

06222 (にんじん類）　ミニキャロット　根　生 Carrot, baby carrot, root, raw 廃棄部位： 根端及び葉柄基部
硝酸イオン： Tr

Removed portion： root tip and
petiole base
NO3： Tr

06223 (にんにく類）　にんにく　りん茎　生 Garlic, bulb, raw 試料： 輸入品を含む
廃棄部位： 茎、りん皮及び根盤部
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： stems,
membranous scales and root base
NO3： 0 g

Sample： including imported product

新規 (にんにく類）　にんにく　りん茎　油いため Garlic, bulb, sauteed
茎、りん皮及び根盤部を除いたもの
植物油（○○油）： ○ g
硝酸イオン： ○ g

Without stems, membranous scales
and root base
Including ○ g of vegetable oil, blend
NO3： ○ g

06224 (にんにく類）　茎にんにく　花茎　生 Garlic, scape, raw 別名： にんにくの芽
試料： 輸入品

硝酸イオン： Tr
NO3： Tr

Sample： imported product

06225 (にんにく類）　茎にんにく　花茎　ゆで Garlic, scape, boiled 別名： にんにくの芽 硝酸イオン： Tr
NO3： Tr

Sample： imported product

06226 (ねぎ類）　根深ねぎ　葉　軟白　生
Welsh onions, "Nebuka-negi " (large variety,
blanching cultivation), leaves, raw 別名： 長ねぎ

廃棄部位： 株元及び緑葉部
硝酸イオン： 0.1 g

Removed portion： base and green
leaves
NO3： 0.1 g

新規 (ねぎ類）　根深ねぎ　葉　軟白　ゆで
Welsh onions, "Nebuka-negi " (large variety,
blanching cultivation), leaves, boiled 別名： 長ねぎ

株元及び緑葉部を除いたもの
硝酸イオン： ○ g

Without base and green leaves
NO3： ○ g

新規 (ねぎ類）　根深ねぎ　葉　軟白　油いため
Welsh onions, "Nebuka-negi " (large variety,
blanching cultivation), leaves, sauteed 別名： 長ねぎ

株元及び緑葉部を除いたもの
植物油（○○油）： ○ g
硝酸イオン： ○ g

Without base and green leaves
Including ○ g of vegetable oil, blend
NO3： ○ g

06227 (ねぎ類）　葉ねぎ　葉　生
Welsh onions, "Ha-negi " (large variety, green),
leaves, raw 別名： 長ねぎ

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： base
NO3： 0 g

新規 (ねぎ類）　葉ねぎ　葉　油いため
Welsh onions, "Ha-negi " (large variety, green),
leaves, sauteed 別名： 長ねぎ

株元を除いたもの
植物油（○○油）： ○ g
硝酸イオン： ○ g

Without base
Including ○ g of vegetable oil, blend
NO3： ○ g

06228 (ねぎ類）　こねぎ　葉　生
Welsh onions, "Konegi " (small variety), leaves,
raw 万能ねぎ等を含む

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.1 g

Removed portion： base
NO3： 0.1 g

06229 のざわな　葉　生 Turnip green, "Nozawana ", leaves, raw 廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.4 g

Removed portion： base
NO3： 0.4 g

06230 のざわな　漬物　塩漬
Turnip green, "Nozawana ", leaves, pickles,
salted pickles 試料： 市販品

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.4 g

Removed portion： base
NO3： 0.4 g

Sample： commercial product

06231 のざわな　漬物　調味漬
Turnip green, "Nozawana ", leaves, pickles,
seasoned 試料： 市販品

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： base
NO3： 0.2 g

Sample： commercial product

06232 のびる　りん茎葉　生 Wild onion, "Nobiru ", bulb and leaves, raw 廃棄部位： 根
硝酸イオン： Tr

Removed portion： root
NO3： Tr

06233 はくさい　結球葉　生 Heading Chinese cabbage, head, raw 廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.1 g

Removed portion： base
NO3： 0.1 g

06234 はくさい　結球葉　ゆで Heading Chinese cabbage, head, boiled 廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： base
NO3： 0.2 g
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06235 はくさい　漬物　塩漬
Heading Chinese cabbage, head, pickles, salted
pickles

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： ?

Removed portion： base
NO3： ?

06236 はくさい　漬物　キムチ Heading Chinese cabbage, head, pickles, Kimchi 試料： 市販品 硝酸イオン： 0.1 g
NO3： 0.1g

Sample： commercial product

06237 パクチョイ　葉　生 Bok choy, leaves, raw 別名： パイゲンサイ
廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.4 g

Removed portion： base
NO3： 0.4 g

06238 バジル　葉　生 Basil, leaves, raw 別名： バジリコ、スイートバジル
廃棄部位： 茎及び穂
硝酸イオン： 0.4 g

Removed portion： stem and
inflorescence
NO3： 0.4 g

06239 パセリ　葉　生 Parsley, leaves, raw 別名： オランダぜり
廃棄部位： 茎
硝酸イオン： ？

Removed portion： stem
NO3： ？

06240 はつかだいこん　根　生 Little radish, root, raw 別名： ラディッシュ
試料： 赤色球形種

廃棄部位： 根端、葉及び葉柄基部
硝酸イオン： ？

Removed portion： root tip, leaves
and petiole base
NO3： ？

Sample： red spherical type

06241 はやとうり　果実　白色種　生 Chayote, fruit, white-colored, raw 別名： せんなりうり
廃棄部位： 種子
硝酸イオン： Tr

Removed portion： seed
NO3： Tr

新規 はやとうり　果実　緑色種　生 Chayote, fruit, green-colored, raw 別名： せんなりうり
廃棄部位： 種子
硝酸イオン： Tr

Removed portion： seed
NO3： Tr

06242 はやとうり　果実　白色種　塩漬け Chayote, fruit, salted pickles 別名： せんなりうり 硝酸イオン： Tr NO3： Tr

06243 ビーツ　根　生
Red beet*, root, raw
[*Syn. Table beet]

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

廃棄部位： 根端、皮及び葉柄基部
硝酸イオン： 0.3 g

Removed portion： root ends, skin
and base
NO3： 0.3 g

06244 ビーツ　根　ゆで
Red beet*, root, boiled
[*Syn. Table beet]

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

根端及び葉柄基部を除いたもの
廃棄部位： 皮
硝酸イオン： 0.3 g

Without root ends and base
Removed portion： skin
NO3： 0.3 g

06245 (ピーマン類）　青ピーマン　果実　生 Sweet peppers, green sweet pepper, fruit, raw  
廃棄部位： へた、しん及び種子
硝酸イオン： Tr

Removed portion： calyx and cavity
contents
NO3： Tr

06246 (ピーマン類）　青ピーマン　果実　油いため
Sweet peppers, green sweet pepper, fruit,
sauteed

へた、しん及び種子を除いたもの
植物油（調合油）： 4.1 g
硝酸イオン： (Tr)

Without calyx and cavity contents
Including 4.1 g of vegetable oil, blend
NO3： (Tr)

06247 (ピーマン類）　赤ピーマン　果実　生 Sweet peppers, red sweet pepper, fruit, raw 別名： パプリカ、クィーンベル
試料： 輸入品

廃棄部位： へた、しん及び種子
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： calyx and cavity
contents
NO3： 0 g

06248 (ピーマン類）　赤ピーマン　果実　油いため Sweet peppers, red sweet pepper, fruit, sauteed 別名： パプリカ、クィーンベル
へた、しん及び種子を除いたもの
植物油（調合油）： 4.1 g
硝酸イオン： (0) g

Without calyx and cavity contents
Including 4.1 g of vegetable oil, blend
NO3： (0)g

06249 (ピーマン類）　黄ピーマン　果実　生 Sweet peppers, yellow sweet pepper, fruit, raw
別名： パプリカ、キングベル、イ
エローベル
試料： 輸入品

廃棄部位： へた、しん及び種子
硝酸イオン： 0g

Removed portion： calyx and cavity
contents
NO3： 0 g

06250 (ピーマン類）　黄ピーマン　果実　油いため
Sweet peppers, yellow sweet pepper, fruit,
sauteed

別名： パプリカ、キングベル、イ
エローベル

へた、しん及び種子を除いたもの
植物油（調合油）： 4.1 g
硝酸イオン： (0) g

Without calyx and cavity contents
Including 4.1 g of vegetable oil, blend
NO3： (0) g

06251 (ピーマン類）　トマピー　果実　生 Sweet peppers, "Tomapi ", fruit, raw 別名： ミニパプリカ
廃棄部位： へた、しん及び種子
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： calyx and cavity
contents
NO3： 0 g

28／92



食品番号 食品名(全体） 英名 (食品名、エクセルファイルのみに掲載）
別名、食品の説明、試料の説
明等

その他の備考 備考の英訳

06252 ひのな　根・茎葉　生 Turnip, "Hinona ", root with tops, raw 別名： えびな
廃棄部位： 根端
硝酸イオン： 0.5 g

Removed portion： root tip
NO3： 0.5 g

06253 ひのな　根・茎葉　甘酢漬
Turnip, "Hinona ", root with tops, pickles,
sweetened

別名： えびな
試料： 市販品

硝酸イオン： 0.5 g
NO3： 0.5 g

Sample： commercial product

06254 ひろしまな　葉　生
Non-heading Chinese cabbage, "Hiroshimana ",
leaves, raw 別名： ひらくきな

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.3 g

Removed portion： base
NO3： 0.3 g

06255 ひろしまな　塩漬
Non-heading Chinese cabbage, "Hiroshimana ",
leaves, salted pickles

別名： えびな
試料： 市販品

廃棄部位： 株元
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
硝酸イオン： 0.1 g

Removed portion： base
NO3： 0.1 g

Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

06256 (ふき類）　ふき　葉柄　生 Japanese butterbur, petiole, raw 廃棄部位： 葉、表皮及び葉柄基部
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： leaves, skin and
petiole base
NO3： 0.2 g

06257 (ふき類）　ふき　葉柄　ゆで Japanese butterbur, petiole, boiled
葉及び葉柄基部を除いたもの
廃棄部位： 表皮
硝酸イオン： Tr

Without leaves and petiole base
Removed portion： skin
NO3： Tr

06258 (ふき類）　ふきのとう　花序　生 Japanese butterbur, inflorescence, raw 廃棄部位： 花茎
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： flower stalk
NO3： 0 g

06259 (ふき類）　ふきのとう　花序　ゆで Japanese butterbur, inflorescence, boiled 花茎を除いたもの
硝酸イオン： 0 g

Without flower stalk
NO3： 0 g

06260 ふじまめ　若ざや　生 Hyacinth beans, immature pods, raw 別名： いんげんまめ（関西）、せ
んごくまめ、あじまめ

廃棄部位： すじ及び両端
硝酸イオン： Tr

Removed portion： strings and ends
NO3： Tr

06261 ふだんそう　葉　生 Swiss chard, leaves, raw 別名： 唐ぢしゃ 硝酸イオン： 0.1 g NO3： 0.1 g

06262 ふだんそう　葉　ゆで Swiss chard, leaves, boiled 別名： 唐ぢしゃ 硝酸イオン： 0.1 g NO3： 0.1 g

06263 ブロッコリー　花序　生 Broccoli, inflorescence, raw 試料： 輸入品を含む
廃棄部位： 茎葉
硝酸イオン： Tr

Removed portion： stems and leaves
NO3： Tr

Sample： including imported product

06264 ブロッコリー　花序　ゆで Broccoli, inflorescence, boiled 茎葉を除いたもの
硝酸イオン： Tr

Without stems and leaves
NO3： Tr

新規 ブロッコリー　芽生え　生 Broccoli, sprouts, raw 別名： ブロッコリースプラウト

06265 へちま　果実　生 Sponge gourd, immature fruit, raw
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

廃棄部位： 両端及び皮
硝酸イオン： Tr

Removed portion： ends and skin
NO3： Tr

06266 へちま　果実　ゆで Sponge gourd, immature fruit, boiled
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

両端及び皮を除いたもの
硝酸イオン： 0 g

Without ends and skin
NO3： 0 g

新規 ほうれんそう　葉　通年平均　生 Spinach, leaves, all season, raw 廃棄部位： 株元
硝酸イオン：?

Removed portion： base
NO3： ?

06267 ほうれんそう　葉　夏採り　生 Spinach, leaves, summer harvest, raw 廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： base
NO3： 0.2 g

新規 ほうれんそう　葉　冬採り　生 Spinach, leaves, winter harvest, raw 廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： base
NO3： 0.2 g

新規 ほうれんそう　葉　通年平均　ゆで Spinach, leaves, all season,　boiled 廃棄部位： 株元
硝酸イオン：?

Removed portion： base
NO3： ?

06268 ほうれんそう　葉　夏採り　ゆで Spinach, leaves, summer harvest, boiled 廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： base
NO3： 0.2 g

新規 ほうれんそう　葉　冬採り　ゆで Spinach, leaves,  winter harvest, boiled 廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： base
NO3： 0.2 g
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新規 ほうれんそう　葉　冬採り　油いため Spinach, leaves, all season, sauteed
株元をのぞいたもの？
植物油（○○油）：○ｇ
硝酸イオン？

Without base
Including ○ g of vegetable oil, blend
NO3： ？

06269 ほうれんそう　葉　冷凍 Spinach, leaves, frozen 試料： 輸入品 硝酸イオン： 0.1g
NO3： 0.1g

Sample： imported product

06270 ホースラディシュ　根茎　生 Horseradish, rhizome, raw 別名： わさびだいこん、せいよ
うわさび

廃棄部位： 皮
硝酸イオン： Tr

Removed portion： skin
NO3： Tr

06271 まこも　茎　生 Manchurian wild rice, stem, raw 別名： まこもたけ
廃棄部位： 葉鞘及び基部
硝酸イオン： Tr

Removed portion： leaf sheath and
base
NO3： Tr

06272 みずかけな　葉　生 Turnip green, "Mizukakena ", leaves, raw 別名： とうな（薹菜） 硝酸イオン： 0.1 g NO3： 0.1 g

06273 みずかけな　塩漬
Turnip green, "Mizukakena ", leaves, salted
pickles

別名： とうな（薹菜）
試料： 市販品

硝酸イオン： 0.2 g
NO3： 0.2 g

Sample： commercial  product

06072 みずな　葉　生 Leaf green, "Mizuna ", leaves, raw 別名： きょうな、せんすじきょう
な

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： base
NO3： 0.2 g

06073 みずな　葉　ゆで Leaf green, "Mizuna ", leaves, boiled 別名： きょうな、せんすじきょう
な

株元を除いたもの
硝酸イオン： 0.3 g

Without base
NO3： 0.3 g

06074 みずな　塩漬 Leaf green, "Mizuna ", leaves, salted pickles 別名： きょうな、せんすじきょう
な

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.4 g

Removed portion： base
NO3： 0.4 g

06274 (みつば類）　切りみつば　葉　生
Japanese hornwort, "Kiri-mitsuba " (branched
in dark place),  leaves, raw 軟白栽培品 硝酸イオン： Tr

NO3： Tr

(栽培法は食品名に含めたので略）

06275 (みつば類）　切りみつば　葉　ゆで
Japanese hornwort, "Kiri-mitsuba " (branched
in dark place),  leaves, boiled 硝酸イオン： 0 g NO3： 0 g

06276 (みつば類）　根みつば　葉　生
Japanese hornwort, "Ne-mitsuba"  (blanched by
covering with soil) , leaves, raw 軟白栽培品

廃棄部位： 根及び株元
硝酸イオン： Tr

Removed portion： roots and base
NO3： Tr

06277 (みつば類）　根みつば　葉　ゆで
Japanese hornwort, "Ne-mitsuba"  (blanched by
covering with soil) , leaves, boiled

根及び株元を除いたもの
硝酸イオン： 0 g

Without rots and base
NO3： 0 g

06278 (みつば類）　糸みつば　葉　生
Japanese hornwort, "Ito-mitsuba"  (young
plants), leaves, raw 別名： あおみつば

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.3 g

Removed portion： base
NO3： 0.3 g

06279 (みつば類）　糸みつば　葉　ゆで
Japanese hornwort, " Ito-mitsuba" (young
plants), leaves, boiled 別名： あおみつば 株元を除いたもの

硝酸イオン： 0.3 g

Without base
NO3： 0.3 g

新規 みぶな　葉　生 Leaf green, "Mibuna ", leaves, raw 別名： きょうな
廃棄部位： 株元?
硝酸イオン：?

Removed portion： base?
NO3： ?

06280 (みょうが類）　みょうが　花穂　生 Japanese ginger, "Myoga ", spike, raw 別名： 花みょうが、みょうがの子
廃棄部位： 花茎
硝酸イオン：?

Removed portion： flower stalk
NO3： ?

06281 (みょうが類）　みょうがたけ　茎葉　生
Japanese ginger, "Myoga ", young stems and
leaves, raw 硝酸イオン： 0.1 g NO3： 0.1 g

06282 むかご 　肉芽　生 Yam, bulbil, raw 廃棄部位： 皮 Removed portion： skin

06283 めキャベツ　結球葉　生 Brussels sprouts, head, raw 別名： こもちかんらん、姫かんら
ん、姫キャベツ

硝酸イオン： Tr NO3： Tr

06284 めキャベツ　結球葉　ゆで Brussels sprouts, head, boiled 別名： こもちかんらん、姫かんら
ん、姫キャベツ

硝酸イオン： Tr NO3： Tr

06285 めたで　　芽ばえ　生 Water pepper sprouts, raw 紅たで 硝酸イオン： 0 g
Red type
NO3： 0 g

06286 (もやし類）　アルファルファもやし　生 Bean sprouts, alfalfa sprouts, raw 別名： 糸もやし 硝酸イオン： Tr NO3： Tr

06287 (もやし類）　だいずもやし　生 Bean sprouts, soybean sprouts, raw 廃棄部位： 種皮及び損傷部
Removed portion： seed coat and
bruised parts

06288 (もやし類）　だいずもやし　ゆで Bean sprouts, soybean sprouts, boiled 種皮及び損傷部を除いたもの Without seed coat and bruised parts
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06289 (もやし類）　ブラックマッペもやし　生 Bean sprouts, black gram sprouts, raw 廃棄部位： 種皮及び損傷部
Removed portion： seed coat and
bruised parts

06290 (もやし類）　ブラックマッペもやし　ゆで Bean sprouts, black gram sprouts, boiled 種皮及び損傷部を除いたもの Without seed coat and bruised parts

06291 (もやし類）　りょくとうもやし　生 Bean sprouts, mung bean   sprouts, raw 廃棄部位： 種皮及び損傷部
Removed portion： seed coat and
bruised parts

06292 (もやし類）　りょくとうもやし　ゆで Bean sprouts, mung bean   sprouts, boiled 種皮及び損傷部を除いたもの Without seed coat and bruised parts

06293 モロヘイヤ　茎葉　生
Nalta jute*, stems and leaves, raw
[*Syn. Tossa jute]

廃棄率： 木質茎つきの場合25%
硝酸イオン： 0.2 g

Waste ratio： 25% for product with
woody stems
NO3： 0.2 g

06294 モロヘイヤ　茎葉　ゆで
Nalta jute*, stems and leaves, boiled
[*Syn. Tossa jute] 硝酸イオン：0.1 g NO3： 0.1 g

06295 やまごぼう　みそ漬 Thistle root, "Yamagobo ", pickled with miso 試料： 市販品
別名： ごぼうあざみ

ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Sample： commercial product, some
products may contain ascorbic acid
as antioxidant

(02022～027）

06296 ゆりね　りん茎　生 Lily, bulb, raw 廃棄部位： 根、根盤部及び損傷部
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： roots, root base
and bruised parts
NO3： 0 g

06297 ゆりね　りん茎　ゆで Lily, bulb, boiled 根、根盤部及び損傷部を除いたもの
硝酸イオン： 0 g

Without roots, root base and bruised
parts
NO3： 0 g

06298 ようさい　茎葉　生 Water convolvulus, stems and leaves, raw 別名： あさがおな、えんさい、く
うしんさい

硝酸イオン： 0.2 g NO3： 0.2 g

06299 ようさい　茎葉　ゆで Water convolvulus, stems and leaves, boiled 〃 硝酸イオン： 0.2 g NO3： 0.2 g

06300 よめな　葉　生 Aster, "Yomena ", leaves, raw 若葉
別名： おはぎ、うはぎ、はぎな

硝酸イオン： Tr
NO3： Tr

Young leaves

06301 よもぎ　葉　生 Japanese wormwood, leaves, raw 別名： もちぐさ、よもぎな 硝酸イオン： Tr NO3： Tr

06302 よもぎ　葉　ゆで Japanese wormwood, leaves, boiled 〃 硝酸イオン： Tr NO3： Tr

06303 らっかせい　未熟豆　生 Peanuts, immature beans, raw 別名： なんきんまめ、ピーナッ
ツ

廃棄部位： さや
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： pods
NO3： 0 g

06304 らっかせい　未熟豆　ゆで Peanuts, immature beans, boiled 試料： 市販品
廃棄部位： さや
硝酸イオン： Tr

Removed portion： pods
NO3： Tr

(05034～35）

06305 (らっきょう類）　らっきょう　りん茎　生 Japanese scallion, "Rakkyo ", mature bulb, raw 別名： おおにら、さとにら
廃棄部位： 根、膜状りん片及び両端
硝酸イオン：？

Removed portion： roots,
membranous scale and ends
NO3： ?

06306 (らっきょう類）　らっきょう　甘酢漬
Japanese scallion, "Rakkyo ", mature bulb,
pickles, sweetened

別名： おおにら、さとにら
試料： 市販品

液汁を除いたもの
Drained
Sample： commercial product

06307 (らっきょう類）　エシャレット　りん茎　生
Japanese scallion, "Rakkyo ", immature bulb,
raw

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

廃棄部位： 株元及び緑葉部
硝酸イオン： Tr

Immature product blanched by
covering with soil
Removed portion： base and green
leaves
NO3： Tr

06308 リーキ　りん茎葉　生 Leeks, bulb and leaves, raw 別名： 西洋ねぎ、ポロねぎ
廃棄部位： 株元及び緑葉部
硝酸イオン： Tr

Removed portion： base and green
leaves
NO3： Tr

06309 リーキ　りん茎葉　ゆで Leeks, bulb and leaves, boiled 別名： 西洋ねぎ、ポロねぎ 株元及び緑葉部を除いたもの
硝酸イオン： Tr

Without base and green leaves
NO3： Tr
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06319 ルッコラ　　葉　生 Rocket salad, leaves, raw 別名： ロケットサラダ、エルカ、
ルコラ

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.4 g

Removed portion： base
NO3： 0.4 g

06310 ルバーブ　葉柄　生 Garden rhubarb, petiole, raw 別名： しょくようだいおう
廃棄部位： 表皮及び両端
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： skin and ends
NO3： 0.2 g

06311 ルバーブ　葉柄　ゆで Garden rhubarb, petiole, boiled 別名： しょくようだいおう
表皮及び両端を除いたもの
硝酸イオン： 0.１ g

Without skin and ends
NO3： 0.1 g

06312 (レタス類）　レタス　土耕栽培　結球葉　生
Lettuce, head lettuce, crisp type, soil culture,
head, raw 別名： たまちしゃ

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.１ g

Removed portion： base
NO3： 0.1 g

新規 (レタス類）　レタス　水耕栽培　結球葉　生
Lettuce, head lettuce, crisp type, hydroculture,
head, raw

廃棄部位： 株元
硝酸イオン：？

Removed portion： base
NO3： ？

06313 (レタス類）　サラダな　葉　生 Lettuce, head lettuce, butter type, leaves, raw 廃棄部位：株元
硝酸イオン：？

Removed portion： base
NO3： ？

06314 (レタス類）　リーフレタス　葉　生 Lettuce, green leaf lettuce, leaves, raw 別名： ちりめんちしゃ、あおちり
めんちしゃ

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： base
NO3： 0.2 g

06315 (レタス類）　サニーレタス　葉　生 Lettuce, red leaf lettuce, leaves, raw 別名： あかちりめんちしゃ
廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： base
NO3： 0.2 g

新規 (レタス類）　サンチュ　葉　生 Lettuce, Sang-chu lettuce, leaves, raw 別名： かきちしゃ
廃棄部位：？
硝酸イオン：？

Removed portion： ？
NO3： ？

06316 (レタス類）　コスレタス　葉　生 Lettuce, cos lettuce, leaves, raw
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

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.1 g

Removed portion： base
NO3： 0.1 g

Sample： including imported product

06317 れんこん　根茎　生 East Indian lotus root, rhizome, raw 廃棄部位： 節部及び皮
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： node and skin
NO3： 0 g

06318 れんこん　根茎　ゆで East Indian lotus root, rhizome, boiled 節部及び皮を除いたもの
硝酸イオン： 0 g

Without node and skin
NO3： 0 g

06320 わけぎ　葉　生 Green onion, "Wakegi ", leaves, raw 廃棄部位： 株元
硝酸イオン： Tr

Removed portion： base
NO3： Tr

06321 わけぎ　葉　ゆで Green onion, "Wakegi ", leaves, boiled 株元を除いたもの
硝酸イオン： Tr

Without base
NO3： Tr

06322 わさび　根茎　生 Wasabi, rhizome, raw 廃棄部位： 側根基部及び葉柄
硝酸イオン： 0.1g

Removed portion： fibrous root base
and petioles
NO3： 0.1 g

06323 わさび　わさび漬 Wasabi, pickled with Sake  lees 試料： 市販品 硝酸イオン： Tr
NO3： Tr

Sample： commercial product

(06270)

06324 わらび　生わらび　生 Bracken fern, fiddlehead, raw 廃棄部位： 基部
硝酸イオン： Tr

Removed portion： base
NO3： Tr

06325 わらび　生わらび　ゆで Bracken fern, fiddlehead, boiled 基部を除いたもの
硝酸イオン： 0 g

Without base
NO3： 0 g

06326 わらび　干しわらび　乾 Bracken fern, fiddlehead, dried, raw 硝酸イオン： Tr NO3： Tr

７ 果実類 7. Fruits

07001 あけび　果肉　生 Akebia, flesh, raw 試料： みつばあけび 全果に対する割合： 果肉20%、種子7% Portion of whole fruit： flesh 20%,
seeds 7%

07002 あけび　果皮　生 Akebia, peel, raw 試料： みつばあけび 全果に対する割合： 果皮70%、へた3% Portion of whole fruit： peel 70%,
calyx 3%

07003 アセロラ　酸味種　生 Acerola, sour type, raw 試料： 輸入冷凍品 廃棄部位： 果柄及び種子
Removed portion： peduncle and seed
Sample： imported frozen fruit
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新規 アセロラ　甘味種　生 Acerola, sweet type, raw 試料： 輸入冷凍品 廃棄部位： 果柄及び種子
Removed portion： peduncle and seed
Sample： imported frozen fruit

07004 アセロラ　生　10 %果汁入り飲料 Acerola, 10 % fruit juice beverage

07005 アテモヤ　生 Atemoya, raw 廃棄部位： 果皮及び種子 Removed portion： skin and seed

07006 アボカド　生 Avocados, raw 試料： 輸入品
別名： アボガド

廃棄部位： 果皮及び種子
Removed portion： skin and seed
Sample： imported product

07007 あんず　生 Apricots, raw 別名： アプリコット（あんず全体
にかかる別名）

廃棄部位： 核及び果柄
Removed portion： stone and
peduncle
Sample： imported product

07008 あんず　乾 Apricots, dried 試料： 輸入品 果皮及び核を除いたもの Without skin and stone

07009 あんず　缶詰 Apricots, canned in heavy syrup 試料: ヘビーシラップ漬、輸入
品

液汁を含んだもの (液汁40%)
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

With syrup (syrup portion： 40%)
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant
Sample： imported product

07010 あんず　ジャム　高糖度 Apricots, jam, heavily sweetened ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07011 あんず　ジャム　低糖度 Apricots, jam, lightly sweetened ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07012 いちご　生 Strawberries, raw 別名： オランダイチゴ 廃棄部位： へた及び果梗
Removed portion： calyx and
peduncle

07013 いちご　ジャム　高糖度 Strawberries, jam, heavily sweetened 別名： オランダイチゴ ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07014 いちご　ジャム　低糖度 Strawberries, jam, lightly sweetened 別名： オランダイチゴ ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

新規 いちご　乾 Strawberries, dried ドライフルーツ

07015 いちじく　生 Figs, raw 廃棄部位： 果皮及び果柄 Removed portion： skin and peduncle

07016 いちじく　乾 Figs, dried

07017 いちじく　缶詰 Figs, Canned in heavy syrup 試料： ヘビーシラップ漬
液汁を含んだもの (液汁40%)
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

With syrup (syrup portion： 40%)
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant
Sample： imported product

07019 うめ　生
Mume*, raw
[*Syn. Japanese apricot] 未熟果（青梅） 廃棄部位： 核

Unripe fruit
Removed portion： stone

07020 うめ　梅漬　塩漬
Mume*, salted pickles
[*Syn. Japanese apricot] 廃棄部位： 核 Removed portion： stone

07021 うめ　梅漬　調味漬
Mume*, pickles, seasoned
[*Syn. Japanese apricot] 廃棄部位： 核 Removed portion： stone

07022 うめ　梅干し　塩漬

Mume*, "Umemoboshi " (pickled and dried
mume), salted pickles
[*Syn. Japanese apricot]

廃棄部位： 核 Removed portion： stone

07023 うめ　梅干し　調味漬

Mume*, "Umemoboshi " (pickled and dried
mume),  seasoned pickles
[*Syn. Japanese apricot]

廃棄部位： 核 Removed portion： stone

07024 うめ　梅びしお

Mume*,"Umebishio " (sweetened puree of
pickled mume)
[*Syn. Japanese apricot]

07025 うめ　20 %果汁入り飲料
Mume*, 20 % fruit juice beverage
[*Syn. Japanese apricot]
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07037 オリーブ　塩漬け　グリーンオリーブ Olives, in brine, green 緑果の塩漬け
試料: びん詰

液汁を除いたもの
廃棄部位： 種子

Drained
Removed portion： seed
Sample： bottled product

07038 オリーブ　塩漬け　ブラックオリーブ Olives, in brine, ripe
熟果の塩漬け
別名： ライプオリーブ
試料： びん詰

液汁を除いたもの
廃棄部位： 種子

Drained
Removed portion： seed
Sample： bottled product

07039 オリーブ　塩漬け　スタッフドオリーブ Olives, in brine, stuffed olives 緑果にピメントを詰めた塩漬け
試料： びん詰

液汁を除いたもの
Pimento-stuffed green olives
Drained

07049 かき　甘がき　生
Japanese persimmon*, nonastringent, raw
[*Syn. Kaki] 廃棄部位： 果皮、種子及びへた

Removed portion： skin, seeds and
calyx

07050 かき　渋抜きがき　生
Japanese persimmon*, astringency removed,
raw 廃棄部位： 果皮、種子及びへた

Removed portion： skin, seeds and
calyx

07051 かき　干しがき
Japanese persimmon*, dried
[*Syn. Kaki] つるしがきを含む 廃棄部位： 種子及びへた Removed portion： seeds and calyx

07053 かりん　生 Chinese quinces, raw 廃棄部位： 果皮及び果しん部 Removed portion： peel and core

07018 （かんきつ類）　いよかん　砂じょう　生 Citrus fruit, "Iyo ", juice sacs 別名： いよ 廃棄部位： 果皮、じょうのう膜及び種子
Removed portion： peel, segment wall
and seeds

07026
（かんきつ類）　うんしゅうみかん　じょうのう　早
生　生

Satsuma mandarins, segments, early ripening
type, raw 廃棄部位： 果皮 Removed portion： peel

07027
（かんきつ類）　うんしゅうみかん　じょうのう　普
通　生

Satsuma mandarins, segments, normal ripening
type, raw 廃棄部位： 果皮 Removed portion： peel

07028
（かんきつ類）　うんしゅうみかん　砂じょう　早生
生

Satsuma mandarins, juice sacs, early ripening
type, raw 廃棄部位： 果皮及びじょうのう膜

Removed portion： peel and segment
wall

07029
（かんきつ類）　うんしゅうみかん　砂じょう　普通
生

Satsuma mandarins, juice sacs, normal ripening
type, raw 廃棄部位： 果皮及びじょうのう膜

Removed portion： peel and segment
wall

07030
（かんきつ類）　うんしゅうみかん　果実飲料　スト
レートジュース

Satsuma mandarins, straight fruit juice

07031
（かんきつ類）　うんしゅうみかん　果実飲料　濃
縮還元ジュース

Satsuma mandarins, reconstituted fruit juice

07032
（かんきつ類）　うんしゅうみかん　果実飲料　果
粒入りジュース

Satsuma mandarins, juice with juice sacs 果粒（砂じょう）20%を含む Containing 20% of juice sacs

07033
（かんきつ類）　うんしゅうみかん　果実飲料　50
%果汁入り飲料

Satsuma mandarins, 50 % fruit juice beverage

07034
（かんきつ類）　うんしゅうみかん　果実飲料　20
%果汁入り飲料

Satsuma mandarins, 20 % fruit juice beverage ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07035 （かんきつ類）　うんしゅうみかん　缶詰　果肉
Satsuma mandarins, canned in light syrup,
solids 試料： ライトシラップ漬 内容総量に対する果肉分： 60% Flesh portion of total content： 60%

07036 （かんきつ類）　うんしゅうみかん　缶詰　液汁
Satsuma mandarins, canned in light syrup,
liquid 試料： ライトシラップ漬 内容総量に対する液汁分： 40% Syrup portion of total content： 40%

07040
（かんきつ類）　オレンジ　ネーブル　砂じょう
生

Oranges, navel, juice sacs, raw 試料： 輸入品及び国産品
別名： ネーブルオレンジ

廃棄部位： 果皮、じょうのう膜及び種子

Removed portion： peel, segment wall
and seeds
Sample： imported product and
domestic product

07041
（かんきつ類）　オレンジ　バレンシア　米国産
砂じょう

Oranges, Valencia, imported from U.S.A., juice
sacs, raw

別名： バレンシアオレンジ
試料： 輸入品

廃棄部位： 果皮、じょうのう膜及び種子
Removed portion： peel, segment wall
and seeds
Sample： imported product

新規
（かんきつ類）　オレンジ　バレンシア　福原オレ
ンジ　砂じょう

Oranges, Valencia, Fukuhara-orange, juice sacs,
raw

別名： バレンシアオレンジ
試料： 国産品

廃棄部位： 果皮、じょうのう膜及び種子
Removed portion： peel, segment wall
and seeds
Sample： domestic product

07042 （かんきつ類）　オレンジ　バレンシア　果実飲料 Oranges, Valencia, straight fruit juice 別名： バレンシアオレンジ
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07043 （かんきつ類）　オレンジ　バレンシア　果実飲料 Oranges, Valencia, reconstituted fruit juice 別名： バレンシアオレンジ

07044 （かんきつ類）　オレンジ　バレンシア　果実飲料 Oranges, Valencia, 50 % fruit juice beverage 別名： バレンシアオレンジ

07045 （かんきつ類）　オレンジ　バレンシア　果実飲料 Oranges, Valencia, 30 % fruit juice beverage 別名： バレンシアオレンジ

07046
（かんきつ類）　オレンジ　バレンシア　マーマ
レード

Oranges, Valencia, marmalade, heavily
sweetened 別名： バレンシアオレンジ

07047
（かんきつ類）　オレンジ　バレンシア　マーマ
レード

Oranges, Valencia, marmalade, lightly
sweetened 別名： バレンシアオレンジ

07048 （かんきつ類）　オロブランコ　砂じょう　生 Oroblanco, juice sacs, raw 試料： 輸入品
別名： スイーティー

廃棄部位： 果皮、じょうのう膜及び種子
Removed portion： peel, segment wall
and seeds
Sample： imported product

07052 （かんきつ類）　かぼす　果汁　生 Citrus fruit, "Kabosu ", juice, fresh 全果に対する果汁分： 35% Juice portion of whole fruit： 35%

新規 （かんきつ類）　かわちばんかん　砂じょう　生 Citrus fruit, "Kawachi-bankan ", juice sacs, raw

新規 （かんきつ類）　きよみ　砂じょう　生 Citrus fruit, "Kiyomi ", juice sacs, raw

07056 （かんきつ類）　きんかん　全果　生 Kumquats, whole, raw 廃棄部位： 種子及びへた Removed portion： seeds and calyx

07062
（かんきつ類）　グレープフルーツ　白肉種　砂
じょう　生

Grapefruit, white flesh type, juice sacs, raw 試料： 輸入品 廃棄部位： 果皮、じょうのう膜及び種子
Removed portion： peel, segment wall
and seeds
Sample： imported product

新規
（かんきつ類）　グレープフルーツ　紅肉種　砂
じょう　生

Grapefruit, red flesh type,  juice sacs, raw 廃棄部位： 果皮、じょうのう膜及び種子
Removed portion： peel, segment wall
and seeds

07063
（かんきつ類）　グレープフルーツ　果実飲料
ストレートジュース

Grapefruit, straight fruit juice

07064
（かんきつ類）　グレープフルーツ　果実飲料
濃縮還元ジュース

Grapefruit, reconstituted fruit juice

07065
（かんきつ類）　グレープフルーツ　果実飲料
50 %果汁入り飲料

Grapefruit, 50 % fruit juice beverage

07066
（かんきつ類）　グレープフルーツ　果実飲料
20 %果汁入り飲料

Grapefruit, 20 % fruit juice beverage

07067 （かんきつ類）　グレープフルーツ　缶詰　缶詰 Grapefruit, canned in light syrup 試料： ライトシラップ漬 液汁を含んだもの (液汁40%) With syrup (syrup portion： 40%)

(07126～127）

07074 （かんきつ類）　さんぼうかん　砂じょう　生 Citrus fruit, "Sanbokan ", juice sacs, raw 廃棄部位： 果皮、じょうのう膜及び種子
Removed portion： peel, segment wall
and seeds

07075 （かんきつ類）　シークヮーサー　果汁　生 Citrus  fruit, "Shiikuwasha ", juice, fresh
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

全果に対する果汁分： 20% Juice portion of whole fruit： 20%

07076
（かんきつ類）　シークヮーサー　10 %果汁入り
飲料

Citrus  fruit, "Shiikuwasha ", 10 % fruit juice
beverage

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

新規 （かんきつ類）　しらぬひ　砂じょう　生 Citrus fruit, "Shiranuhi ", juice sacs, raw
別名： デコポン（全国糖酸度統
一基準を満たすもの）、しらぬ
い

(07048)

07078 （かんきつ類）　すだち　果皮　生 Citrus fruit, "Sudachi ", peel, raw 全果に対する果皮分： 30% Peel portion of whole fruit： 30%

07079 （かんきつ類）　すだち　果汁　生 Citrus fruit, "Sudachi ", juice, fresh 全果に対する果汁分： 25% Juice portion of whole fruit： 25%

新規 （かんきつ類）　せとか　砂じょう　生 Citrus fruit, "Setoka ", juice sacs, raw 廃棄部位：? Removed portion： ?

07085 （かんきつ類）　セミノール　砂じょう　生 Citrus fruit, Seminole, juice sacs, raw  品種 : セミノール等 廃棄部位： 果皮、じょうのう膜及び種子
Removed portion： peel, segment wall
and seeds

07083 （かんきつ類）　だいだい　果汁　生 Citrus fruit, sour oranges, juice, fresh 全果に対する果汁分： 30% Juice portion of whole fruit： 30%
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07084  （かんきつ類）　タンゴール　砂じょう　生 Tangors, juice sacs, raw  品種 : 清見、不知火(しらぬひ、
 市販通称名 ： デコポン)

*
 果皮、じょうのう膜及び種子

1)

07093 （かんきつ類）　なつみかん　砂じょう　生 Citrus fruit, "Natsudaidai ", juice sacs, raw
別名： なつだいだい
なつかん、あまなつみかんを含
む

廃棄部位： 果皮、じょうのう膜及び種子
Removed portion： peel, segment wall
and seeds

07094 （かんきつ類）　なつみかん　缶詰
Citrus fruit, "Natsudaidai ", canned in heavy
syrup

別名： なつだいだい
なつかん、あまなつみかんを含
む
試料： ヘビーシラップ漬

液汁を含んだもの (液汁45%) With syrup (syrup portion： 45%)

(07040）

07105 （かんきつ類）　はっさく　砂じょう　生 Citrus fruit, "Hassaku ", juice sacs, raw 廃棄部位： 果皮、じょうのう膜及び種子
Removed portion： peel, segment wall
and seeds

新規 （かんきつ類）　はるみ　砂じょう　生 Citrus fruit, "Harumi ", juice sacs, raw 廃棄部位：? Removed portion： ?

07112
（かんきつ類）　ひゅうがなつ　じょうのう及びア
ルベド　生

Citrus fruit, "Hyuga-natsu ", segments and
albedo, raw

別名： ニューサマーオレンジ、
小夏みかん

廃棄部位： 果皮、フラベド及び種子
Removed portion： peel, flavedo and
seeds

07113 （かんきつ類）　ひゅうがなつ　砂じょう　生 Citrus fruit, "Hyuga-natsu ", juice sacs, raw 別名： ニューサマーオレンジ、
小夏みかん

廃棄部位： 果皮、フラベド、アルベド、じょう
のう膜及び種子

Removed portion： peel, flavedo,
albedo, segment wall and seeds

07126 （かんきつ類）　ぶんたん　砂じょう　生 Pummelo, juice sacs, raw 別名： ざぼん、ぼんたん 廃棄部位： 果皮、じょうのう膜及び種子
Removed portion： peel, segment wall
and seeds

07127 （かんきつ類）　ぶんたん　ざぼん漬 Pummelo, candied peel 別名： ざぼん、ぼんたん

07129 （かんきつ類）　ぽんかん　砂じょう　生 Ponkan mandarin, juice sacs, raw 廃棄部位： 果皮、じょうのう膜及び種子
Removed portion： peel, segment wall
and seeds

07142 （かんきつ類）　ゆず　果皮　生 Citrus fruit, "Yuzu ", peel, raw 全果に対する果皮分： 40% Peel portion of whole fruit： 40%

07143 （かんきつ類）　ゆず　果汁　生 Citrus fruit, "Yuzu ", juice, fresh 全果に対する果汁分： 25% Juice portion of whole fruit： 25%

07145 （かんきつ類）　ライム　果汁　生 Limes, juice, fresh 試料： 輸入品 全果に対する果汁分： 35% 
Juice portion of whole fruit： 35%
Sample： imported product

07155 （かんきつ類）　レモン　全果　生 Lemons, whole, raw 試料： 輸入品及び国産品 廃棄部位： 種子及びへた
Removed portion： seeds and calyx
Sample： imported product and
domestic product

07156 （かんきつ類）　レモン　果汁　生 Lemons, juice, fresh 全果に対する果汁分： 30% Juice portion of whole fruit： 30%

07054 キウイフルーツ　綠肉種　生 Kiwifruit, green flesh type, raw 試料： 輸入品を含む
別名： キウイ

廃棄部位： 果皮及び両端
Removed portion： rind and ends
Sample： imported product and
domestic product

新規 キウイフルーツ　黄肉種　生 Kiwifruit, gold flesh type, raw 試料： 輸入品?
別名： ゴールデンキウイ

廃棄部位： 果皮及び両端
Removed portion： rind and ends
Sample： imported product?

07055 キワノ　生 Kiwano, raw 試料： 輸入品
別名： キワノフルーツ

廃棄部位： 果皮
Removed portion： rind
Sample： imported product

07057 グァバ　赤肉種　生 Guava, red flesh type, raw

別名： グアバ、ばんじろう、ばん
ざくろ
 国産品を含む（試料はすべて
国産のため削除）

廃棄部位： 果皮及び種子
Removed portion： skin and seeds
Sample： imported product and
domestic product

新規 グァバ　白肉種　生 Guava, white flesh type, raw 別名： グアバ、ばんじろう、ばん
ざくろ

廃棄部位： 果皮及び種子

07058 グァバ　果実飲料　20 %果汁入り飲料(ネクター）
Guava, fruit juice, 20 % fruit juice beverage
(nectar)

別名： グアバ、ばんじろう、ばん
ざくろ

果肉（ピューレー）分： 20%
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

Flesh (puree) portion： 20%
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07059 グァバ　果実飲料　10 %果汁入り飲料 Guava, fruit juices, 10 % fruit juice beverage 別名： グアバ、ばんじろう、ばん
ざくろ

ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

07060 グーズベリー　生 Gooseberries, raw 別名： グズベリー、西洋すぐり、
まるすぐり、おおすぐり

廃棄部位： 両端 Removed portion： ends

07061 ぐみ　生 Oleasters, raw 廃棄部位： 種子及び果柄 Removed portion： seed and peduncle

07068 　（欠番） Unused code number

36／92



食品番号 食品名(全体） 英名 (食品名、エクセルファイルのみに掲載）
別名、食品の説明、試料の説
明等

その他の備考 備考の英訳

07157 ココナッツ　ココナッツウォーター Coconut, coconut water 試料： 輸入品 全果に対する割合： 20%
Juice portion of whole fruit： 20%
Sample： imported product

07158 ココナッツ　ココナッツミルク Coconut, coconut milk 試料： 輸入品、缶詰 Sample： imported canned product

新規 ココナッツ　ナタデココ Coconut, Nata de coco
(05016)

07070 さくらんぼ　国産　生 Sweet cherries, domestic, raw 別名： おうとう、スイートチェリー 廃棄部位： 種子及び果柄
Removed portion： stone and
peduncle

07071 さくらんぼ　米国産　生 Sweet cherries, imported from U.S.A., raw 別名： おうとう、スイートチェリー 廃棄部位： 種子及び果柄
Removed portion： stone and
peduncle

07072 さくらんぼ　米国産　缶詰 Sweet cherries, canned in heavy syrup 別名： おうとう、スイートチェリー
試料： ヘビーシラップ漬

液汁を除いたもの
内容総量に対する果肉分： 50%
廃棄部位： 種子及び果柄
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

Drained
Flesh portion of total content： 50%
Removed portion： stone and
peduncle
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07073 ざくろ　生 Pomegranates, raw 廃棄部位： 皮及び種子
廃棄率： 輸入品（大果）の場合60%

Removed portion： rind and seeds
Waste ratio： 60% for imported big
fruit type

07077 すいか　赤肉種　生 Watermelon, red flesh type, raw 廃棄部位： 果皮及び種子
廃棄率： 小玉種の場合50%

Removed portion： rind and seeds
Waste ratio： 50% for small type fruit

新規 すいか　黄肉腫　生 Watermelon, yellow flesh type, raw 廃棄部位： 果皮及び種子
廃棄率： 小玉種の場合50%

Removed portion： rind and seeds
Waste ratio： 50% for small type fruit

07069 スターフルーツ　生 Carambola, raw 別名： ごれんし
試料： 輸入品

廃棄部位： 種子及びへた
Removed portion： seeds and
peduncle

07080 (すもも類）　にほんすもも　生 Plums, Japanese plums, raw 別名： すもも、はたんきょう、プ
ラム

廃棄部位： 核 Removed portion： stone

07081 (すもも類）　プルーン　生 Plums, European plums, raw 別名： ヨーロッパすもも 廃棄部位： 核及び果柄
Removed portion： stone and
peduncle

07082 (すもも類）　プルーン　乾 Plums, European plums, dried 別名： ヨーロッパすもも
試料： 輸入品

廃棄率： 核付きの場合20%
Waste ratio： 20% for product with
stone
Sample： imported product

07086 チェリモヤ　生 Cherimoya, raw 試料： 輸入品 廃棄部位： 果皮、種子及びへた
Removed portion： skin, seeds and
calyx

07111 ドラゴンフルーツ　生 Pitaya, raw 別名： ピタヤ
試料： レッドピタヤ、輸入品

廃棄部位： 果皮
Removed portion： skin
Sample： red type

07087 ドリアン　生 Durian, raw 試料： 果皮を除いた輸入冷凍
品

廃棄部位： 種子
Removed portion： seeds
Sample： imported frozen fruit
without skin

07088 (なし類）　日本なし　生
Pears, sand pears*, raw
[Syn. Nashi pears] 廃棄部位： 果皮及び果しん部 Removed portion： skin and core

07089 (なし類）　日本なし　缶詰
Pears, sand pears*, canned in heavy syrup
[*Syn. Nashi pears] 試料： ヘビーシラップ漬

液汁を含んだもの (液汁40%)
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

With syrup (syrup portion： 40%)
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07090 (なし類）　中国なし　生 Pears, Chinese white pears, raw 廃棄部位： 果皮及び果しん部 Removed portion： skin and core

07091 (なし類）　西洋なし　生 Pears, European pears, raw 別名： 洋なし 廃棄部位： 果皮及び果しん部 Removed portion： skin and core

07092 (なし類）　西洋なし　缶詰 Pears, European pears, canned in heavy syrup 別名： 洋なし
試料： ヘビーシラップ漬

液汁を含んだもの (液汁40%)
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

With syrup (syrup portion： 40%)
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07095 なつめ　乾 Jujube, dried 試料： 輸入品 廃棄部位： 核
Removed portion： stone
Sample： imported product
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07096 なつめやし　乾 Dates, dried 試料： 輸入品
別名： デーツ

廃棄部位： へた及び核
Removed portion： calyx and stone
Sample： imported product

(07140）

07097 パインアップル　生 Pineapple, raw 別名： パイナップル
試料： 輸入品及び国産品

廃棄部位： はく皮及び果しん部

07098 パインアップル　果実飲料　ストレートジュース Pineapple, straight fruit juice 別名： パイナップル

07099 パインアップル　果実飲料　濃縮還元ジュース Pineapple, reconstituted fruit juice 別名： パイナップル

07100 パインアップル　果実飲料　50 %果汁入り飲料 Pineapple, 50 % fruit juice beverage 別名： パイナップル ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07101 パインアップル　果実飲料　10 %果汁入り飲料 Pineapple, 10 % fruit juice beverage 別名： パイナップル ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07102 パインアップル　缶詰 Pineapple, canned in heavy syrup 別名： パイナップル
試料： ヘビーシラップ漬

液汁を含んだもの (液汁37%) With syrup (syrup portion： 37%)

07103 パインアップル　砂糖漬 Pineapple, candied
07104 ハスカップ　生 Blue-berried honeysuckle, raw 別名： くろみのうぐいすかぐら 果実全体 Whole fruit

07106 パッションフルーツ　果汁　生 Passion fruit, juice, fresh 別名： くだものとけいそう 全果に対する果汁分： 30% Juice portion of whole fruit： 30%

07107 バナナ　生 Bananas, raw 試料： 輸入品及び国産品 廃棄部位： 果皮及び果柄
Removed portion： skin and peduncle
Sample： imported product and
domestic product

07108 バナナ　乾 Bananas, dried 試料： 輸入品 Sample： imported product

07109 パパイア　完熟　生 Papaya, ripe, raw 別名 : パパイヤ
試料 : 輸入品及び国産品

廃棄部位： 果皮及び種子
Removed portion： skin and seeds
Sample： imported product and
domestic product

07110 パパイア　未熟　生 Papaya, unripe, raw 別名： パパイヤ 廃棄部位： 果皮及び種子 Removed portion： skin and seeds

07114 びわ　生 Loquats, raw 廃棄部位： 果皮及び種子 Removed portion： skin and seeds

07115 びわ　缶詰 Loquats, Raw, canned in heavy syrup 試料： ヘビーシラップ漬
液汁を含んだもの (液汁45%)
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

With syrup (syrup portion： 45%)
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07116 ぶどう　生 Grapes, raw 廃棄部位： 果皮及び種子
廃棄率： 大粒種の場合20%

Removed portion： skin and seeds
Waste ratio： 20% for imported large
fruit type

07117 ぶどう　干しぶどう Grapes, raisins 別名： レーズン

07118 ぶどう　果実飲料　ストレートジュース Grapes, straight fruit juice

07119 ぶどう　果実飲料　濃縮還元ジュース Grapes, reconstituted fruit juice

07120 ぶどう　果実飲料　70 %果汁入り飲料 Grapes, 70 % fruit juice beverage ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07121 ぶどう　果実飲料　10 %果汁入り飲料 Grapes, 10 % fruit juice beverage ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07122 ぶどう　缶詰 Grapes, canned in heavy syrup 試料： ヘビーシラップ漬 液汁を含んだもの (液汁37%) With syrup (syrup portion： 37%)

07123 ぶどう　ジャム Grapes, jam ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07124 ブルーベリー　生 Blueberries, raw 試料： ハイブッシュブルーベ
リー

果実全体
Whole fruit
Sample： high-bush blueberry

07125 ブルーベリー　ジャム Blueberries, jam 試料： ハイブッシュブルーベ
リー

Sample： high-bush blueberry

新規 ブルーベリー　乾 Blueberries, dried ドライフルーツ

(07081～082）
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07128 ホワイトサポテ　生 White sapote, raw 試料： 輸入品 廃棄部位： 果皮及び種子
Removed portion： peel and seeds
Sample： imported product

07130 まくわうり　黄肉種　生 Oriental melon, yellow flesh type, raw  黄肉種 廃棄部位： 果皮及び種子 Removed portion： rind and seeds

新規 まくわうり　白肉種　生 Oriental melon, white flesh type, raw 廃棄部位： 果皮及び種子 Removed portion： rind and seeds

07131 マルメロ　生 Common quinces, raw 廃棄部位： 果皮及び果しん Removed portion： skin and core

07132 マンゴー　生 Mangoes, raw 試料： 輸入品 廃棄部位： 果皮及び種子 Removed portion： skin and seeds

07133 マンゴスチン　生 Mangosteen, raw 試料： 輸入冷凍品 廃棄部位： 果皮及び種子
Removed portion： skin and seeds
Sample： imported frozen fruit

(07026～036)

07134 メロン　温室メロン　生 Muskmelon, greenhouse culture, raw 試料： アールス系（緑肉種） 廃棄部位： 果皮及び種子
Removed portion： rind and seeds
Sample： earls type

07135 メロン　露地メロン　緑肉種　生 Muskmelon, open culture, green flesh type, raw  白肉種 廃棄部位： 果皮及び種子 Removed portion： rind and seeds

新規 メロン　露地メロン　赤肉種　生
Muskmelon, open culture, orange flesh type,
raw 廃棄部位： 果皮及び種子 Removed portion： rind and seeds

07136 (もも類）　もも　生 Peaches, raw 別名： 毛桃
試料 ： 白肉種

廃棄部位： 果皮及び核
Removed portion： skin and stone
Sample： white flesh type

07137 (もも類）　もも　30 %果汁入り飲料(ネクター） Peaches, 30 % fruit juice beverage (nectar) 別名： 毛桃
果肉（ピューレー）分： 30%
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

Flesh (puree) portion： 30%
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07138 (もも類）　もも　缶詰　白肉種　果肉
Peaches, white flesh type, canned in heavy
syrup, solids

別名： 毛桃
試料 ： ヘビーシラップ漬

内容総量に対する果肉分： 60%
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

Flesh portion of total content： 60%
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

新規 (もも類）　もも　缶詰　黄肉種　果肉
Peaches, yellow flesh type, canned in heavy
syrup, solids 別名： 毛桃

内容総量に対する果肉分： 60%
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

Flesh portion of total content： 60%
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07139 (もも類）　もも　缶詰　液汁 Peaches, canned in heavy syrup, liquid 別名： 毛桃
内容総量に対する液汁分： 40%
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

Syrup portion of total content： 40%
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07140 (もも類）　ネクタリン　生 Nectarines, raw 別名： 油桃 廃棄部位： 果皮及び核 Removed portion： skin and stone

07141 やまもも　生 Red bayberries, raw 試料： 栽培品 廃棄部位： 種子
Removed portion： stone
Sample： cultivated fruit

07144 ライチー　生
Lychees*, raw
[*Syn. Litchi]

試料： 輸入冷凍品
別名： れいし

廃棄部位： 果皮及び種子
Removed portion： peel and stone
Sample： imported frozen fruit

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

果実全体 Whole fruit

07147 りゅうがん　乾 Longans, dried 試料： 輸入品 廃棄部位： 果皮及び種子 Removed portion： skin and seeds

07148 りんご　皮むき　生 Apples, without skin, raw 廃棄部位： 果皮及び果しん部 Removed portion： skin and core

新規 りんご　皮つき　生 Apples, with skin, raw

07149 りんご　果実飲料　ストレートジュース Apples, straight fruit juice

07150 りんご　果実飲料　濃縮還元ジュース Apples, reconstituted fruit juice

07151 りんご　果実飲料　50 %果汁入り飲料 Apples, 50 % fruit juice beverage ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07152 りんご　果実飲料　30 %果汁入り飲料 Apples, 30 % fruit juice beverage ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant
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07153 りんご　缶詰 Apples, canned in heavy syrup 試料： ヘビーシラップ漬
液汁を含んだもの (液汁50%)
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

With syrup (syrup portion： 50%)
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07154 りんご　ジャム Apples, jam ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

８ きのこ類 8. Mushrooms

08001 えのきたけ　生
Mushrooms, winter mushrooms*, raw
[*Syn. Enokitake, Enoki]

別名： なめたけ
試料： 栽培品

廃棄部位： 柄の基部（いしづき）
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

08002 えのきたけ　ゆで
Mushrooms, winter mushrooms*, boiled
[*Syn. Enokitake, Enoki] 別名： なめたけ

柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値

Without stalk base
Energy： tentative value

新規 えのきたけ　油いため
Mushrooms, winter mushrooms*, sauteed
[*Syn. Enokitake, Enoki] 別名： なめたけ

柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値

Without stalk base
Energy： tentative value

08003 えのきたけ　味付け瓶詰

Mushrooms, winter mushrooms*, bottled in
seasoning
[*Syn. Enokitake, Enoki]

別名： なめたけ
液汁を除いたもの
エネルギー： 暫定値
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

Drained
Energy： tentative value
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

08004 (きくらげ類）　あらげきくらげ　乾
Mushrooms, tree ears, hairy Jew's ear, dried,
raw 試料： 輸入栽培品 エネルギー： 暫定値

Energy： tentative value
Sample： imported cultured product

08005 (きくらげ類）　あらげきくらげ　ゆで
Mushrooms, tree ears, hairy Jew's ear, dried,
boiled エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

新規 (きくらげ類）　あらげきくらげ　油いため
Mushrooms, tree ears, hairy Jew's ear, dried,
rehydrated and sauteed 水戻し後、油いため エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

08006 (きくらげ類）　きくらげ　乾 Mushrooms, tree ears, Jew's ear, dried, raw 試料： 輸入栽培品 エネルギー： 暫定値
Energy： tentative value
Sample： imported cultured product

08007 (きくらげ類）　きくらげ　ゆで Mushrooms, tree ears, Jew's ear, dried, boiled エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

08008 (きくらげ類）　しろきくらげ　乾
Mushrooms, tree ears, white jelly fungus, dried,
raw 試料： 輸入栽培品 エネルギー： 暫定値

Energy： tentative value
Sample： imported cultured product

08009 (きくらげ類）　しろきくらげ　ゆで
Mushrooms, tree ears, white jelly fungus, dried,
boiled エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

08010 くろあわびたけ　生 Mushrooms, abalone mushrooms, raw 試料： 栽培品
廃棄部位： 柄の基部（いしづき）
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

08011 しいたけ　生しいたけ　菌床栽培　生
Mushrooms, "Shiitake ", bed-log cultivation,
fresh, raw 試料： 栽培品

廃棄部位： 柄全体
廃棄率： 柄の基部（いしづき）のみを除い
た場合○%
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk
Waste ratio： ○% for removal of only
stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

08012 しいたけ　生しいたけ　菌床栽培　ゆで
Mushrooms, "Shiitake ", bed-log cultivation,
fresh, boiled

柄全体を除いた傘のみ
エネルギー： 暫定値

Without stalk
Energy： tentative value

新規 しいたけ　生しいたけ　菌床栽培　油いため
Mushrooms, "Shiitake ", bed-log cultivation,
fresh, sauteed

柄全体を除いた傘のみ
エネルギー： 暫定値
植物油（○○油）： ○ g

Without stalk
Energy： tentative value
Including ○ g of vegetable oil, blend

新規 しいたけ　生しいたけ　原木栽培　生
Mushrooms, "Shiitake ", wood-log cultivation,
fresh, raw 試料： 栽培品

廃棄部位： 柄全体
廃棄率： 柄の基部（いしづき）のみを除い
た場合○%
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk
Waste ratio： ○% for removal of only
stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

新規 しいたけ　生しいたけ　原木栽培　ゆで
Mushrooms, "Shiitake ", wood-log cultivation,
fresh, boiled

柄全体を除いた傘のみ
エネルギー： 暫定値

Without stalk
Energy： tentative value

40／92



食品番号 食品名(全体） 英名 (食品名、エクセルファイルのみに掲載）
別名、食品の説明、試料の説
明等

その他の備考 備考の英訳

新規 しいたけ　生しいたけ　原木栽培　油いため
Mushrooms, "Shiitake ", wood-log cultivation,
fresh, sauteed

柄全体を除いた傘のみ
エネルギー： 暫定値
植物油（○○油）： ○g

Without stalk
Energy： tentative value
Including ○g of vegetable oil, blend

08013 しいたけ　乾しいたけ　乾 Mushrooms, "Shiitake ",  dried, raw どんこ、こうしんを含む
試料： 栽培品

廃棄部位： 柄全体
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk
Energy： tentative value
Sample： cultured product

08014 しいたけ　乾しいたけ　ゆで Mushrooms, "Shiitake ", dried, boiled どんこ、こうしんを含む
柄全体を除いた傘のみ
エネルギー： 暫定値

Without stalk
Energy： tentative value

08015 (しめじ類）　はたけしめじ　生 Mushrooms, Hatakeshimeji ", raw 試料： 栽培品
廃棄部位： 柄の基部（いしづき）
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

新規 (しめじ類）　はたけしめじ　ゆで Mushrooms, "Hatakeshimeji ", boiled 柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値

Without stalk base
Energy： tentative value

08016 (しめじ類）　ぶなしめじ　生 Mushrooms, beech mushrooms, raw 試料： 栽培品
廃棄部位： 柄の基部（いしづき）
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

08017 (しめじ類）　ぶなしめじ　ゆで Mushrooms, beech mushrooms, boiled 柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値

Without stalk base
Energy： tentative value

新規 (しめじ類）　ぶなしめじ　油いため Mushrooms, beech mushrooms, sauteed
柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値
植物油（○○油）： ○ g

Without stalk base
Energy： tentative value
Including ○ g of vegetable oil, blend

08018 (しめじ類）　ほんしめじ　生 Mushrooms, "Honshimeji" , raw 別名： だいこくしめじ
廃棄部位： 柄の基部（いしづき）
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk base
Energy： tentative value

新規 (しめじ類）　ほんしめじ　ゆで Mushrooms, "Honshimeji" , boiled 柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値

Without stalk base
Energy： tentative value

08019 たもぎたけ　生 Mushrooms, golden oyster mushrooms, raw 別名： にれたけ、たもきのこ
試料： 栽培品

廃棄部位： 柄の基部（いしづき）
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

08020 なめこ　生 Mushrooms, "Nameko ", raw 試料： 栽培品
柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値

Without stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

08021 なめこ　ゆで Mushrooms, "Nameko ", boiled
液汁を含んだもの
柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値

With liquid
Without stalk base
Energy： tentative value

08022 なめこ　水煮缶詰 Mushrooms, "Nameko ", canned in brine
液汁を除いたもの
エネルギー： 暫定値
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

Drained
Energy： tentative value
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

08023 ぬめりすぎたけ　生 Mushrooms, "Numerisugitake ", raw 試料： 栽培品
廃棄部位： 柄の基部（いしづき）
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

08024 (ひらたけ類）　うすひらたけ　生 Mushrooms, phoenix  mushrooms, raw 試料： 栽培品
廃棄部位： 柄の基部（いしづき）
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

08025 (ひらたけ類）　エリンギ　生 Mushrooms, king oyster mushrooms, raw 試料： 栽培品
廃棄部位： 柄の基部（いしづき）
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

新規 (ひらたけ類）　エリンギ　ゆで Mushrooms, king oyster mushrooms, boiled 柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値

Without stalk base
Energy： tentative value

新規 (ひらたけ類）　エリンギ　焼き Mushrooms, king oyster mushrooms, baked 柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値

Without stalk base
Energy： tentative value
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新規 (ひらたけ類）　エリンギ　油いため Mushrooms, king oyster mushrooms, sauteed
柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値
植物油（○○油）： ○ g

Without stalk base
Energy： tentative value
Including ○ g of vegetable oil, blend

08026 (ひらたけ類）　ひらたけ　生 Mushrooms, oyster mushrooms, raw 別名： かんたけ
試料： 栽培品

廃棄部位： 柄の基部（いしづき）
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

08027 (ひらたけ類）　ひらたけ　ゆで Mushrooms, oyster mushrooms, boiled 別名： かんたけ
柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値

Without stalk base
Energy： tentative value

08028 まいたけ　生 Mushrooms, "Maitake ", raw 試料： 栽培品
廃棄部位： 柄の基部（いしづき）
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

08029 まいたけ　ゆで Mushrooms, "Maitake ", boiled 柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値

Without stalk base
Energy： tentative value

新規 まいたけ　油いため Mushrooms, "Maitake ", sauteed
柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値
植物油（○○油）： ○ g

Without stalk base
Energy： tentative value
Including ○ g of vegetable oil, blend

08030 まいたけ　乾 Mushrooms, "Maitake ", dried, raw 柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値

Without stalk base
Energy： tentative value

08031 マッシュルーム　生 Mushrooms, button  mushrooms, fresh, raw 試料： 栽培品
廃棄部位： 柄の基部（いしづき）
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

08032 マッシュルーム　ゆで Mushrooms, button  mushrooms, fresh, boiled 柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値

Without stalk base
Energy： tentative value

新規 マッシュルーム　油いため Mushrooms, button  mushrooms, fresh, sauteed
柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値
植物油（○○油）： ○ g

Without stalk base
Energy： tentative value
Including ○ g of vegetable oil, blend

08033 マッシュルーム　水煮缶詰
Mushrooms, button  mushrooms, canned in
brine, solids

液汁を除いたもの
エネルギー： 暫定値
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

Drained
Energy： tentative value
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

08034 まつたけ　生 Mushrooms, "Matsutake ", raw 試料： 輸入品を含む
廃棄部位： 柄の基部（いしづき）
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk base
Energy： tentative value
Sample： including imported product

08035 まつたけ　水煮缶詰 Mushrooms, "Matsutake ", canned in water
液汁を除いたもの
エネルギー： 暫定値
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

Drained
Energy： tentative value
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

08036 やなぎまつたけ　生 Mushrooms, black poplar mushrooms, raw 試料： 栽培品
廃棄部位： 柄の基部（いしづき）
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

９ 藻類 9. Algae

09001 あおさ　素干し Algae, Sea lettuce, dried エネルギー： 暫定値

09002 あおのり　素干し Algae, green laver, dried エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09003 あまのり　ほしのり Algae, purple laver, dried すき干ししたもの
別名： のり

エネルギー： 暫定値
Made into sheets and dried
Energy： tentative value

09004 あまのり　焼きのり Algae, purple laver, dried, toasted 別名： のり エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09005 あまのり　味付けのり Algae, purple laver, dried, seasoned and toasted 別名： のり エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09006 あらめ　蒸し干し Algae, "Arame ", steamed and dried エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09007 いわのり　素干し Algae, "Iwa-nori ", dried すき干ししたもの エネルギー： 暫定値
Made into sheets and dried
Energy： tentative value
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09012 うみぶどう　生 Algae, Green caviar, raw 別名： くびれずた(和名）、くび
れづた

エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09008 えごのり　素干し Algae, "Ego-nori ", dried エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09009 えごのり　おきうと Algae, "Ego-nori ", "Okyuto " (algae jelly cake) 別名： おきゅうと エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

(09009) エネルギー： 暫定値 Energy : tentative value

09010 おごのり　塩蔵　塩抜き Algae, "Ogo-nori ", salted products, desalted エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09011 かわのり　素干し Algae, "Kawa-nori ", dried すき干ししたもの エネルギー： 暫定値
Made into sheets and dried
Energy： tentative value

(09027～028） エネルギー： 暫定値

09013 (こんぶ類）　えながおにこんぶ　素干し Algae, kombu, "Enaga-oni-kombu ", dried 別名： らうすこんぶ、おにこん
ぶ(和名）

エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09014 (こんぶ類）　がごめこんぶ　素干し Algae, kombu, "Gagome-kombu ", dried 別名： がごめ(和名） エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09015 (こんぶ類）　ながこんぶ　素干し Algae, kombu, "Naga-kombu ", dried エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09016 (こんぶ類）　ほそめこんぶ　素干し Algae, kombu, "Hosome-kombu ", dried エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09017 (こんぶ類）　まこんぶ　素干し Algae, kombu, "Ma-kombu ", dried エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09018 (こんぶ類）　みついしこんぶ　素干し Algae, kombu, "Mitsuishi-kombu ", dried 別名： 日高こんぶ エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09019 (こんぶ類）　りしりこんぶ　素干し Algae, kombu, "Rishiri-kombu ", dried エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09020 (こんぶ類）　刻み昆布
Algae, kombu, "Kizami-kombu " (dried and cut
into thin strips) エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09021 (こんぶ類）　削り昆布
Algae, kombu, "Kezuri-kombu " (dried and
thinly shaved)

別名： おぼろこんぶ、とろろこ
んぶ

エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09022 (こんぶ類）　塩昆布
Algae, kombu, "Shio-kombu "  (seasoned and
dried) エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09023 (こんぶ類）　つくだ煮
Algae, kombu, "Tsukudani " (simmered in soy
sauce and sugar) 試料： ごま入り エネルギー： 暫定値

Energy： tentative value
Sample： with sesame seeds

09024 すいぜんじのり　素干し　水戻し Algae, "Suizenji-nori ", dried, soaked in water エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09025 てんぐさ　素干し Algae, "Tengusa ", dried 別名： まくさ(和名） エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09026 てんぐさ　ところてん
Algae, "Tengusa ", "Tokoroten " (Gelidium
jelly) 別名 ： まくさ(和名） エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09027 てんぐさ　角寒天 Algae, "Tengusa ", agar-agar 別名： まくさ(和名）、棒寒天
細寒天（糸寒天）を含む

エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09028 てんぐさ　寒天 Algae, "Tengusa ", agar jelly 別名： まくさ(和名）
角寒天をゼリー状にしたもの

角寒天2.2 g使用

エネルギー： 暫定値
Containing agar-agar 2.2 g
Energy： tentative value

新規 てんぐさ　粉寒天 Algae, "Tengusa ", agar-agar powder 別名： まくさ(和名） エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09029 とさかのり　赤とさか　塩蔵　塩抜き
Algae, "Tosaka-nori ", red, salted products,
desalted エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09030 とさかのり　青とさか　塩蔵　塩抜き
Algae, "Tosaka-nori ", green, salted products,
desalted 石灰処理したもの エネルギー： 暫定値

Lime-treated product
Energy： tentative value

(09026) エネルギー： 暫定値

(09003～005） エネルギー： 暫定値

(09033) エネルギー： 暫定値

09031 ひじき　ほしひじき　乾 Algae, "Hijiki ", boiled and dried, raw 煮熟後乾燥したもの エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

新規 ひじき　ほしひじき　ゆで Algae, "Hijiki ", boiled and dried, boiled エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

新規 ひじき　ほしひじき　油いため
Algae, "Hijiki ", boiled and dried, rehydrated
and sauteed 水もどし後、油いため エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value
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09032 ひとえぐさ　素干し Algae, "Hitoegusa ", dried すき干ししたもの エネルギー： 暫定値
Made into sheets and dried
Energy： tentative value

09033 ひとえぐさ　つくだ煮
Algae, "Hitoegusa ", "Tsukudani " (simmered in
soy sauce and sugar) 別名： のりのつくだ煮 エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09034 ふのり　素干し Algae, "Fu-nori ", dried 別名： のげのり エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09035 まつも　素干し Algae, "Matsumo ", dried すき干ししたもの エネルギー： 暫定値
Made into sheets and dried
Energy： tentative value

09036 むかでのり　塩蔵　塩抜き Algae, "Mukade-nori ", salted products, desalted 石灰処理したもの エネルギー： 暫定値
Lime-treated product
Energy： tentative value

09037 (もずく類）　おきなわもずく　塩蔵　塩抜き
Algae, "Okinawa-mozuku ", salted products,
desalted エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09038 (もずく類）　もずく　塩蔵　塩抜き Algae, "Mozuku ", salted products, desalted エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09039 わかめ　原藻　生 Algae, "Wakame ", raw
基部を除いたもの
廃棄部位： 茎、中肋及びめかぶ
エネルギー： 暫定値

Without base
Removed portion： stipe, center vein
and fruit-bearing leaves
Energy： tentative value

09040 わかめ　乾燥わかめ　素干し Algae, "Wakame ", dried エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09041 わかめ　乾燥わかめ　素干し　水戻し Algae, "Wakame ", dried, soaked in water エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09042 わかめ　乾燥わかめ　板わかめ
Algae, "Wakame ", dried, "Ita-wakame " (made
into sheets and dried) エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09043 わかめ　乾燥わかめ　灰干し　水戻し
Algae, "Wakame ", "Haiboshi " (coated with ash
and dried), soaked in water エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09044 わかめ　カットわかめ Algae, "Wakame ", cut and dried エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09045 わかめ　湯通し塩蔵わかめ　塩抜き
Algae,  "Wakame ", blanched and salted
products, desalted 別名： 生わかめ エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09046 わかめ　くきわかめ　湯通し塩蔵　塩抜き
Algae, "Wakame ", stipe and center vein,
blanched and salted products, desalted エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09047 わかめ　めかぶわかめ　生 Algae, "Wakame ", fruit-bearing leaves, raw 試料： 冷凍品
別名： めかぶ

エネルギー： 暫定値
Energy： tentative value
Sample： frozen product

１０ 魚介類

<Fishes>

10001 ＜魚類＞あいなめ　生 Fish, fat greenling, raw 別名： あぶらめ、あぶらこ
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion：　head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10002 ＜魚類＞あこうだい　生 Fish, Matsubara's red rockfish, raw
切り身
（魚体全体から調理する場合、廃棄率：

60%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等）

Sliced fish
（For whole fish, waste ratio： 60%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. ）

10003 ＜魚類＞(あじ類)　まあじ　生
Fish, horse mackerel, Japanese Jack mackerel＊,
raw
[*Syn. horse mackerel]

別名： あじ
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion：　head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

新規 ＜魚類＞（あじ類)　まあじ　刺身

Fish, horse mackerel, Japanese Jack mackerel*,
sashimi
[*Syn. horse mackerel]

別名： あじ 廃棄部位： ○○ Removed portion：　○○

10004 ＜魚類＞(あじ類)　まあじ　水煮
Fish, horse mackerel, Japanese Jack mackerel＊,
boiled
[*Syn. horse mackerel]

別名： あじ
内臓等を除き水煮したもの
廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Boiled after removing viscera, etc.
Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10005 ＜魚類＞(あじ類)　まあじ　焼き
Fish, horse mackerel, Japanese Jack mackerel＊,
baked
 [Syn. horse mackerel]

別名： あじ
内臓等を除き焼いたもの
廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Baked after removing viscera, etc.
Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10 Fish, mollusks and crustacean
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新規 ＜魚類＞(あじ類)　まあじ　フライ

Fish, horse mackerel, Japanese Jack mackerel*,
breaded and fried
[*Syn. horse mackerel]

別名： あじ

10006 ＜魚類＞(あじ類)　まあじ　開き干し　生
Fish, horse mackerel, Japanese Jack mackerel＊,
"Hirakiboshi" (salted and semi-dried split), raw
[*Syn. horse mackerel]

別名： あじ 廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等
Removed portion：　head, bones, fins,
etc.

10007 ＜魚類＞(あじ類)　まあじ　開き干し　焼き
Fish, horse mackerel, Japanese Jack mackerel＊,
"Hirakiboshi"  (salted and semi-dried split),
baked

別名： あじ 廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等
Removed portion：　head, bones, fins,
etc.

新規 ＜魚類＞(あじ類)　まあじ　小型　骨付き　生

Fish, horse mackerel, Japanese Jack mackerel*,
small fish, with bone, raw
[*Syn. horse mackerel]

別名： あじ 廃棄部位： ○○ Removed portion： ○○

新規
＜魚類＞(あじ類)　まあじ　小型　骨付き　素揚
げ

Fish, horse mackerel, Japanese Jack mackerel*,
small fish, with bone, fried
[*Syn. horse mackerel]

別名： あじ 廃棄部位： ○○ Removed portion： ○○

新規 ＜魚類＞あじ類)　まるあじ　生 Fish, horse mackerel, blue mackerel, raw 廃棄部位： ○○ Removed portion： ○○

新規 ＜魚類＞(あじ類)　まるあじ　焼き Fish, horse mackerel, blue mackerel, baked 廃棄部位： ○○ Removed portion： ○○

10008 ＜魚類＞(あじ類)　にしまあじ　生
Fish, horse mackerel, Atlantic horse mackerel,
raw

 市販通称名： ドーバーあじ等
試料： 輸入品

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)
Sample： imported product

10009 ＜魚類＞(あじ類)　にしまあじ　水煮
Fish, horse mackerel, Atlantic horse mackerel,
boiled 試料： 輸入品

内臓等を除き水煮したもの
廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Boiled after removing viscera, etc.
Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10010 ＜魚類＞(あじ類)　にしまあじ　焼き
Fish, horse mackerel, Atlantic horse mackerel,
baked 試料： 輸入品

内臓等を除き焼いたもの
廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Baked after removing viscera, etc.
Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10011 ＜魚類＞(あじ類)　むろあじ　生
Fish, horse mackerel, brownstriped mackerel
scad, raw

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10012 ＜魚類＞（あじ類)　むろあじ　焼き
Fish, horse mackerel, brownstriped mackerel
scad, baked

内臓等を除き焼いたもの
廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Baked after removing viscera, etc.
Removed portion: head, bones, fins,
etc.

10013 ＜魚類＞(あじ類)　むろあじ　開き干し
Fish, horse mackerel, brownstriped mackerel
scad, "Hirakiboshi" (salted and semi-dried split) 廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10014 ＜魚類＞(あじ類)　むろあじ　くさや
Fish, horse mackerel, brownstriped mackerel
scad, "Kusaya" (brine-soaked and dried scad) 廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10015 ＜魚類＞あなご　生 Fish, common Japanese conger, raw 試料： まあなご 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等
Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.

10016 ＜魚類＞あなご　蒸し Fish, common Japanese conger, steamed 試料： まあなご 切り身 Sliced fish

10017 ＜魚類＞あまご　養殖　生 Fish, Amago salmon, cultured, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10018 ＜魚類＞あまだい　生 Fish, tile fish, raw 試料： あかあまだい
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10019 ＜魚類＞あまだい　水煮 Fish, tile fish, boiled 試料： あかあまだい 切り身 Sliced fish

10020 ＜魚類＞あまだい　焼き Fish, tile fish, baked 試料： あかあまだい 切り身 Sliced fish

10021 ＜魚類＞あゆ　天然　生 Fish, Ayu, wild, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10022 ＜魚類＞あゆ　天然　焼き Fish, Ayu, wild, baked 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等
Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.

10023 ＜魚類＞あゆ　天然　内臓　生 Fish, Ayu, wild, viscera, raw
10024 ＜魚類＞あゆ　天然　内臓　焼き Fish, Ayu, wild, viscera, baked 魚体全体を焼いた後、 取り出したもの Picked out after baking whole
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10025 ＜魚類＞あゆ　養殖　生 Fish, Ayu, cultured, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10026 ＜魚類＞あゆ　養殖　焼き Fish, Ayu, cultured, baked 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等
Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.

10027 ＜魚類＞あゆ　養殖　内臓　生 Fish, Ayu, cultured, viscera, raw
10028 ＜魚類＞あゆ　養殖　内臓　焼き Fish, Ayu, cultured, viscera, baked 魚体全体を焼いた後、取り出したもの Picked out after baking whole

10029 ＜魚類＞あゆ　うるか
Fish, Ayu, "Uruka " (salted and fermented
viscera)

10030 ＜魚類＞アラスカめぬけ　生 Fish, Pacific ocean perch, raw 別名： あかうお
試料： 輸入品

切り身
Sliced fish
Sample： imported product

10031 ＜魚類＞あんこう　生 Fish, anglerfish, raw 試料： きあんこう
切り身
（魚体全体から調理する場合、廃棄率：
65%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等）

Sliced fish
（For whole fish, waste ratio： 65%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. ）

10032 ＜魚類＞あんこう　きも　生 Fish, anglerfish, liver, raw 肝臓

10033 ＜魚類＞いかなご　生 Fish, Japanese sand lance, raw 別名： こうなご 小型魚全体 whole body of small-size fish

10034 ＜魚類＞いかなご　煮干し
Fish, Japanese sand lance, "Niboshi " (boiled
and dried whole) 別名： こうなご

10035 ＜魚類＞いかなご　つくだ煮
Fish, Japanese sand lance, "Tsukudani "
(simmered whole in soy sauce and sugar) 別名： こうなご

10036 ＜魚類＞いかなご　あめ煮
Fish, Japanese sand lance, "Ameni " (simmered
whole in glucose syrup and soy sauce) 別名： こうなご

(10140)

10037 ＜魚類＞いさき　生 Fish, three-line grunt, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10038 ＜魚類＞いしだい　生 Fish, Japanese parrot fish, raw 別名： くちぐろ
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10039 ＜魚類＞いとよりだい　生 Fish, golden-thread, raw 別名： いとより
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10040 ＜魚類＞いとよりだい　すり身　すり身 Fish, golden-thread, Surimi 別名： いとより
試料： 輸入品

Sample： imported product

10041 ＜魚類＞いぼだい　生
Fish, Japanese butterfish*, raw
[*Syn. butterfish] 別名： えぼだい

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10042 ＜魚類＞(いわし類)　うるめいわし　生
Fish, sardine, Pacific round herring*, raw
[*Syn. red-eye round herring]

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10043 ＜魚類＞(いわし類)　うるめいわし　丸干し

Fish, sardine, Pacific round herring*,
"Maruboshi " (salted and dried whole), raw
[*Syn. red-eye round herring]

廃棄部位： 頭部、ひれ等 Removed portion： head, fins, etc.

10044 ＜魚類＞(いわし類)　かたくちいわし　生 Fish, sardine, Japanese anchovy, raw 別名： しこいわし、ひしこ、せぐ
ろ

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10045 ＜魚類＞(いわし類)　かたくちいわし　煮干し
Fish, sardine, Japanese anchovy, "Niboshi "
(boiled and dried whole)

別名： しこいわし、ひしこ、せぐ
ろ、いりこ、ちりめん

魚体全体 Whole fish

10046 ＜魚類＞(いわし類)　かたくちいわし　田作り
Fish, sardine, Japanese anchovy, "Tazukuri "
(dried young anchovy)

別名： しこいわし、ひしこ、せぐ
ろ、ごまめ
幼魚の乾燥品（調理前）

10047 ＜魚類＞(いわし類)　まいわし　生 Fish, sardine, Japanese pilchard, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10048 ＜魚類＞(いわし類)　まいわし　水煮 Fish, sardine, Japanese pilchard, boiled 頭部、内臓等を除き水煮したもの
廃棄部位： 骨、ひれ等

Boiled after removing head, viscera,
etc.
Removed portion： bones, fins, etc.
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10049 ＜魚類＞(いわし類)　まいわし　焼き Fish, sardine, Japanese pilchard, baked 内臓等を除き焼いたもの
廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Baked after removing viscera, etc.
Removed portion： head, bones, fins,
etc.

新規 ＜魚類＞(いわし類)　まいわし　フライ
Fish, sardine, Japanese pilchard, breaded and
fried 廃棄部位： ○○ Removed portion： ○○

10050 ＜魚類＞(いわし類)　まいわし　塩いわし
Fish, sardine, Japanese pilchard, "Shioiwashi "
(salted pilchard), raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.

10051 ＜魚類＞(いわし類)　まいわし　生干し
Fish, sardine, Japanese pilchard,  "Namaboshi "
(mild salted and semi-dried whole), raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.

10052 ＜魚類＞(いわし類)　まいわし　丸干し
Fish, sardine, Japanese pilchard, "Maruboshi "
(salted and dried whole), raw 廃棄部位： 頭部、ひれ等 Removed portion： head, fins, etc.

10053 ＜魚類＞(いわし類)　めざし　生
Fish, sardine, "Mezashi " (skewered, salted and
semi-dried whole), raw

原材料： かたくちいわし、まい
わし等

廃棄部位： 頭部、ひれ等
Ingredients： Japanese anchovy,
Japanese pilchard, etc.
Removed portion： head, fins, etc.

10054 ＜魚類＞(いわし類)　めざし　焼き
Fish, sardine, "Mezashi " (skewered, salted and
semi-dried whole), baked

原材料： かたくちいわし、まい
わし等

廃棄部位： 頭部、ひれ等
Ingredients： Japanese anchovy,
Japanese pilchard, etc.
Removed portion： head, fins, etc.

新規 ＜魚類＞(いわし類)　しらす　生 Fish, sardine, whitebait, raw かたくちいわし、まわいし等の
幼魚

Whitebait of Japanese anchovy,
Japanese pilchard, etc.

10055 ＜魚類＞(いわし類)　しらす干し　微乾燥品
Fish, sardine, "Shirasuboshi " (boiled and dried
whitebait), mild dried

原材料： かたくちいわし、まい
わし等の幼魚
主として関東向け

Ingredient：  whitebait of Japanese
anchovy, Japanese pilchard, etc.

10056 ＜魚類＞(いわし類)　しらす干し　半乾燥品
Fish, sardine, "Shirasuboshi " (boiled and dried
whitebait), semi-dried

原材料： かたくちいわし、まい
わし等の幼魚
主として関西向け

Ingredient： whitebait of Japanese
anchovy, Japanese pilchard, etc.

10057 ＜魚類＞（いわし類）　たたみいわし
Fish, sardine, "Tatamiiwashi " (sheet of dried
whitebait )

原材料： かたくちいわし、まい
わし等の幼魚

ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

Ingredient： whitebait of Japanese
anchovy, Japanese pilchard, etc.
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

10058
＜魚類＞（いわし類）　みりん干し　かたくちいわ
し

Fish, sardine, Japanese anchovy, "Mirinboshi "
(split seasoned with Mirin and dried)

10059 ＜魚類＞（いわし類）　みりん干し　まいわし
Fish, sardine, Japanese pilchard,  "Mirinboshi "
(split seasoned with Mirin and dried)

10060 ＜魚類＞（いわし類）　缶詰　水煮
Fish, sardine, Japanese pilchard, canned
products, in brine まいわし製品 液汁を除いたもの Drained

10061 ＜魚類＞（いわし類）　缶詰　味付け
Fish, sardine,  Japanese pilchard, canned
products, with seasoning まいわし製品 液汁を除いたもの Drained

10062 ＜魚類＞（いわし類）　缶詰　トマト漬
Fish, sardine,  Japanese pilchard, canned
products, in tomato sauce まいわし製品 液汁を除いたもの Drained

10063 ＜魚類＞（いわし類）　缶詰　油漬
Fish, sardine,  Japanese pilchard, canned
products, in oil

別名： オイルサーディン
まいわし製品

液汁を含んだもの Drained

10064 ＜魚類＞（いわし類）　缶詰　かば焼
Fish, sardine,  Japanese pilchard, "Kabayaki "
(baked and seasoned fillet), canned products, まいわし製品 液汁を含んだもの Drained

新規 ＜魚類＞（いわし類）　缶詰　アンチョビ Fish, sardine, anchovy, canned products, in oil かたくちいわし製品 液汁？

10065 ＜魚類＞いわな　養殖　生
Fish, white-spotted char*, cultured, raw
[*Syn. char, Japanese char]

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10066 ＜魚類＞うぐい　生 Fish, Japanese dace, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10067 ＜魚類＞うなぎ　養殖　生 Fish, eel, cultured, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等
Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.

10068 ＜魚類＞うなぎ　きも　生 Fish, eel, viscera, raw 内臓

10069 ＜魚類＞うなぎ　白焼き
Fish, eel, "Shirayaki " (mild-baked and steamed
fillet)
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10070 ＜魚類＞うなぎ　かば焼
Fish, eel, "Kabayaki " (seasoned and baked
fillet)

10071 ＜魚類＞うまづらはぎ　生
Fish, black scraper*, raw
[*Syn. filefish]

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、皮、ひれ等
（三枚下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, skin, fins, etc. (filleting)

10072 ＜魚類＞うまづらはぎ　味付け開き干し
Fish, black scraper*, "Ajitsuke-hirakiboshi "
(seasoned and dried fillet)  [*Syn. filefish] 廃棄部位： 骨、ひれ等 Removed portion： bones, fins, etc.

(10029)

10073 ＜魚類＞えい　生 Fish, ray, raw  あかえい、がんぎえい等
別名： かすべ

切り身
（魚体全体から調理する場合、廃棄率：

60%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等）

Sliced fish
（For whole fish, waste ratio： 60%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.）

10074 ＜魚類＞えそ　生 Fish, lizardfish, raw 試料： わにえそ、とかげえそ、
まえそ等

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10075 ＜魚類＞おいかわ　生 Fish, pale chub, raw 別名： はや、やまべ
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10076 ＜魚類＞おおさが　生 Fish, angry rockfish, raw 別名： こうじんめぬけ

切り身
（魚体全体から調理する場合、廃棄率：

60%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等）

Sliced fish
（For whole fish, waste ratio： 60%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. ）

10077 ＜魚類＞おこぜ　生 Fish, devil stinger, raw 試料： おにおこぜ
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10078 ＜魚類＞おひょう　生 Fish, Pacific halibut, raw 試料： 輸入品
別名： おおひらめ

切り身
Sliced fish
Sample： imported product

10079 ＜魚類＞かさご　生
Fish, marbled rockfish*, raw
[*Syn. scorpionfish]

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion：　head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10080 ＜魚類＞かじか　生
Fish, Japanese sculpin*, raw
[*Syn. Japanese fluvial sculpin] 別名： ごり 魚体全体 Whole fish

10081 ＜魚類＞かじか　水煮
Fish, Japanese sculpin*, boiled
[*Syn. Japanese fluvial sculpin] 魚体全体を水煮したもの Boiled whole fish

10082 ＜魚類＞かじか　つくだ煮

Fish, Japanese sculpin*, "Tsukudani "
(simmered whole fish in soy sauce and sugar)
[*Syn. Japanese fluvial sculpin]

10083 ＜魚類＞(かじき類)　くろかじき　生
Fish, Pacific blue marlin*, raw
[*Syn. blue marlin, black marlin] 別名： くろかわ 切り身（皮なし） Sliced fish without skin

10084 ＜魚類＞(かじき類)　まかじき　生 Fish, striped marlin, raw 試料： 輸入品 切り身（皮なし）
Sliced fish without skin
Sample： imported product

10085 ＜魚類＞(かじき類)　めかじき　生 Fish, swordfish, raw 試料： 輸入品
別名： めか

切り身（皮なし）
Sliced fish without skin
Sample： imported product

新規 ＜魚類＞(かじき類)　めかじき　焼き Fish, swordfish, baked
(10222～224）

10086 ＜魚類＞（かつお類）　かつお　春獲り　生
Fish, skipjack tuna*, caught in spring, raw
[*Syn. bonito, skipjack]

別名： ほんがつお、まがつお、
初がつお

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10087 ＜魚類＞（かつお類）　かつお　秋獲り　生
Fish, skipjack tuna*, caught in autumn, raw
[*Syn. bonito, skipjack]

別名： ほんがつお、まがつお、
戻りがつお

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion: head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10088 ＜魚類＞（かつお類）　そうだがつお　生 Fish, frigate mackerel, raw 試料： まるそうだ、ひらそうだ
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion: head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10089 ＜魚類＞（かつお類）　加工品　なまり
Fish, skipjack tuna and frigate mackerel,
processed products, "Namari " (boiled meat)

10090 ＜魚類＞（かつお類）　加工品　なまり節

Fish, skipjack tuna and frigate mackerel,
processed products, "Namari-bushi " (boiled
and semi-dried fillet)
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10091 ＜魚類＞（かつお類）　加工品　かつお節

Fish, skipjack tuna and frigate mackerel,
processed products, "Katsuo-bushi " (boiled,
smoke-dried and fermented skipjack tuna fillet)

10092 ＜魚類＞（かつお類）　加工品　削り節

Fish, skipjack tuna and frigate mackerel,
processed products, "Kezuri-bushi " (shaved
"Katsuo-bushi" ) , uncooked  (cf. 10091"Katsuo-
bushi ")

試料： 包装品 Sample： packed product

10093 ＜魚類＞（かつお類）　加工品　削り節つくだ煮

Fish, skipjack tuna and frigate mackerel,
processed products, "Kezuri-bushi " (shaved
"Katsuo-bushi" ) , simmered in soy sauce and
sugar (cf. 10091"Katsuo-bushi ")

10094 ＜魚類＞（かつお類）　加工品　角煮

Fish, skipjack tuna and frigate mackerel,
processed products, "Kakuni " (meat cube
boiled in soy sauce and sugar)

10095 ＜魚類＞（かつお類）　加工品　塩辛

Fish, skipjack tuna and Frigate mackerel,
processed products, "Shiokara " (salted and
fermented viscera)

別名： 酒盗

10096 ＜魚類＞（かつお類）　缶詰　味付け　フレーク
Fish, skipjack tuna and frigate mackerel, canned
products, flaked meat with seasoning 別名： ツナ缶 液汁を含んだもの With liquid

10097 ＜魚類＞（かつお類）　缶詰　油漬　フレーク
Fish, skipjack tuna and frigate mackerel, canned
products, flaked meat in oil 別名： ツナ缶 液汁を含んだもの

10098 ＜魚類＞かます　生 Fish, barracuda, raw 試料： あかかます
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)
Sample： red barracuda

10099 ＜魚類＞ます　焼き Fish, barracuda, baked 試料： あかかます
内臓等を除き焼いたもの
廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Baked after removing viscera, etc.
Removed portion： head, bones, fins,
etc.
Sample： red barracuda

(10204)

(10250)

10100 ＜魚類＞（かれい類）　まがれい　生 Fish, righteye flounder, brown sole, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（五枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting into 5
pieces)

10101 ＜魚類＞（かれい類）　まがれい　水煮 Fish, righteye flounder, brown sole, boiled 内臓等を除き水煮したもの
廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Boiled after removing viscera, etc.
Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10102 ＜魚類＞（かれい類）　まがれい　焼き Fish, righteye flounder, brown sole, baked 内臓等を除き焼いたもの
廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Baked after removing viscera, etc.
Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10103 ＜魚類＞（かれい類）　まこがれい　生 Fish, righteye flounder, marbled sole, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（五枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting into 5
pieces)

新規 ＜魚類＞（かれい類）　まこがれい　焼き Fish, righteye flounder, marbled sole, baked 内臓等を除き焼いたもの
廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Baked after removing viscera, etc.
Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10104 ＜魚類＞（かれい類）　子持ちがれい　生 Fish, righteye flounder, with ovary, raw 試料： あかがれい及びばばが
れい

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等
Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.

10105 ＜魚類＞（かれい類）　子持ちがれい　水煮 Fish, righteye flounder, with ovary, boiled 試料： あかがれい及びばばが
れい

頭部、内臓等を除き水煮したもの
廃棄部位： 骨、ひれ等

Boiled after removing head, viscera,
etc.
Removed portion： bones, fins, etc.
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10106 ＜魚類＞（かれい類）　干しかれい Fish, righteye flounder, dried
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）。

廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等
Mild salted and semi-dried whole fish
Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10107 ＜魚類＞かわはぎ　生
Fish, leatherfish*, raw
[*Syn. Triggerfish, threadsail filefish]

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、皮、ひれ等
（三枚下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, skin, fins, etc. (filleting)

10108 ＜魚類＞かんぱち　生
Fish, greater amberjack*, raw
[*Syn. amberjack]

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10109 ＜魚類＞きす　生 Fish, Japanese whiting, raw 試料： しろぎす
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

新規 ＜魚類＞きす　天ぷら Fish, Japanese whiting, tempura

10110 ＜魚類＞きちじ　生
Fish, Kichiji rockfish*, raw
[*Syn. thornyhead; broadbanded thornyhead] 別名： きんきん、きんき

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10111 ＜魚類＞きびなご　生 Fish, blue sprat, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10112 ＜魚類＞きびなご　調味干し Fish, blue sprat, seasoned and dried
10113 ＜魚類＞キャビア　塩蔵品 Fish, caviar, salted product 試料： 輸入品 Sample： imported product

10114 ＜魚類＞キングクリップ　生 Fish, kingclip, raw 切り身 Sliced fish

10115 ＜魚類＞ぎんだら　生 Fish, sablefish, raw 切り身 Sliced fish

新規 ＜魚類＞ぎんだら　水煮 Fish, sablefish, boiled

10116 ＜魚類＞きんめだい　生
Fish, splendid alfonsino*, raw
[*Syn. alfonsino]

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

(10014)
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion: head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10117 ＜魚類＞ぐち　生 Fish, croaker, raw  いしもち（しろぐち）、にべ
試料： しろぐち（別名：いしもち）

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10118 ＜魚類＞ぐち　焼き Fish, croaker, baked 内臓等を除き焼いたもの
廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Baked after removing viscera, etc.
Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10119 ＜魚類＞こい　養殖　生 Fish, common carp, cultured, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10120 ＜魚類＞こい　養殖　水煮 Fish, common carp, cultured, boiled 頭部、尾及び内臓等を除き水煮したもの
廃棄部位： 骨、ひれ等

Boiled after removing head, tail,
viscera, etc.
Removed portion： bones, fins, etc.

10121 ＜魚類＞こい　養殖　内臓　生 Fish, common carp, cultured, viscera, raw 胆のうを除いたもの Without gallbladder

10122 ＜魚類＞(こち類)　まごち　生 Fish, flathead, bar-tailed flathead, raw 別名： こち、がらごち、ぜにご
ち、ほんごち

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10123 ＜魚類＞(こち類)　めごち　生 Fish, flathead, big-eyed flathead, raw 関東で流通するめごち（ネズミ
ゴチ）とは別種

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10124 ＜魚類＞このしろ　生
Fish, dotted gizzard shad*, raw
[*Syn. gizzard shad] 別名： こはだ（小型魚）、つなし

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10125 ＜魚類＞このしろ　甘酢漬

Fish, dotted gizzard shad*, "Amazu-zuke "
(marinated in vinegar and sugar)  [*Syn.
gizzard shad]

10126 ＜魚類＞（さけ・ます類）　からふとます　生 Fish, salmon and trout, pink salmon, raw 別名： あおます　 せっぱります
試料： 輸入品

切り身
Sliced fish
Sample： imported product

10127 ＜魚類＞（さけ・ます類）　からふとます　焼き Fish, salmon and trout, pink salmon, baked 別名： あおます
試料： 輸入品

切り身
Sliced fish
Sample： imported product

50／92



食品番号 食品名(全体） 英名 (食品名、エクセルファイルのみに掲載）
別名、食品の説明、試料の説
明等

その他の備考 備考の英訳

10128 ＜魚類＞（さけ・ます類）　からふとます　塩ます Fish, salmon and trout, pink salmon, salted 廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等
Removed portion: head, bones, fins,
etc.

10129
＜魚類＞（さけ・ます類）　からふとます　水煮缶
詰

Fish, salmon and trout, pink salmon, canned in
brine 別名： あおます 液汁を除いたもの Drained

10130 ＜魚類＞（さけ・ます類）　ぎんざけ　養殖　生
Fish, salmon and trout, Coho salmon, cultured,
raw 別名： ぎんます

切り身
（魚体全体から調理する場合、廃棄率：

35%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等）

Sliced fish
（For whole fish, waste ratio： 35%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. ）

10131 ＜魚類＞（さけ・ます類）　ぎんざけ　養殖　焼き
Fish, salmon and trout, Coho salmon, cultured,
baked 別名： ぎんます 切り身 Sliced fish

10132 ＜魚類＞（さけ・ます類）　さくらます　生 Fish, salmon and trout, cherry salmon, raw 別名： ます

切り身
（魚体全体から調理する場合、廃棄率：

30%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等）

Sliced fish
（For whole fish, waste ratio： 30%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.）

10133 ＜魚類＞（さけ・ます類）　さくらます　焼き Fish, salmon and trout, cherry salmon, baked 別名： ます 切り身 Sliced fish

10134 ＜魚類＞（さけ・ます類）　しろさけ　生 Fish, salmon and trout, chum salmon, raw 別名： さけ（標準和名）、あきさ
け、あきあじ

切り身
（魚体全体から調理する場合、廃棄率：

40%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等）

Sliced fish
（For whole fish, waste ratio： 40%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. ）

10135 ＜魚類＞（さけ・ます類）　しろさけ　水煮 Fish, salmon and trout, chum salmon, boiled 別名： さけ（標準和名）、あきさ
け、あきあじ

切り身 Sliced fish

10136 ＜魚類＞（さけ・ます類）　しろさけ　焼き Fish, salmon and trout, chum salmon, baked 別名： さけ（標準和名）、あきさ
け、あきあじ

切り身 Sliced fish

10137 ＜魚類＞（さけ・ます類）　しろさけ　新巻き　生
Fish, salmon and trout, chum salmon,
"Aramaki " (mild salted whole body), raw

別名： さけ（標準和名）、あきさ
け、あきあじ

切り身
（魚体全体から調理する場合、廃棄率：
30%、廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等）

Sliced fish
（For whole fish, waste ratio： 30%,
removed portion： head, bones, fins,
etc. ）

10138
＜魚類＞（さけ・ます類）　しろさけ　新巻き　焼
き

Fish, salmon and trout,  chum salmon,
"Aramaki " (mild salted whole body), baked

別名： さけ（標準和名）、あきさ
け、あきあじ

切り身 Sliced fish

10139 ＜魚類＞（さけ・ます類）　しろさけ　塩ざけ
Fish, salmon and trout, chum salmon,
"Shiozake " (salted salmon), raw

別名： さけ（標準和名）、あきさ
け、あきあじ

切り身
（魚体全体から調理する場合、廃棄率：

20%、廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Sliced fish
(For whole fish, waste ratio： 20%,
removed portion： head, bones, fins,
etc. )

10140 ＜魚類＞（さけ・ます類）　しろさけ　イクラ
Fish, salmon and trout, chum salmon, "Ikura "
(salted roe)

別名： さけ（標準和名）、あきさ
け、あきあじ

10141 ＜魚類＞（さけ・ます類）　しろさけ　すじこ
Fish, salmon and trout, chum salmon, "Sujiko "
(salted ovary)

別名： さけ（標準和名）、あきさ
け、あきあじ
卵巣を塩蔵したもの

10142 ＜魚類＞（さけ・ます類）　しろさけ　めふん
Fish, salmon and trout, chum salmon, "Mefun "
(salted and fermented kidney)

別名： さけ（標準和名）、あきさ
け、あきあじ
腎臓を塩辛にしたもの

10143 ＜魚類＞（さけ・ます類）　しろさけ　水煮缶詰
Fish, salmon and trout, chum salmon, canned in
brine

別名： さけ（標準和名）、あきさ
け、あきあじ

液汁を除いたもの Drained

10144
＜魚類＞（さけ・ます類）　たいせいようさけ　養
殖　生

Fish, salmon and trout, Atlantic salmon,
cultured, raw

別名： アトランティックサーモン
試料： 輸入品

切り身
Sliced fish
Sample： imported product

10145
＜魚類＞（さけ・ます類）　たいせいようさけ　養
殖　焼き

Fish, salmon and trout, Atlantic salmon,
cultured, baked

別名： アトランティックサーモン
試料： 輸入品

切り身
Sliced fish
Sample： imported product

10146
＜魚類＞（さけ・ます類）　にじます　海面養殖
生

Fish, salmon and trout, rainbow trout, cultured
in sea, raw

別名： スチールヘッドトラウト、
サーモントラウト
試料： 輸入品

切り身
Sliced fish
Sample： imported product

新規
＜魚類＞（さけ・ます類）　にじます　海面養殖
刺身

Fish, salmon and trout, rainbow trout, cultured
in sea, sashimi

別名： スチールヘッドトラウト、
サーモントラウト
試料： 輸入品
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10147
＜魚類＞（さけ・ます類）　にじます　海面養殖
焼き

Fish, salmon and trout, rainbow trout, cultured
in sea, baked

別名： スチールヘッドトラウト、
サーモントラウト
試料： 輸入品

切り身
Sliced fish
Sample： imported product

10148
＜魚類＞（さけ・ます類）　にじます　淡水養殖
生

Fish, salmon and trout, rainbow trout, cultured
in freshwater, raw 試料： 国産品

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)
Sample： domestic product

10149 ＜魚類＞（さけ・ます類）　べにざけ　生 Fish, salmon and trout, sockeye salmon, raw 試料： 輸入品 切り身 Sliced fish

10150 ＜魚類＞（さけ・ます類）　べにざけ　焼き Fish, salmon and trout, sockeye salmon, baked 試料： 輸入品 切り身 Sliced fish

10151 ＜魚類＞（さけ・ます類）　べにざけ　くん製 Fish, salmon and trout, sockeye salmon, smoked 切り身
皮の割合： 10%

Sliced fish
Skin portion： 10%

10152 ＜魚類＞（さけ・ます類）　ますのすけ　生 Fish, salmon and trout, chinook salmon, raw 別名： キングサーモン
試料： 輸入品

切り身
Sliced fish
Sample： imported product

10153 ＜魚類＞（さけ・ます類）　ますのすけ　焼き Fish, salmon and trout, chinook salmon, baked 別名： キングサーモン
試料： 輸入品

切り身
Sliced fish
Sample： imported product

10154 ＜魚類＞（さば類）　まさば　生
Fish, mackerel, chub mackerel*,  raw
[*Syn. mackerel] 別名： さば

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10155 ＜魚類＞（さば類）　まさば　水煮
Fish, mackerel, chub mackerel*, boiled
[*Syn. mackerel] 別名： さば 切り身 Sliced fish

10156 ＜魚類＞（さば類）　まさば　焼き
Fish, mackerel, chub mackerel*, baked
[*Syn. mackerel] 別名： さば 切り身 Sliced fish

新規 ＜魚類＞（さば類）　まさば　フライ
Fish, mackerel, chub mackerel*, breaded and
fried [*Syn. mackerel] 別名： さば 切り身 Sliced fish

10157 ＜魚類＞（さば類）　まさば　さば節

Fish, mackerel, chub mackerel*, "Saba-bushi "
(boiled,  smoke-dried and fermented mackerel
fillet)
[*Syn. mackerel]

新規 ＜魚類＞（さば類）　ごまさば　生 Fish, mackerel, spotted mackerel, raw
新規 ＜魚類＞（さば類）　ごまさば　水煮 Fish, mackerel, spotted mackerel, boiled
新規 ＜魚類＞（さば類）　ごまさば　焼き Fish, mackerel, spotted mackerel, baked

10158 ＜魚類＞（さば類）　たいせいようさば　生 Fish, mackerel, Atlantic mackerel, raw 別名： ノルウェーさば
試料： 輸入品

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)
Sample： imported product

10159 ＜魚類＞（さば類）　たいせいようさば　水煮 Fish, mackerel, Atlantic mackerel, boiled 別名： ノルウェーさば
試料： 輸入品

切り身
Sliced fish
Sample： imported product

10160 ＜魚類＞（さば類）　たいせいようさば　焼き Fish, mackerel, Atlantic mackerel, baked 別名： ノルウェーさば
試料： 輸入品

切り身
Sliced fish
Sample： imported product

10161 ＜魚類＞（さば類）　加工品　塩さば
Fish, mackerel, processed products, "Shiosaba "
(plain salted fillet) 試料（原材料）： 輸入魚 切り身

Sliced fish
Sample： made from imported fish

10162 ＜魚類＞（さば類）　加工品　開き干し
Fish, mackerel, processed products,
"Hirakiboshi " (mild salted and semi-dried split) 廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10163 ＜魚類＞（さば類）　加工品　しめさば
Fish, mackerels, processed products,
"Shimesaba " (vinegar marinated fillet )

10164 ＜魚類＞（さば類）　缶詰　水煮 Fish, mackerel, canned products, boiled in brine 液汁を除いたもの Drained

10165 ＜魚類＞（さば類）　缶詰　みそ煮
Fish, mackerel, canned products, boiled with
miso 液汁を含んだもの With liquid

10166 ＜魚類＞（さば類）　缶詰　味付け
Fish, mackerel, canned products, boiled with
seasoning 液汁を除いたもの Drained

10167 ＜魚類＞(さめ類)　あぶらつのざめ　生 Fish, shark, dogfish, raw 別名： ふか、あぶらざめ 切り身 Sliced fish

10168 ＜魚類＞(さめ類)　よしきりざめ　生 Fish, shark, blue shark, raw 別名： ふか 切り身 Sliced fish

10169 ＜魚類＞(さめ類)　ふかひれ Fish, shark, dried shark fin 別名： さめひれ、きんし

52／92



食品番号 食品名(全体） 英名 (食品名、エクセルファイルのみに掲載）
別名、食品の説明、試料の説
明等

その他の備考 備考の英訳

10170 ＜魚類＞さより　生 Fish, halfbeak, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10171 ＜魚類＞さわら　生
Fish, Japanese Spanish mackerel*, raw
[*Syn. Spanish mackerel]

切り身
（魚体全体から調理する場合、廃棄率：
30%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等）

Sliced fish
（For whole fish, waste ratio： 30%,
removed portion: head, viscera,
bones, fins, etc. ）

10172 ＜魚類＞さわら　焼き
Japanese Spanish mackerel*, baked
[*Syn. Spanish mackerel] 切り身 Sliced fish

10173 ＜魚類＞さんま　生 Fish, Pacific saury, raw 別名： さいら
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

新規 ＜魚類＞さんま　刺身 Fish, Pacific saury, sashimi 別名： さいら

10174 ＜魚類＞さんま　焼き Fish, Pacific saury, baked 別名： さいら
魚体全体を焼いたもの（第３章表14参照）
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（第３
章表14参照）

Baked whole
Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.
（See Chapter 3 Table 14）

10175 ＜魚類＞さんま　開き干し
Fish, Pacific saury, "Hirakiboshi " (mild salted
and semi-dried split) 別名： さいら 廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10176 ＜魚類＞さんま　みりん干し
Fish, Pacific saury, "Mirinboshi " (seasoned with
Mirin and dried fillet) 別名： さいら 廃棄部位： 骨、ひれ等 Removed portion： bones, fins, etc.

10177 ＜魚類＞さんま　缶詰　味付け
Fish, Pacific saury, canned products, boiled with
seasoning 別名： さいら 液汁を除いたもの Drained

10178 ＜魚類＞さんま　缶詰　かば焼
Fish, Pacific saury, canned products,
"Kabayaki " (baked and seasoned fillet) 別名： さいら 液汁を含んだもの With liquid

10179 ＜魚類＞しいら　生 Fish, dolphinfish, raw 別名： まんびき
切り身
(魚体全体から調理する場合、廃棄率：
55%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等)

Sliced fish
(For whole fish, waste ratio： 55%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. )

10180 ＜魚類＞(ししゃも類)　ししゃも　生干し　生 Fish, Shishamo smelt, semi-dried, raw 試料： ひと塩品 廃棄部位： 頭部及び尾
Mild salted
Removed portion： head and tail

10181 ＜魚類＞(ししゃも類)　ししゃも　生干し　焼き Fish, Shishamo smelt, semi-dried, baked 試料： ひと塩品 廃棄部位： 頭部及び尾
Mild salted
Removed portion： head and tail

10182
＜魚類＞(ししゃも類)　からふとししゃも　生干し
生

Fish, Atlantic capelin, semi-dried, raw 別名： カペリン
試料 ： 輸入品、ひと塩品

魚体全体
Whole fish
Sample： imported product

10183
＜魚類＞(ししゃも類)　からふとししゃも　生干し
焼き

Fish, Atlantic capelin, semi-dried, baked 別名： カペリン
試料 ： 輸入品、ひと塩品

魚体全体
Whole fish
Sample： imported product

10184 ＜魚類＞したびらめ　生 Fish, sole, raw 試料： くろうしのした、あかした
びらめ

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（五枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting in 5 pieces)

10185 ＜魚類＞しまあじ　養殖　生
Fish, striped jack*, cultured, raw
[*Syn. white trevally]

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10186 ＜魚類＞しらうお　生 Fish, Japanese icefish, raw

10187 ＜魚類＞シルバー　生 Fish, silver warehou, raw 別名： 銀ひらす、銀ワレフ-
試料： 輸入品

切り身
Whole fish
Sample： imported product

10188 ＜魚類＞すずき　生 Fish, Japanese sea bass, raw
切り身
(魚体全体から調理する場合、廃棄率：
55%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等)

Sliced fish
(For whole fish, waste ratio： 55%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. )

10189 ＜魚類＞＜魚類＞（たい類）　きだい　生 Fish, sea bream, yellow sea bream, raw 別名： れんこだい
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10190 ＜魚類＞（たい類）　くろだい　生 Fish, sea bream, black sea bream, raw 別名： ちぬ
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10191 ＜魚類＞（たい類）　ちだい　生 Fish, sea bream, crimson sea bream, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： :head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)
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10192 ＜魚類＞（たい類）　まだい　天然　生 Fish, sea bream, red sea bream, wild, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10193 ＜魚類＞（たい類）　まだい　養殖　生 Fish, sea bream, red sea bream, cultured, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

新規 ＜魚類＞（たい類）　まだい　養殖　刺身
Fish, sea bream, red sea bream, cultured,
sashimi

10194 ＜魚類＞（たい類）　まだい　養殖　水煮 Fish, sea bream, red sea bream, cultured, boiled 頭部、内臓等を除き水煮したもの
廃棄部位： 骨、ひれ等

Boiled after removing head, viscera,
etc.
Removed portion： bones, fins, etc.

10195 ＜魚類＞（たい類）　まだい　養殖　焼き Fish, sea bream, red sea bream, cultured, baked 内臓等を除き焼いたもの
廃棄部位： 頭部､骨、ひれ等

Baked after removing viscera, etc.
Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10196 ＜魚類＞たかさご　生 Fish, double-lined fusilier, raw 別名： ぐるくん
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10197 ＜魚類＞たかべ　生 Fish, yellowstriped butterfish, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10198 ＜魚類＞たちうお　生
Fish, Atlantic cutlassfish*, raw
[*Syn. Hairtail, cutlass fish]

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10199 ＜魚類＞（たら類）　すけとうだら　生
Fish, cod, walleye pollock*, raw
[*Syn. Alaska pollock]

別名： すけそう、すけそうだら、
すけとう

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

新規 ＜魚類＞（たら類）　すけとうだら　フライ
Fish, cod, walleye pollock*, breaded and fried
[*Syn. Alaska pollock] 廃棄部位：?

10200 ＜魚類＞（たら類）　すけとうだら　すり身
Fish, cod, walleye pollock*, surimi
[*Syn. Alaska pollock] 試料： 輸入品 Sample： imported product

10201 ＜魚類＞（たら類）　すけとうだら　すきみだら

Fish, cod, walleye pollock*, "Sukimidara "
(skinned, salted and dried fillet)
[*Syn. Alaska pollock]

10202 ＜魚類＞（たら類）　すけとうだら　たらこ　生
Fish, cod, walleye pollock*, "Tarako " (salted
roe), raw [*Syn. Alaska pollock] 別名： もみじこ

10203 ＜魚類＞（たら類）　すけとうだら　たらこ　焼き
Fish, cod, walleye pollock*, "Tarako " (salted
roe), baked [*Syn. Alaska pollock] 別名： もみじこ

10204
＜魚類＞（たら類）　すけとうだら　からしめんた
いこ

Fish, cod, walleye pollock*, "Karashi-mentaiko "
(salted roe with red hot pepper powder) [*Syn.
Alaska pollock]

ビタミンC： 添加品を含む Including ascorbic acid as antioxidant

10205 ＜魚類＞（たら類）　まだら　生 Fish, cod, Pacific cod, raw 別名： たら
切り身
(魚体全体から調理する場合、廃棄率：
65%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等)

Sliced fish
(For whole fish, waste ratio： 65%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. )

10206 ＜魚類＞（たら類）　まだら　焼き Fish, cod, Pacific cod, baked 別名： たら 切り身 Sliced fish

10207 ＜魚類＞（たら類）　まだら　しらこ　生 Fish, cod, Pacific cod, milt, raw 別名： たら

10208 ＜魚類＞（たら類）　まだら　塩だら Fish, cod, Pacific cod, salted fillet 別名： たら 切り身 Sliced fish

10209 ＜魚類＞（たら類）　まだら　干しだら Fish, cod, Pacific cod, dried split 別名： たら
試料： 無頭開き干し品

廃棄部位： 骨、皮等 Removed portion： bones, skin, etc.

10210 ＜魚類＞（たら類）　まだら　でんぶ
Fish, cod, Pacific cod, "Denbu " (mashed and
seasoned meat ) 別名： たら、そぼろ、おぼろ

10211 ＜魚類＞ちか　生 Fish, Japanese surfsmelt, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10213 ＜魚類＞どじょう　生
Fish, Asian pond loach*, raw
[*Syn. loach, pond loach] 魚体全体 Whole fish

10214 ＜魚類＞どじょう　水煮
Fish, Asian pond loach*, boiled
[*Syn. loach, pond loach] 魚体全体 Whole fish
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10215 ＜魚類＞とびうお　生 Fish, flying fish, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10212 ＜魚類＞ナイルティラピア　生 Fish, Nile tilapia, raw 別名： いずみだい、ちかだい､
テラピア

切り身
(魚体全体から調理する場合、廃棄率：
55%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等)

Sliced fish
(For whole fish, waste ratio： 55%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. )

10216 ＜魚類＞なまず　生 Fish, catfish, raw 試料： なまず（国産）、アメリカ
なまず

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10217 ＜魚類＞にぎす　生 Fish, Japanese argentine, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10218 ＜魚類＞にしん　生 Fish, Pacific herring, raw 別名： かどいわし
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10219 ＜魚類＞にしん　身欠きにしん
Fish, Pacific herring, "Migaki-nishin " (dried
fillet) 別名： かどいわし 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.

10220 ＜魚類＞にしん　開き干し
Fish, Pacific herring, "Hirakiboshi " (dried
split) 別名： かどいわし 廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10221 ＜魚類＞にしん　くん製 Fish, Pacific herring, smoked 別名： かどいわし 廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等
Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10222 ＜魚類＞にしん　かずのこ　生 Fish, Pacific herring, roe, raw 別名： かどいわし

10223 ＜魚類＞にしん　かずのこ　乾 Fish, Pacific herring, roe, dried 別名： かどいわし

10224 ＜魚類＞にしん　かずのこ　塩蔵　水戻し
Fish, Pacific herring, roe, salt-cured products,
desalted 別名： かどいわし

10225 ＜魚類＞はぜ　生 Fish, yellowfin goby, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10226 ＜魚類＞はぜ　つくだ煮
Fish, yellowfin goby, "Tsukudani " (boiled
whole in soy sauce)

10227 ＜魚類＞はぜ　甘露煮
Fish, yellowfin goby, "Kanroni " (simmered
whole in soy sauce and sugar)

10228 ＜魚類＞はたはた　生
Fish, sailfin sandfish*, raw
[*Syn. sandfish]

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10229 ＜魚類＞はたはた　生干し
Fish, sailfin sandfish*, "Namaboshi " (salted and
semi-dried whole)  [*Syn. sandfish] 廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Removed portion： head, bones, fins,
etc.

(10243)

10230 ＜魚類＞はまふえふき　生 Fish, spangled emperor, raw 別名： たまみ
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10231 ＜魚類＞はも　生 Fish, conger pike, raw
切り身
(魚体全体から調理する場合、廃棄率：
40%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等)

Sliced fish
(For whole fish, waste ratio： 40%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. )

10233 ＜魚類＞らまさ　生 Fish, goldstriped amberjack, raw
切り身
(魚体全体から調理する場合、廃棄率：
40%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等)

Sliced fish
(For whole fish, waste ratio： 40%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. )

10234 ＜魚類＞ひらめ　天然　生
Fish, olive flounder*, wild, raw
[*Syn. bastard halibut, Japanese flounder]

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（五枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting in 5 pieces)

10235 ＜魚類＞ひらめ　養殖　生
Fish, olive flounder*, cultured, raw
[*Syn. bastard halibut, Japanese flounder]

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（五枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting in 5 pieces)

新規 ＜魚類＞ひらめ　養殖　刺身
Fish, olive flounder*, cultured, sashimi
[*Syn. bastard halibut, Japanese flounder]

(10169)
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10236 ＜魚類＞(ふぐ類)　とらふぐ　養殖　生 Fish, puffer, ocellate puffer, cultured, raw

切り身（皮なし）
(魚体全体から調理する場合、廃棄率：
80%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、皮、ひ
れ等)

Sliced fish without skin
(For whole fish, waste ratio： 80%,
removed portion： head, viscera,
bones, skin, fins, etc.)

10237 ＜魚類＞(ふぐ類)　まふぐ　生 Fish, puffer, purple puffer, cultured, raw

切り身（皮なし）
(魚体全体から調理する場合、廃棄率：
75%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、皮、ひ
れ等)

Sliced fish without skin
(For whole fish, waste ratio： 75%,
removed portion： head, viscera,
bones, skin, fins, etc.)

10238 ＜魚類＞ふな　生 Fish, crucian carp, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10239 ＜魚類＞ふな　水煮 Fish, crucian carp, boiled 内臓等を除去後水煮したもの
廃棄部位： 頭部､骨、ひれ等

Boiled after removing viscera, etc.
Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10240 ＜魚類＞ふな　甘露煮
Fish, crucian carp, "Kanroni " (simmered whole
in soy sauce, sugar and glucose syrup)

10241 ＜魚類＞ぶり　成魚　生
Fish, yellowtail*, mature, raw
[*Syn. five-ray yellowtail]

切り身
(魚体全体から調理する場合、廃棄率：
40%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等)

Sliced fish
(For whole fish, waste ratio： 40%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.)

10242 ＜魚類＞ぶり　成魚　焼き
Fish, yellowtail*, mature, baked
[*Syn. five-ray yellowtail] 切り身 Sliced fish

10243 ＜魚類＞ぶり　はまち　養殖　生
Fish, yellowtail*, young, cultured, raw
[*Syn. five-ray yellowtail]

切り身
(魚体全体から調理する場合、廃棄率：
40%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等)

Sliced fish
(For whole fish, waste ratio： 40%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.)

新規 ＜魚類＞ぶり　はまち　養殖　刺身
Fish, yellowtail*, young, cultured, sashimi
[*Syn. five-ray yellowtail]

10244 ＜魚類＞ほうぼう　生
Fish, red gurnard*, raw
[*Syn. sea robin, gurnard, gurnet]

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion:： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10245 ＜魚類＞ホキ　生 Fish, hoki, raw 切り身 Sliced fish

10246 ＜魚類＞ほっけ　生
Fish, Atka mackerel*, raw
[*Syn. Arabesque greenling]

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10247 ＜魚類＞ほっけ　塩ほっけ
Fish, Atka mackerel*, salted
[*Syn. Arabesque greenling] 廃棄部位： 骨、ひれ、皮等

Removed portion： bones, fins, skin,
etc.

10248 ＜魚類＞ほっけ　開き干し　生

Fish, Atka mackerel*, "Hirakiboshi " (mild
salted and semi-dried split), raw
[*Syn. Arabesque greenling]

廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等
Removed portion： head, bones, fins,
etc.

新規 ＜魚類＞ほっけ　開き干し　焼き

Fish, Atka mackerel*, "Hirakiboshi " (mild
salted and semi-dried split), baked
[*Syn. Arabesque greenling]

10249 ＜魚類＞ぼら　生 Fish, striped mullet, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10250 ＜魚類＞ぼら　からすみ
Fish, striped mullet, "Karasumi " (salted and
dried roe )

10251 ＜魚類＞ほんもろこ　生 Fish, willow shiner, raw 別名： もろこ 魚体全体 Whole fish

10252 ＜魚類＞（まぐろ類）　きはだ　生 Fish, tuna, yellowfin tuna, raw 別名： きはだまぐろ、きわだ 切り身（皮なし） Sliced fish without skin

10253 ＜魚類＞（まぐろ類）　くろまぐろ　赤身　生 Fish, tuna, bluefin tuna, lean meat, raw 別名： まぐろ、ほんまぐろ、しび 切り身（皮なし） Sliced fish without skin

10254 ＜魚類＞（まぐろ類）　くろまぐろ　脂身　生 Fish, tuna, bluefin tuna, fatty meat, raw 別名： まぐろ、ほんまぐろ、し
び、とろ

切り身（皮なし） Sliced fish without skin
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10255 ＜魚類＞（まぐろ類）　びんなが　生 Fish, tuna, albacore, raw 別名： びんちょう、とんぼ、びん
ながまぐろ

切り身（皮なし） Sliced fish without skin

10256 ＜魚類＞（まぐろ類）　みなみまぐろ　赤身　生
Fish, tuna, southern bluefin tuna, lean meat,
raw 別名： インドまぐろ 切り身（皮なし） Sliced fish without skin

10257 ＜魚類＞（まぐろ類）　みなみまぐろ　脂身　生
Fish, tuna, southern bluefin tuna, fatty meat,
raw 別名： とろ 切り身（皮なし） Sliced fish without skin

10258 ＜魚類＞（まぐろ類）　めじまぐろ　生 Fish, tuna, young bluefin tuna, raw くろまぐろの幼魚
別名： まめじ

切り身（皮なし） Sliced fish without skin

10259 ＜魚類＞（まぐろ類）　めばち　生 Fish, tuna, big-eye tuna, raw 別名： ばちまぐろ、めばちまぐ
ろ

切り身（皮なし） Sliced fish without skin

10260
＜魚類＞（まぐろ類）　缶詰　水煮　フレーク　ラ
イト

Fish, tuna, canned products, flaked light meat in
brine

別名： ツナ缶
原材料： きはだ

液汁を含んだもの
Material： yellowfin tuna
With liquid

10261
＜魚類＞（まぐろ類）　缶詰　水煮　フレーク　ホ
ワイト

Fish, tuna, canned products, flaked white meat
in brine

別名： ツナ缶
材料： びんなが

液汁を含んだもの
Material： albacore
With liquid

10262 ＜魚類＞（まぐろ類）　缶詰　味付け　フレーク
Fish, tuna, canned products, flaked meat with
seasoning 別名： ツナ缶 液汁を含んだもの With liquid

10263
＜魚類＞（まぐろ類）　缶詰　油漬　フレーク　ラ
イト

Fish, tuna, canned products, flaked light meat in oil別名： ツナ缶
原材料： きはだ

液汁を含んだもの
Material： yellowfin tuna
With liquid

10264
＜魚類＞（まぐろ類）　缶詰　油漬　フレーク　ホ
ワイト

Fish, tuna, canned products, flaked white meat
in oil

別名： ツナ缶
原材料： びんなが

液汁を含んだもの
Material： albacore
With liquid

10265 ＜魚類＞マジェランあいなめ　生 Fish, Patagonian toothfish, raw
別名： メロ、おおくち、マゼラン
あいなめ
試料： 輸入品

切り身
Sliced fish
Sample： imported product

(10126～153）

10266 ＜魚類＞まながつお　生 Fish, silver pomfret, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10232 ＜魚類＞みなみくろたち　生 Fish, barracouta, raw 別名： バラクータ、みなみおお
すみやき、おおしびかます

切り身 Sliced fish

10267 ＜魚類＞みなみだら　生 Fish, southern blue whiting, raw 切り身 Sliced fish

10268 ＜魚類＞むつ　生 Fish, gnomefish, raw
切り身
(魚体全体から調理する場合、廃棄率：
50%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等)

Sliced fish
(For whole fish, waste ratio： 50%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.)

10269 ＜魚類＞むつ　水煮 Fish, gnomefish, boiled 切り身 Sliced fish

10270 ＜魚類＞めじな　生 Fish, Girella, raw 別名： ぐれ
切り身
(魚体全体から調理する場合、廃棄率：
55%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等)

Sliced fish
(For whole fish, waste ratio： 55%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.)

10271 ＜魚類＞めばる　生 Fish, Japanese stingfish, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10272 ＜魚類＞メルルーサ　生 Fish, hake, raw 試料： 輸入品
別名： ヘイク

切り身
廃棄部位： 皮

Sliced fish
Removed portion： skin

(10265)

10273 ＜魚類＞やつめうなぎ　生 Fish, lamprey, raw 試料： かわやつめ 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等
Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.

10274 ＜魚類＞やつめうなぎ　干しやつめ Fish, lamprey, dried 試料： かわやつめ
内臓を含んだもの
廃棄部位： 頭部、皮等

Including viscera
12) Head, skin, etc.

10275 ＜魚類＞やまめ　養殖　生 Fish, seema, cultured, raw 別名： やまべ
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10276 ＜魚類＞わかさぎ　生
Fish, Japanese smelt*, raw
[*Syn. Pond smelt]

57／92



食品番号 食品名(全体） 英名 (食品名、エクセルファイルのみに掲載）
別名、食品の説明、試料の説
明等

その他の備考 備考の英訳

10277 ＜魚類＞わかさぎ　つくだ煮

Fish, Japanese smelt*, "Tsukudani " (simmered
whole in soy sauce and sugar)
[*Syn. Pond smelt]

10278 ＜魚類＞わかさぎ　あめ煮

Fish, Japanese smelt*, "Ameni " (simmered
whole in glucose syrup and soy sauce)
[*Syn. Pond smelt]
 ＜SHELLFISHES ＞

(10305)

10279 ＜貝類＞あかがい　生 Mollusks, bloody clam, raw 廃棄部位： 貝殻及び内臓 Removed portion： shell and viscera

(10318)

10280 ＜貝類＞あげまき　生 Mollusks, jackknife clam, raw 廃棄部位： 貝殻 Removed portion： shell

10281 ＜貝類＞あさり　生

Mollusks, short-neck clam*, raw
[*Syn. baby-neck clam, Manila clam, Japanese
littleneck]

廃棄部位： 貝殻 Removed portion： shell

10282 ＜貝類＞あさり　つくだ煮

Mollusks, short-neck clam*, "Tsukudani "
(simmered meat in soy sauce and sugar)
[*Syn. baby-neck clam, Manila clam, Japanese
littleneck]

10283 ＜貝類＞あさり　缶詰　水煮

Mollusks, short-neck clam*, canned products,
boiled in brine
[*Syn. baby-neck clam, Manila clam, Japanese
littleneck]

液汁を除いたもの Drained

10284 ＜貝類＞あさり　缶詰　味付け

Mollusks, short-neck clam*, canned products,
boiled with seasoning
[*Syn. baby-neck clam, Manila clam, Japanese
littleneck]

液汁を除いたもの Drained

10285 ＜貝類＞あわび　生 Mollusks, abalone, raw 試料： くろあわび、まだかあわ
び、めがいあわび

廃棄部位： 貝殻及び内臓 Removed portion： shell and viscera

10286 ＜貝類＞あわび　干し Mollusks, abalone, steamed and dried

10287 ＜貝類＞あわび　塩辛
Mollusks, abalone, "Shiokara" (salted and
fermented)

10288 ＜貝類＞あわび　水煮缶詰 Mollusks, abalone, canned in brine 試料： 輸入品 液汁を除いたもの
Drained
Sample： imported product

10289 ＜貝類＞いがい　生 Mollusks, mussel, raw 廃棄部位： 貝殻、足糸等 Removed portion： shell, byssus, etc.

10290 ＜貝類＞いたやがい　養殖　生 Mollusks, Japanese scallop, cultured, raw 別名： しゃくしがい 廃棄部位： 貝殻 Removed portion： shell

10291 ＜貝類＞エスカルゴ　　水煮缶詰 Mollusks, Escargot Apple snails, canned in brine 試料： 輸入品 液汁を除いたもの
Drained
Sample： imported product

10292 ＜貝類＞かき　養殖　生 Mollusks, oyster, cultured, raw 廃棄部位： 貝殻 Removed portion： shell

10293 ＜貝類＞かき　養殖　水煮 Mollusks, oyster, cultured, boiled むき身 Meat without shell

10294 ＜貝類＞かき　くん製油漬缶詰 Mollusks, oyster, canned in oil, smoked 液汁を含んだもの With liquid

10295 ＜貝類＞さざえ　生 Mollusks, turban shell, raw 廃棄部位： 貝殻及び内臓 Removed portion： shell and viscera

10296 ＜貝類＞さざえ　焼き Mollusks, turban shell, baked 廃棄部位： 貝殻及び内臓 Removed portion： shell and viscera

10318 ＜貝類＞さるぼう　味付け缶詰
Mollusks, ark shell*, canned with seasoning
[*Syn. Mogai clam]

別名： もがい、赤貝（さるぼう）
味付け缶詰

液汁を除いたもの Drained

10297 ＜貝類＞しじみ　生 Mollusks, freshwater clam, raw 廃棄部位： 貝殻 Removed portion： shell

新規 ＜貝類＞しじみ　水煮 Mollusks, freshwater clam, boiled 廃棄部位： 貝殻 Removed portion： shell
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10298 ＜貝類＞たいらがい　貝柱　生
Mollusks, pen shell*, adductor muscle, raw
[*Syn. comb pen shell] 別名： たいらぎ（標準和名）

10299 ＜貝類＞たにし　生 Mollusks, pond snail, raw 試料： まるたにし、ひめたにし 廃棄部位： 貝殻 Removed portion： shell

10300 ＜貝類＞つぶ　生 Mollusks, whelk, raw
別名： ばい
試料： えぞぼら、ひめえぞぼ
ら、えぞばい

むき身
（貝全体の場合、廃棄率： 70%、廃棄部位：
貝殻及び内臓）

Meat without shell and viscera
（For whole body, waste ratio： 70%,
removed portion： shell and viscera)

10301 ＜貝類＞とこぶし　生 Mollusks, Japanese abalone, raw 廃棄部位： 貝殻及び内臓 Removed portion： shell and viscera

10302  ＜貝類＞トップシェル　味付け缶詰 Topshells, Canned with seasoning
 あかにし等を含む
  さざえの缶詰といわれていたも
 の。

 輸入品
6)
 。液汁を除いたもの

7)

10303 ＜貝類＞とりがい　斧足　生 Mollusks, cockle,  foot, raw

10304 ＜貝類＞ばい　生 Mollusks, whelk and Ivory shell, raw
別名： つぶ
試料： ちじみえぞぼら、おお
えっちゅうばい等

廃棄部位： 貝殻及び内臓 Removed portion： shell and viscera

10305 ＜貝類＞ばかがい　生
Mollusks, hen clam*, raw
[*Syn. Chinese surf clam] 別名： あおやぎ 廃棄部位： 貝殻及び内臓 Removed portion: shell and viscera

10306 ＜貝類＞（はまぐり類）　はまぐり　生 Mollusks, hard clam, raw 廃棄部位： 貝殻 Removed portion： shell

10307 ＜貝類＞（はまぐり類）　はまぐり　水煮 Mollusks, hard clam, boiled 廃棄部位： 貝殻 Removed portion： shell

10308 ＜貝類＞（はまぐり類）　はまぐり　焼き Mollusks, hard clam, baked 液汁を含んだもの
廃棄部位： 貝殻

With liquid
Removed portion： shell

10309 ＜貝類＞（はまぐり類）　はまぐり　つくだ煮
Mollusks, hard clam, "Tsukudani " (simmered
meat in soy sauce and sugar)

10310 ＜貝類＞（はまぐり類）　ちょうせんはまぐり　生 Mollusks, common shield-clam, raw 廃棄部位： 貝殻 Removed portion： shell

10311 ＜貝類＞ほたてがい　生
Mollusks, giant ezo-scallop*, raw
[*Syn. common scallop] 廃棄部位： 貝殻 Removed portion： shell

10312 ＜貝類＞ほたてがい　水煮
Mollusks, giant ezo-scallop*, boiled
[*Syn. common scallop] 廃棄部位： 貝殻 Removed portion： shell

10313 ＜貝類＞ほたてがい　貝柱　生
Mollusks, giant ezo-scallop*, adductor muscle,
raw

新規 ＜貝類＞ほたてがい　貝柱　焼き
Mollusks, giant ezo-scallop*, adductor muscle,
baked  [*Syn. common scallop]

10314 ＜貝類＞ほたてがい　貝柱　煮干し

Mollusks, giant ezo-scallop*, adductor muscle,
"Niboshi " (boiled and dried) [*Syn. common
scallop]

10315 ＜貝類＞ほたてがい　貝柱　水煮缶詰

Mollusks, giant ezo-scallop*, adductor muscle,
canned products, boiled in brine [*Syn. common
scallop]

液汁を除いたもの Drained

10316 ＜貝類＞ほっきがい　生
Mollusks, Sakhalin surf clam*, raw
[*Syn. surf clam] 別名： うばがい（標準和名） 廃棄部位： 貝殻 Removed portion： shell

10317 ＜貝類＞みるがい　水管　生 Mollusks, keen's gaper, siphon, raw 別名： みるくい（標準和名） 廃棄部位： 貝殻及び内臓 Removed portion： shell and viscera

 ＜PRAWNS, SHRIMPS AND CRABS ＞

10319 ＜えび・かに類＞（えび類）　あまえび　生
Crustacean, northern shrimp*, raw
[*Syn. pink shrimp]

別名： ほっこくあかえび(標準和
名）

廃棄部位： 頭部、殻、内臓、尾部等
Removed portion： head, shell,
viscera, telson and uropods, etc.

10320 ＜えび・かに類＞（えび類）　いせえび　生 Crustacean, Japanese spiny lobster, raw 廃棄部位： 頭部、殻、内臓、尾部等
Removed portion： head, shell,
viscera, telson and uropods, etc.

10321
＜えび・かに類＞（えび類）　くるまえび　養殖
生

Crustacean, Kuruma prawn, cultured, raw 廃棄部位： 頭部、殻、内臓、尾部等
Removed portion： head, shell,
viscera, telson and uropods, etc.

10322
＜えび・かに類＞（えび類）　くるまえび　養殖
ゆで

Crustacean, Kuruma prawn, cultured, boiled 廃棄部位： 頭部、殻、内臓、尾部等
Removed portion： head, shell,
viscera, telson and uropods, etc.
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10323
＜えび・かに類＞（えび類）　くるまえび　養殖
焼き

Crustacean, Kuruma prawn, cultured, baked 廃棄部位： 頭部、殻、内臓、尾部等
Removed portion： head, shell,
viscera, telson and uropods, etc.

10324 ＜えび・かに類＞（えび類）　さくらえび　ゆで Crustacean, Sakura shrimp, boiled 殻つき With shell

10325 ＜えび・かに類＞（えび類）　さくらえび　素干し Crustacean, Sakura shrimp, dried 殻つき With shell

10326 ＜えび・かに類＞（えび類）　さくらえび　煮干し
Crustacean, Sakura shrimp, "Niboshi " (boiled
and dried) 殻つき With shell

10327 ＜えび・かに類＞（えび類）　大正えび　生
Crustacean, Chinese prawn*, raw
[*Syn. fleshy prawn]

試料： 輸入品
別名： こうらいえび（標準和名）

廃棄部位： 頭部、殻、内臓、尾部等
Removed portion： head, shell,
viscera, telson and uropods, etc.
Sample： imported product

10328 ＜えび・かに類＞（えび類）　しばえび　生 Crustacean, Shiba shrimp, raw 廃棄部位： 頭部、殻、内臓、尾部等
Removed portion： head, shell,
viscera, telson and uropods, etc.

新規
＜えび・かに類＞（えび類）　バナメイエビ　養殖
生

Crustacean, whiteleg shrimp, raw 廃棄部位：? Removed portion： ?

新規
＜えび・かに類＞（えび類）　バナメイエビ　養殖
天ぷら

Crustacean, whiteleg shrimp, tempura 廃棄部位：? Removed portion： ?

10329
＜えび・かに類＞（えび類）　ブラックタイガー
養殖　生

Crustacean, giant tiger prawn, cultured, raw 試料： 輸入品
別名： うしえび（標準和名）

無頭、殻つき
廃棄部位： 殻及び尾部

Headless prawn with shell
Removed portion： shell, telson and
uropods

10330 ＜えび・かに類＞（えび類）　加工品　干しえび
Crustacean, processed shrimp, boiled and dried
shrimp 試料（原材料）： さるえび 殻つき With shell

10331 ＜えび・かに類＞（えび類）　加工品　つくだ煮
Crustacean, processed shrimp, "Tsukudani "
(simmered whole in soy sauce and sugar)

10332 ＜えび・かに類＞（かに類）　がざみ　生
Crustacean, blue crab*, raw
[*Syn. swimming crab, oriental blue crab] 別名： わたりがに 廃棄部位： 殻、内臓等 Removed portion： shell, viscera, etc.

10333 ＜えび・かに類＞（かに類）　毛がに　生 Crustacean, horsehair crab, raw 廃棄部位： 殻、内臓等 Removed portion： shell, viscera, etc.

10334 ＜えび・かに類＞（かに類）　毛がに　ゆで Crustacean, horsehair crab, boiled 殻つきでゆでたもの
廃棄部位： 殻、内臓等

Boiled with shell
Removed portion： shell, viscera, etc.

10335 ＜えび・かに類＞（かに類）　ずわいがに　生
Crustacean, snow crab*, raw
[*Syn. tanner crab] 別名： まつばがに 廃棄部位： 殻、内臓等 Removed portion： shell, viscera, etc.

10336 ＜えび・かに類＞（かに類）　ずわいがに　ゆで
Crustacean, snow crab*, boiled
[*Syn. tanner crab] 別名： まつばがに

殻つきでゆでたもの
廃棄部位： 殻、内臓等

Boiled with shell
Removed portion： shell, viscera, etc.

10337
＜えび・かに類＞（かに類）　ずわいがに　水煮
缶詰

Crustacean, snow crab*, canned products,
boiled in brine [*Syn. tanner crab] 別名： まつばがに 液汁を除いたもの Drained

10338 ＜えび・かに類＞（かに類）　たらばがに　生
Crustacean, red king crab*, raw
[*Syn. king crab] 廃棄部位： 殻、内臓等 Removed portion： shell, viscera, etc.

10339 ＜えび・かに類＞（かに類）　たらばがに　ゆで
Crustacean, red king crab*, boiled
[*Syn. king crab]

殻つきでゆでたもの
廃棄部位： 殻、内臓等

Boiled with shell
Removed portion： shell, viscera, etc.

10340
＜えび・かに類＞（かに類）　たらばがに　水煮
缶詰

Crustacean, red king crab*, canned products,
boiled in brine  [*Syn. king crab] 液汁を除いたもの Drained

(10332)

10341 ＜えび・かに類＞（かに類）　加工品　がん漬
Crustacean, processed crab,  "Ganzuke " (salted
and fermented fiddler crabs) しおまねきの塩辛

 ＜CEPHALOPODS ＞

10342 ＜いか・たこ類＞（いか類）　あかいか　生 Mollusks, neon flying squid, raw 別名： ばかいか、むらさきいか 廃棄部位： 内臓等 Removed portion： viscera, etc.

10343 ＜いか・たこ類＞（いか類）　けんさきいか　生 Mollusks, swordtip squid, raw 廃棄部位： 内臓等 Removed portion： viscera, etc.

10344 ＜いか・たこ類＞（いか類）　こういか　生
Mollusks, golden cuttlefish*, raw
[*Syn. cuttlefish] 別名： すみいか、まいか 廃棄部位： 内臓等 Removed portion： viscera, etc.
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10345 ＜いか・たこ類＞（いか類）　するめいか　生
Mollusks, Japanese common squid*, boiled
[*Syn. short-finned squid] 廃棄部位： 内臓等 Removed portion： viscera, etc.

10346 ＜いか・たこ類＞（いか類）　するめいか　水煮
Mollusks, Japanese common squid*, baked
[*Syn. short-finned squid] 内臓等を除き水煮したもの Boiled after removing viscera, etc.

10347 ＜いか・たこ類＞（いか類）　するめいか　焼き
Mollusks, Japanese common squid*, raw
[*Syn. short-finned squid] 内臓等を除き焼いたもの Baked after removing viscera, etc.

新規
＜いか・たこ類＞（いか類）　するめいか　胴　皮
つき　生

Mollusks, Japanese common squid*, mantle,
with skin, raw
[*Syn. short-finned squid]

新規
＜いか・たこ類＞（いか類）　するめいか　胴　刺
身

Mollusks, Japanese common squid*, mantle,
sashimi  [*Syn. short-finned squid]

新規
＜いか・たこ類＞（いか類）　するめいか　胴　皮
つき　天ぷら

Mollusks, Japanese common squid*, mantle,
with skin, tempera
[*Syn. short-finned squid]

新規
＜いか・たこ類＞（いか類）　するめいか　耳・足
生

Mollusks, Japanese common squid*, arms,
tentacles and fins, raw
[*Syn. short-finned squid]

10348 ＜いか・たこ類＞（いか類）　ほたるいか　生 Mollusks, firefly squid, raw 内臓等を含んだもの With viscera, etc.

10349 ＜いか・たこ類＞（いか類）　ほたるいか　ゆで Mollusks, firefly squid, boiled 内臓等を含んだもの With viscera, etc.

10350 ＜いか・たこ類＞（いか類）　ほたるいか　くん製 Mollusks, firefly squid, seasoned and smoked

10351
＜いか・たこ類＞（いか類）　ほたるいか　つくだ
煮

Mollusks, firefly squid, "Tsukudani " (simmered
whole in soy sauce and sugar)

10352 ＜いか・たこ類＞（いか類）　やりいか　生 Mollusks, spear squid, raw 廃棄部位： 内臓等 Removed portion： viscera, etc.

10353 ＜いか・たこ類＞（いか類）　加工品　するめ
Mollusks, processed squid,  "Surume " (dried
squid)

10354 ＜いか・たこ類＞（いか類）　加工品　さきいか
Mollusks, processed squid,  "Saki-ika " (dried,
seasoned and shredded squid)

10355 ＜いか・たこ類＞（いか類）　加工品　くん製
Mollusks, processed squid,  seasoned and
smoked

10356
＜いか・たこ類＞（いか類）　加工品　切りいかあ
め煮

Mollusks, processed squid,  "Kiriika-ameni "
(dried shredded squid, simmered in glucose
syrup and soy sauce)

10357
＜いか・たこ類＞（いか類）　加工品　いかあら
れ

Mollusks, processed squid,  "Ika-arare " (dried
squid flakes, simmered in glucose syrup and soy
sauce)

10358 ＜いか・たこ類＞（いか類）　加工品　塩辛
Mollusks, processed squid,  "Shiokara " (salted
and fermented meat and liver) 試料： 赤作り

10359
＜いか・たこ類＞（いか類）　加工品　味付け缶
詰

Mollusks, processed squid, canned with
seasoning 液汁を除いたもの Drained

10360 ＜いか・たこ類＞（たこ類）　いいだこ　生 Mollusks, ocellated octopus, raw 内臓等を含んだもの With viscera, etc.

10361 ＜いか・たこ類＞（たこ類）　まだこ　生 Mollusks, common octopus, raw 廃棄部位： 内臓等 Removed portion： viscera, etc.

10362 ＜いか・たこ類＞（たこ類）　まだこ　ゆで Mollusks, common octopus, boiled 内臓等を除きゆでたもの Boiled after removing viscera, etc.

 ＜OTHERS ＞

10363 ＜その他＞あみ　つくだ煮
Crustacean, opossum shrimp, "Tsukudani "
(simmered whole in soy sauce and sugar)

別名： にほんいさざあみ（標準
和名）

10364 ＜その他＞あみ　塩辛
Crustacean, opossum shrimp, "Shiokara "
(salted and fermented)

別名： にほんいさざあみ（標準
和名）

10365 ＜その他＞うに　生うに Sea urchin, raw gonads 試料： むらさきうに、ばふんうに

生殖巣のみ
(うに全体の場合、廃棄率： 95%、廃棄部

位： 殻等）

Gonads only
（For whole body, waste ratio： 95%,
removed portion： shell, etc.)
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10366 ＜その他＞うに　粒うに Sea urchin, "Tsubu-uni " (salted whole gonads)
10367 ＜その他＞うに　練りうに

Sea urchin, "Neri-uni " (salted whole gonad
paste)

10368 ＜その他＞おきあみ　生 Crustacean, Antarctic krill, raw 試料： なんきょくおきあみ、冷凍
品（殻つき）

Sample： frozen product with shell

10369 ＜その他＞おきあみ　ゆで Crustacean, Antarctic krill, boiled 試料： なんきょくおきあみ、
海水でゆでた後冷凍したもの

Boiled in seawater and frozen

10370 ＜その他＞くらげ　塩蔵　塩抜き Jellyfish, Salted, desalted
(10373)

10371 ＜その他＞しゃこ　ゆで Crustacean, mantis shrimp, boiled ゆでしゃこ（むきみ） Commercial product without shell

10372 ＜その他＞なまこ　生 Sea cucumber, raw 廃棄部位： 内臓等 Removed portion： viscera, etc.

10373 ＜その他＞なまこ　このわた
Sea cucumber, "Konowata " (salted and
fermented viscera) 内臓を塩辛にしたもの

10374 ＜その他＞ほや　生
Sea squirt*, raw
[*Syn. Ascidian] 試料： まぼや、あかぼや 廃棄部位： 外皮及び内臓

Removed portion： outer skin and
viscera

10375 ＜その他＞ほや　塩辛

Sea squirt*, "Shiokara " (salted and fermented
meat and viscera）

[*Syn. Ascidian]
 ＜FISH  PASTE  PRODUCTS ＞

10376 ＜水産練り製品＞かに風味かまぼこ
Fish paste products, "Kanifumi-kamaboko "
(imitation crab meat made from surimi) 別名： かにかま

10377 ＜水産練り製品＞昆布巻きかまぼこ
Fish paste products, "Kobumaki-kamaboko"
(surimi rolled by kombu, steamed) 昆布10%を使用したもの Containing 10% of kombu

10378 ＜水産練り製品＞す巻きかまぼこ
Fish paste products, "Sumaki-kamaboko "
(steamed kamaboko covered with straw)

10379 ＜水産練り製品＞蒸しかまぼこ
Fish paste products, "Mushi-kamaboko "
(steamed kamaboko) 蒸し焼きかまぼこを含む

Including baked product after
steaming

10380 ＜水産練り製品＞焼き抜きかまぼこ
Fish paste products, "Yakinuki-kamaboko "
(baked kamaboko )

10381 ＜水産練り製品＞焼き竹輪
Fish paste products, "Yaki-chikuwa " (baked
tubular kamaboko)

10382 ＜水産練り製品＞だて巻
Fish paste products, "Datemaki " (sweet rolled
omelet made of egg and surimi)

10383 ＜水産練り製品＞つみれ
Fish paste products, "Tsumire " (boiled red
meat fish paste)

10384 ＜水産練り製品＞なると
Fish paste products, "Naruto " (boiled stick
kamaboko with cross section of red swirl)

10385 ＜水産練り製品＞はんぺん
Fish paste products, "Hanpen " (boiled fishcake
made of surimi, yam paste and starch)

10386 ＜水産練り製品＞さつま揚げ
Fish paste products, "Satsuma-age " (fried
surimi) 別名： あげはん

10387 ＜水産練り製品＞魚肉ハム Fish paste products, fish ham 別名： フィッシュハム

10388 ＜水産練り製品＞魚肉ソーセージ Fish paste products, fish sausage 別名： フィッシュソーセージ

１１ 肉類 11. Meat
 ＜ANIMAL MEATS ＞

11001 ＜畜肉類＞いのしし　肉　脂身つき　生 Wild boar, meat, lean and fat, raw 別名： ぼたん肉

11002 ＜畜肉類＞いのぶた　肉　脂身つき　生 Pig-wild boar crossbred, meat, lean and fat, raw
11003 ＜畜肉類＞うさぎ　肉　赤肉　生 Rabbit, meat, lean, raw 試料： 家うさぎ Sample： domestic rabbit
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11004 ＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　かた　脂身つき　生
Beef, Japanese beef cattle, chuck, lean and fat,
raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪： 4.3%、筋間脂肪： 11.0%

Subcutaneous fat： 4.3%
Intermuscular fat： 11.0%
Sample： Japanese black

11005
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　かた　皮下脂肪なし
生

Beef, Japanese beef cattle, chuck, without
subcutaneous fat, raw 試料： 黒毛和種 筋間脂肪： 11.5% Intermuscular fat： 11.5%

Sample： Japanese black

11006 ＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　かた　赤肉　生 Beef, Japanese beef cattle, chuck, lean, raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Japanese black

11007 ＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　かた　脂身　生 Beef, Japanese beef cattle, chuck, fat, raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and intermuscular
fat
Sample： Japanese black

11008
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　かたロース　脂身つ
き　生

Beef, Japanese beef cattle, chuck roll, Lean and
fat, raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪： 1.8%、筋間脂肪： 17.0%

Subcutaneous fat： 1.8%
Intermuscular fat： 17.0%
Sample： Japanese black

11009
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　かたロース　皮下脂
肪なし　生

Beef, Japanese beef cattle, chuck roll, without
subcutaneous fat, raw 試料： 黒毛和種 筋間脂肪： 17.4% Intermuscular fat： 17.4%

Sample： Japanese black

11010
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　かたロース　赤肉
生

Beef, Japanese beef cattle, chuck roll, lean, raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Japanese black

11011
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　リブロース　脂身つ
き　生

Beef, Japanese beef cattle, rib loin, lean and fat,
raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪： 4.5%、筋間脂肪： 23.7%

Subcutaneous fat： 4.5%
Intermuscular fat： 23.7%
Sample： Japanese black

新規
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　リブロース　脂身つ
き　焼き

Beef, Japanese beef cattle, rib loin, lean and fat,
baked 試料： 黒毛和種 Sample： Japanese black

新規
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　リブロース　脂身つ
き　ゆで

Beef, Japanese beef cattle, rib-loin, lean and fat,
boiled 試料： 黒毛和種 Sample： Japanese black

11012
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　リブロース　皮下脂
肪なし　生

Beef, Japanese beef cattle, rib loin, without
subcutaneous fat, raw 試料： 黒毛和種 筋間脂肪： 24.8% Intermuscular fat： 24.8%

Sample： Japanese black

11013
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　リブロース　赤肉
生

Beef, Japanese beef cattle, rib loin, lean, raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Japanese black

11014
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　リブロース　脂身
生

Beef, Japanese beef cattle, rib loin, fat, raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and intermuscular
fat
Sample： Japanese black

11015
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　サーロイン　脂身つ
き　生

Beef, Japanese beef cattle, sirloin, lean and fat,
raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪： 11.5%、筋間脂肪： 24.5%

Subcutaneous fat： 11.5%
Intermuscular fat： 24.5%
Sample： Japanese black

11016
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　サーロイン　皮下脂
肪なし　生

Beef, Japanese beef cattle, sirloin, without
subcutaneous fat, raw 試料： 黒毛和種 筋間脂肪： 27.7% Intermuscular fat： 27.7%

Sample： Japanese black

11017
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　サーロイン　赤 肉
生

Beef, Japanese beef cattle, sirloin, lean, raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Japanese black

11018 ＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　ばら　脂身つき　生
Beef, Japanese beef cattle, flank or short plate,
lean and fat, raw

別名： カルビ
試料： 黒毛和種

Sample： Japanese black

11019 ＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　もも　脂身つき　生
Beef, Japanese beef cattle, inside round, lean
and fat, raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪： 5.6%、筋間脂肪： 5.2%

Subcutaneous fat： 5.6%
Intermuscular fat： 5.2%
Sample： Japanese black

11020
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　もも　皮下脂肪なし
生

Beef, Japanese beef cattle, inside round, without
subcutaneous fat, raw 試料： 黒毛和種 筋間脂肪： 5.6% Intermuscular fat： 5.6%

Sample： Japanese black

新規
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　もも　皮下脂肪なし
焼き

Beef, Japanese beef cattle, inside round, without
subcutaneous fat, baked 試料： 黒毛和種 Sample： Japanese black

新規
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　もも　皮下脂肪なし
ゆで

Beef, Japanese beef cattle, inside round, without
subcutaneous fat, boiled 試料： 黒毛和種 Sample： Japanese black
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11021 ＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　もも　赤肉　生
Beef, Japanese beef cattle, inside round, lean,
raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの

Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Japanese black

11022 ＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　もも　脂身　生 Beef, Japanese beef cattle, inside round, fat, raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and intermuscular
fat
Sample： Japanese black

11023
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　そともも　脂身つき
生

Beef, Japanese beef cattle, silver side, lean and
fat, raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪： 6.0%、筋間脂肪： 11.4%

Subcutaneous fat： 6.0%
Intermuscular fat： 11.4%
Sample： Japanese black

11024
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　そともも　皮下脂肪
なし　生

Beef, Japanese beef cattle, silver side, without
subcutaneous fat, raw 試料： 黒毛和種 筋間脂肪： 12.2% Intermuscular fat： 12.2%

Sample： Japanese black

11025 ＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　そともも　赤肉　生 Beef, Japanese beef cattle, silver side, lean, raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Japanese black

11026
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　ランプ　脂身つき
生

Beef, Japanese beef cattle, rump, lean and fat,
raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪： 7.4%、筋間脂肪： 19.8%

Subcutaneous fat： 7.4%
Intermuscular fat： 19.8%
Sample： Japanese black

11027
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　ランプ　皮下脂肪な
し　生

Beef, Japanese beef cattle, rump, without
subcutaneous fat, raw 試料： 黒毛和種 筋間脂肪： 21.4% Intermuscular fat： 21.4%

Sample： Japanese black

11028 ＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　ランプ　赤肉　生 Beef, Japanese beef cattle, rump, lean, raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Japanese black

11029 ＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　ヒレ　赤肉　生 Beef, Japanese beef cattle, fillet, lean, raw 試料： 黒毛和種 Sample： Japanese black

11030
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　かた　脂身
つき　生

Beef, dairy steer, chuck, lean and fat, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪： 7.9%、筋間脂肪： 12.2%
Subcutaneous fat： 7.9%
Intermuscular fat： 12.2%
Sample： Holstein

11031
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　かた　皮下
脂肪なし　生

Beef, dairy steer, chuck, without subcutaneous
fat, raw

別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

筋間脂肪： 13.1% Intermuscular fat： 13.1%
Sample： Holstein

11032
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　かた　赤肉
生

Beef, dairy steer, chuck, lean, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Holstein

11033
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　かた　脂身
生

Beef, dairy steer, chuck, fat, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Holstein

11034
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　かたロース
脂身つき　生

Beef, dairy steer, chuck roll, lean and fat, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪： 2.2%、筋間脂肪： 16.6%
Subcutaneous fat： 2.2%
Intermuscular fat： 16.6%
Sample： Holstein

11035
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　かたロース
皮下脂肪なし　生

Beef, dairy steer, chuck roll, without
subcutaneous fat, raw

別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

筋間脂肪： 16.9% Intermuscular fat： 16.9%
Sample： Holstein

11036
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　かたロース
赤肉　生

Beef, dairy steer, chuck roll, lean, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Holstein

11037
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　リブロース
脂身つき　生

Beef, dairy steer, rib loin, lean and fat, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪： 7.7%、筋間脂肪： 23.1%
Subcutaneous fat： 7.7%
Intermuscular fat： 23.1%
Sample： Holstein

11038
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　リブロース
脂身つき　焼き

Beef, dairy steer, rib loin, lean and fat, baked 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

Sample： Holstein

11039
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　リブロース
脂身つき　ゆで

Beef, dairy steer, rib loin, lean and fat, boiled 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

Sample： Holstein

11040
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　リブロース
皮下脂肪なし　生

Beef, dairy steer, rib loin, without subcutaneous
fat, raw

別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

筋間脂肪： 24.9% Intermuscular fat： 24.9%
Sample： Holstein

11041
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　リブロース
赤肉　生

Beef, dairy steer, rib loin, lean, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの Sample： Holstein
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11042
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　リブロース
脂身　生

Beef, dairy steer, rib loin, fat, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Holstein

11043
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　サーロイン
脂身つき　生

Beef, dairy steer, sirloin, lean and fat, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪： 12.7%、筋間脂肪： 13.7%
Subcutaneous fat： 12.7%
Intermuscular fat： 13.7%
Sample： Holstein

11044
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　サーロイン
皮下脂肪なし　生

Beef, dairy steer, sirloin, without subcutaneous
fat, raw

別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

筋間脂肪： 15.6% Intermuscular fat： 15.6%
Sample： Holstein

11045
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　サーロイン
赤肉　生

Beef, dairy steer, sirloin, lean, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Holstein

11046
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　ばら　脂身
つき　生

Beef, dairy steer, flank or short plate, lean and
fat, raw

別名： 国産牛、カルビ
試料： ホルスタイン種

Sample： Holstein

新規
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　ばら　脂身
つき　焼き

Beef, dairy steer, flank or short plate, lean and
fat, baked

別名： 国産牛、カルビ
試料： ホルスタイン種

Sample： Holstein

11047
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　もも　脂身つ
き　生

Beef, dairy steer, inside round, lean and fat, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪： 6.2%、筋間脂肪： 8.0%
Subcutaneous fat： 6.2%
Intermuscular fat： 8.0%
Sample： Holstein

11048
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　もも　皮下脂
肪なし　生

Beef, dairy steer, inside round, without
subcutaneous fat, raw

別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

筋間脂肪： 8.5% Intermuscular fat： 8.5%
Sample： Holstein

11049
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　もも　皮下脂
肪なし　焼き

Beef, dairy steer, inside round, without
subcutaneous fat, baked

別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

Sample： Holstein

11050
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　もも　皮下脂
肪なし　ゆで

Beef, dairy steer, inside round, without
subcutaneous fat, boiled

別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

Sample： Holstein

11051
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　もも　赤肉
生

Beef, dairy steer, inside round, lean, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Holstein

11052
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　もも　脂身
生

Beef, dairy steer, inside round, fat, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Holstein

11053
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　そともも　脂
身つき　生

Beef, dairy steer, silver side, lean and fat, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪： 9.9%、筋間脂肪： 9.3%
Subcutaneous fat： 9.9%
Intermuscular fat： 9.3%
Sample： Holstein

11054
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　そともも　皮
下脂肪なし　生

Beef, dairy steer, silver side, without
subcutaneous fat, raw

別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

筋間脂肪： 10.4% Intermuscular fat： 10.4%
Sample： Holstein

11055
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　そともも　赤
肉　生

Beef, dairy steer, silver side, lean, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Holstein

11056
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　ランプ　脂身
つき　生

Beef, dairy steer, rump, lean and fat, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪： 7.7%、筋間脂肪： 12.4%
Subcutaneous fat： 7.7%
Intermuscular fat： 12.4%
Sample： Holstein

11057
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　ランプ　皮下
脂肪なし　生

Beef, dairy steer, rump, without subcutaneous
fat, raw

別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

筋間脂肪： 13.4% Intermuscular fat： 13.4%
Sample： Holstein

11058
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　ランプ　赤肉
生

Beef, dairy steer, rump, lean, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Holstein

11059
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　ヒレ　赤肉
生

Beef, dairy steer, fillet, lean, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

Sample： Holstein

新規
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　ヒレ　赤肉
焼き

Beef, dairy steer, fillet, lean, baked 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

Sample： Holstein

新規
＜畜肉類＞うし　[交雑牛肉]　リブロース　脂身
つき　生

Beef, crossbred cattle, rib loin, lean and fat, raw 皮下脂肪： ○%、筋間脂肪： ○% Subcutaneous fat： ○%
Intermuscular fat： ○%

新規
＜畜肉類＞うし　[交雑牛肉]　リブロース　脂身
つき　焼き

Beef, crossbred cattle, rib loin, lean and fat,
baked

65／92



食品番号 食品名(全体） 英名 (食品名、エクセルファイルのみに掲載）
別名、食品の説明、試料の説
明等

その他の備考 備考の英訳

新規
＜畜肉類＞うし　[交雑牛肉]　リブロース　脂身
つき　ゆで

Beef, crossbred cattle, rib loin, lean and fat,
boiled

新規
＜畜肉類＞うし　[交雑牛肉]　リブロース　皮下
脂肪なし　生

Beef, crossbred cattle, rib loin, without
subcutaneous fat, raw 筋間脂肪： ○% Intermuscular fat： ○%

新規
＜畜肉類＞うし　[交雑牛肉]　リブロース　赤肉
生

Beef, crossbred cattle, rib loin, lean, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

新規
＜畜肉類＞うし　[交雑牛肉]　リブロース　脂身
生

Beef, crossbred cattle, rib loin, fat, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and
intermuscular fat

新規
＜畜肉類＞うし　[交雑牛肉]　ばら　脂身つき
生

Beef, crossbred cattle,  flank or short plate, lean
and fat, boiled

新規
＜畜肉類＞うし　[交雑牛肉]　もも　脂身つき
生

Beef, crossbred cattle,  inside round, lean and
fat, raw 皮下脂肪： ○%、筋間脂肪： ○% Subcutaneous fat： ○%

Intermuscular fat： ○%

新規
＜畜肉類＞うし　[交雑牛肉]　もも　皮下脂肪な
し　生

Beef, crossbred cattle,  inside round, without
subcutaneous fat, raw 筋間脂肪： ○% Intermuscular fat： ○%

新規
＜畜肉類＞うし　[交雑牛肉]　もも　皮下脂肪な
し　焼き

Beef, crossbred cattle,  inside round, without
subcutaneous fat, baked

新規
＜畜肉類＞うし　[交雑牛肉]　もも　皮下脂肪な
し　ゆで

Beef, crossbred cattle,  inside round, without
subcutaneous fat, boiled 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの

Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

新規 ＜畜肉類＞うし　[交雑牛肉]　もも　赤肉　生 Beef, crossbred cattle,  inside round, lean, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and
intermuscular fat

新規 ＜畜肉類＞うし　[交雑牛肉]　もも　脂身　生 Beef, crossbred cattle,  inside round, fat, raw

新規 ＜畜肉類＞うし　[交雑牛肉]　ひれ　赤肉　生
Beef, crossbred cattle, fillet, without
subcutaneous fat, boiled

11060
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　かた　脂身つき
生

Beef, imported beef, chuck, lean and fat, raw 皮下脂肪： 5.3%、筋間脂肪： 5.4% Subcutaneous fat： 5.3%
Intermuscular fat： 5.4%

11061
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　かた　皮下脂肪
なし　生

Beef, imported beef, chuck, without
subcutaneous fat, raw 筋間脂肪： 5.7% Intermuscular fat： 5.7%

11062 ＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　かた　赤肉　生 Beef, imported beef, chuck, lean, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

11063 ＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　かた　脂身　生 Beef, imported beef, chuck, fat, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and
intermuscular fat

11064
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　かたロース　脂身
つき　生

Beef, imported beef, chuck roll, lean and fat,
raw 皮下脂肪： 0.5%、筋間脂肪： 12.1% Subcutaneous fat： 0.5%

Intermuscular fat： 12.1%

11065
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　かたロース　皮下
脂肪なし　生

Beef, imported beef, chuck roll, without
subcutaneous fat, raw 筋間脂肪：12.1% Intermuscular fat： 12.1%

11066
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　かたロース　赤肉
生

Beef, imported beef, chuck roll, lean, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

11067
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　リブロース　脂身
つき　生

Beef, imported beef, rib loin, lean and fat, raw 皮下脂肪： 2.8%、筋間脂肪： 13.9% Subcutaneous fat： 2.8%
Intermuscular fat： 13.9%

新規
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　リブロース　脂身
つき　焼き

Beef, imported beef, rib loin, lean and fat, baked

新規
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　リブロース　脂身
つき　ゆで

Beef, imported beef, rib loin, lean and fat, boiled

11068
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　リブロース　皮下
脂肪なし　生

Beef, imported beef, rib loin, without
subcutaneous fat, raw 筋間脂肪： 14.4% Intermuscular fat： 14.4%

11069
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　リブロース　赤肉
生

Beef, imported beef, rib loin, lean, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

11070
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　リブロース　脂身
生

Beef, imported beef, rib loin, fat, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and
intermuscular fat

11071
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　サーロイン　脂身
つき　生

Beef, imported beef, sirloin, lean and fat, raw 皮下脂肪： 12.8%、筋間脂肪： 15.5% Subcutaneous fat： 12.8%
Intermuscular fat： 15.5%

11072
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　サーロイン　皮下
脂肪なし　生

Beef, imported beef, sirloin, without
subcutaneous fat, raw 筋間脂肪： 17.8% Intermuscular fat： 17.8%
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11073
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　サーロイン　赤肉
生

Beef, imported beef, sirloin, lean, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

11074
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　ばら　脂身つき
生

Beef, imported beef, flank or short plate, lean
and fat, raw 別名： カルビ

11075
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　もも　脂身つき
生

Beef, imported beef, inside round, lean and fat,
raw 皮下脂肪： 3.5%、筋間脂肪： 4.7% Subcutaneous fat： 3.5%

Intermuscular fat： 4.7%

11076
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　もも　皮下脂肪な
し　生

Beef, imported beef, inside round, without
subcutaneous fat, raw 筋間脂肪： 4.9% Intermuscular fat： 4.9%

新規
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　もも　皮下脂肪な
し　焼き

Beef, imported beef, inside round, without
subcutaneous fat, baked

新規
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　もも　皮下脂肪な
し　ゆで

Beef, imported beef, inside round, without
subcutaneous fat, boiled

11077 ＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　もも　赤肉　生 Beef, imported beef, inside round, lean, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

11078 ＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　もも　脂身　生 Beef, imported beef, inside round, fat, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and
intermuscular fat

11079
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　そともも　脂身つ
き　生

Beef, imported beef, silver side, lean and fat,
raw 皮下脂肪： 4.5%、筋間脂肪： 12.2% Subcutaneous fat： 4.5%

Intermuscular fat： 12.2%

11080
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　そともも　皮下脂
肪なし　生

Beef, imported beef, silver side, without
subcutaneous fat, raw 筋間脂肪： 12.8% Intermuscular fat： 12.8%

11081
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　そともも　赤肉
生

Beef, imported beef, silver side, lean, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

11082
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　ランプ　脂身つき
生

Beef, imported beef, rump, lean and fat, raw 皮下脂肪： 9.7%、筋間脂肪： 11.5 % Subcutaneous fat： 9.7%
Intermuscular fat： 11.5%

11083
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　ランプ　皮下脂肪
なし　生

Beef, imported beef, rump, without
subcutaneous fat, raw 筋間脂肪： 12.8% Intermuscular fat： 12.8%

11084 ＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　ランプ　赤肉　生 Beef, imported beef, rump, lean, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

11085 ＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　ヒレ　赤肉　生 Beef, imported beef, fillet, lean, raw

11086
＜畜肉類＞うし　[子牛肉]　リブロース　皮下脂
肪なし　生

Veal, rib loin, without subcutaneous fat, raw

11087
＜畜肉類＞うし　[子牛肉]　ばら　皮下脂肪なし
生

Veal, flank or short plate, without subcutaneous
fat, raw

11088
＜畜肉類＞うし　[子牛肉]　もも　皮下脂肪なし
生

Veal, inside round, without subcutaneous fat,
raw

11089 ＜畜肉類＞うし　[ひき肉]　生 Beef, ground meat, raw
新規 ＜畜肉類＞うし　[ひき肉]　焼き Beef, ground meat, baked
11090 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　舌　生 Beef, variety meat and by-products, tongue, raw 別名： たん

新規 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　舌　焼き
Beef, variety meat and by-products, tongue,
baked

11091 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　心臓　生 Beef, variety meat and by-products, heart, raw 別名： はつ

11092 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　肝臓　生 Beef, variety meat and by-products, liver, raw 別名： レバー
試料： 和牛

Sample： Japanese beef cattle

11093 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　じん臓　生 Beef, variety meat and by-products, kidney, raw 別名： まめ

11094 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　第一胃　ゆで
Beef, variety meat and by-products, rumen,
boiled

別名： みの
試料： 市販品

Sample： commercial product

11095 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　第二胃　ゆで
Beef, variety meat and by-products, reticulum,
boiled

別名： はちのす
試料： 市販品

Sample： commercial product

11096 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　第三胃　生
Beef, variety meat and by-products, omasum,
raw 別名： せんまい

11097 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　第四胃　ゆで
Beef, variety meat and by-products, abomasum,
boiled

別名： あかせんまい、ギアラ
試料： 市販品

Sample： commercial product
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11098 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　小腸　生
Beef, variety meat and by-products, small
intestine, raw 別名： ひも

11099 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　大腸　生
Beef, variety meat and by-products, large
intestine, raw 別名： しまちょう

11100 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　直腸　生 Beef, variety meat and by-products, rectum, raw 別名： てっぽう

11101 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　腱　ゆで
Beef, variety meat and by-products, sinew,
boiled

別名： すじ
試料： 市販品

Sample： commercial product

11102 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　子宮　ゆで
Beef, variety meat and by-products, uterus,
boiled

別名： こぶくろ
試料： 市販品

Sample： commercial product

11103 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　尾　生 Beef, variety meat and by-products, tail, raw 別名： テール
皮を除いたもの
廃棄部位： 骨

Without skin
Removed portion： bones

新規 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　横隔膜　生
Beef, variety meat and by-products, outside
skirt, raw 別名： ハラミ

11104 ＜畜肉類＞うし　[加工品]　ローストビーフ Beef products, roast beef 試料： 市販品 ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

11105 ＜畜肉類＞うし　[加工品]　コンビーフ缶詰 Beef products, corned beef, canned
11106 ＜畜肉類＞うし　[加工品]　味付け缶詰 Beef products, canned with seasoning 試料： 大和煮缶詰 液汁を含んだもの With liquid

11107 ＜畜肉類＞うし　[加工品]　ビーフジャーキー Beef products, beef jerky ビタミンE及びビタミンC： 酸化防止用として
添加品あり

Some products may contain ascorbic
acid and/or vitamin E as antioxidant

11108 ＜畜肉類＞うし　[加工品]　スモークタン Beef products, smoked tongue ビタミンE及びビタミンC： 酸化防止用として
添加品あり

Some products may contain ascorbic
acid and/or vitamin E as antioxidant

11109 ＜畜肉類＞うま　肉　赤肉　生 Horse, meat, lean, raw 別名： さくら肉 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

11110 ＜畜肉類＞くじら　肉　赤肉　生 Whale, meat, lean, raw 試料： ミンクくじら 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Minke whale

11111 ＜畜肉類＞くじら　うねす　生 Whale, meat, ventral groove meat, raw 試料： ミンクくじら Sample： Minke whale

11112 ＜畜肉類＞くじら　本皮　生 Whale, blubber, raw 試料： ミンクくじら Sample： Minke whale

11113 ＜畜肉類＞くじら　さらしくじら
Whale, "Sarashi-kujira "(salted, sliced and
boiled tail fluke) 試料： ミンクくじら Sample： Minke whale

11114 ＜畜肉類＞しか　あかしか　赤肉　生 Deer, red deer, meat, lean, raw 試料： 輸入冷凍品 Sample： imported frozen product

新規 ＜畜肉類＞しか　にほんじか　赤肉　生 Deer, Japanese sika deer, meat, lean, raw 試料：　えぞしか Sample： Hokkaido sika deer

11115
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　かた　脂身つき
生

Pork, large breed, picnic shoulder, lean and fat,
raw 皮下脂肪： 8.2%、筋間脂肪： 7.5% Subcutaneous fat： 8.2%

Intermuscular fat： 7.5%

11116
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　かた　皮下脂肪
なし　生

Pork, large breed, picnic shoulder, without
subcutaneous fat, raw 筋間脂肪： 8.0% Intermuscular fat： 8.0%

11117 ＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　かた　赤肉　生 Pork, large breed, picnic shoulder, lean, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

11118 ＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　かた　脂身　生 Pork, large breed, picnic shoulder, fat, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and intermuscular
fat

11119
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　かたロース　脂
身つき　生

Pork, large breed, Boston butt, lean and fat, raw 皮下脂肪： 5.7%、筋間脂肪： 12.4% Subcutaneous fat： 5.7%
Intermuscular fat： 12.4%

11120
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　かたロース　皮
下脂肪なし　生

Pork, large breed, Boston butt, without
subcutaneous fat, raw 筋間脂肪： 13.1% Intermuscular fat： 13.1%

11121
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　かたロース　赤
肉　生

Pork, large breed, Boston butt, lean, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

11122
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　かたロース　脂
身　生

Pork, large breed, Boston butt, fat, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and intermuscular
fat

11123
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　ロース　脂身つ
き　生

Pork, large breed, loin, lean and fat, raw 皮下脂肪： 11.4%、筋間脂肪： 7.9% Subcutaneous fat： 11.4%
Intermuscular fat： 7.9%
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11124
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　ロース　脂身つ
き　焼き

Pork, large breed, loin, lean and fat, baked

11125
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　ロース　脂身つ
き　ゆで

Pork, large breed, loin, lean and fat, boiled

新規
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　ロース　脂身つ
き　とんかつ

Pork, large breed, loin, lean and fat, breaded
and fried

11126
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　ロース　皮下脂
肪なし　生

Pork, large breed, loin, without subcutaneous
fat, raw 筋間脂肪： 8.9% Intermuscular fat： 8.9%

11127
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　ロース　赤肉
生

Pork, large breed, loin, lean, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

11128
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　ロース　脂身
生

Pork, large breed, loin, fat, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and intermuscular
fat

11129
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　ばら　脂身つき
生

Pork, large breed, belly, lean and fat, raw

新規
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　ばら　脂身つき
焼き

Pork, large breed, belly, lean and fat, baked

11130
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　もも　脂身つき
生

Pork, large breed, inside ham, lean and fat, raw 皮下脂肪： 6.9%、筋間脂肪： 3.4% Subcutaneous fat： 6.9%
Intermuscular fat： 3.4%

11131
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　もも　皮下脂肪
なし　生

Pork, large breed, inside ham, without
subcutaneous fat, raw 筋間脂肪： 3.7% Intermuscular fat： 3.7%

11132
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　もも　皮下脂肪
なし　焼き

Pork, large breed, inside ham, without
subcutaneous fat, baked

11133
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　もも　皮下脂肪
なし　ゆで

Pork, large breed, inside ham, without
subcutaneous fat, boiled

11134 ＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　もも　赤肉　生 Pork, large breed, inside ham, lean, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

11135 ＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　もも　脂身　生 Pork, large breed, inside ham, fat, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and intermuscular
fat

11136
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　そともも　脂身つ
き　生

Pork, large breed, outside ham, lean and fat,
raw 皮下脂肪： 10.2%、筋間脂肪： 7.4% Subcutaneous fat： 10.2%

Intermuscular fat： 7.4%

11137
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　そともも　皮下脂
肪なし　生

Pork, large breed, outside ham, without
subcutaneous fat, raw 筋間脂肪： 8.3% Intermuscular fat： 8.3%

11138
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　そともも　赤肉
生

Pork, large breed, outside ham, lean, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

11139
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　そともも　脂身
生

Pork, large breed, outside ham, fat, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and intermuscular
fat

11140 ＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　ヒレ　赤肉　生 Pork, large breed, fillet, lean, raw

新規 ＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　ヒレ　赤肉　焼き Pork, large breed, fillet, lean, baked

新規
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　ヒレ　赤肉　とん
かつ

Pork, large breed, fillet, lean, breaded and fried

11141
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　かた　脂身つき
生

Pork, medium breed, picnic shoulder, lean and
fat, raw

別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪： 9.9%、筋間脂肪： 9.1%
Subcutaneous fat： 9.9%
Intermuscular fat： 9.1%
Sample： Berkshire

11142
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　かた　皮下脂肪
なし　生

Pork, medium breed, picnic shoulder, without
subcutaneous fat, raw

別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

筋間脂肪： 10.1% Intermuscular fat： 10.1%
Sample： Berkshire

11143 ＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　かた　赤肉　生 Pork, medium breed, picnic shoulder, lean, raw 別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Berkshire

11144 ＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　かた　脂身　生 Pork, medium breed, picnic shoulder, fat, raw 別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and intermuscular
fat
Sample： Berkshire
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11145
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　かたロース　脂
身つき　生

Pork, medium breed, Boston butt, lean and fat,
raw

別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪： 6.6%、筋間脂肪： 12.6%
Subcutaneous fat： 6.6%
Intermuscular fat： 12.6%
Sample： Berkshire

11146
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　かたロース　皮
下脂肪なし　生

Pork, medium breed, Boston butt, without
subcutaneous fat, raw

別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

筋間脂肪： 13.6% Intermuscular fat： 13.6%
Sample： Berkshire

11147
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　かたロース　赤
肉　生

Pork, medium breed, Boston butt, lean, raw 別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Berkshire

11148
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　かたロース　脂
身　生

Pork, medium breed, Boston butt, fat, raw 別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and intermuscular
fat
Sample： Berkshire

11149
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　ロース　脂身つ
き　生

Pork, medium breed, loin, lean and fat, raw 別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪： 13.8%、筋間脂肪： 10.6%
Subcutaneous fat： 13.8%
Intermuscular fat： 10.6%
Sample： Berkshire

11150
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　ロース　皮下脂
肪なし　生

Pork, medium breed, loin, without subcutaneous
fat, raw

別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

筋間脂肪： 12.2% Intermuscular fat： 12.2%
Sample： Berkshire

11151
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　ロース　赤肉
生

Pork, medium breed, loin, lean, raw 別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Berkshire

11152
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　ロース　脂身
生

Pork, medium breed, loin, fat, raw 別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and intermuscular
fat
Sample： Berkshire

11153
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　ばら　脂身つき
生

Pork, medium breed, belly, lean and fat, raw 別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

11154
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　もも　脂身つき
生

Pork, medium breed, inside ham, lean and fat,
raw

別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪： 11.1%、筋間脂肪： 3.2%
Subcutaneous fat： 11.1%
Intermuscular fat： 3.2%
Sample： Berkshire

11155
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　もも　皮下脂肪
なし　生

Pork, medium breed, inside ham, without
subcutaneous fat, raw

別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

筋間脂肪： 3.6% Intermuscular fat： 3.6%
Sample： Berkshire

11156 ＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　もも　赤肉　生 Pork, medium breed, inside ham, lean, raw 別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Berkshire

11157 ＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　もも　脂身　生 Pork, medium breed, inside ham, fat, raw 別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and intermuscular
fat
Sample： Berkshire

11158
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　そともも　脂身つ
き　生

Pork, medium breed, outside ham, lean and fat,
raw

別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪： 18.4%、筋間脂肪： 4.5%
Subcutaneous fat： 18.4%
Intermuscular fat： 4.5%
Sample： Berkshire

11159
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　そともも　皮下脂
肪なし　生

Pork, medium breed, outside ham, without
subcutaneous fat, raw

別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

筋間脂肪： 5.5% Intermuscular fat： 5.5%
Sample： Berkshire

11160
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　そともも　赤肉
生

Pork, medium breed, outside ham, lean, raw 別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Berkshire

11161
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　そともも　脂身
生

Pork, medium breed, outside ham, fat, raw 別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and intermuscular
fat
Sample： Berkshire

11162 ＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　ヒレ　赤肉　生 Pork, medium breed, fillet, lean, raw 別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

11163 ＜畜肉類＞ぶた　[ひき肉]　生 Pork, ground meat, raw
新規 ＜畜肉類＞ぶた　[ひき肉]　焼き Pork, ground meat, baked
11164 ＜畜肉類＞ぶた　[副生物]　舌　生 Pork, variety meat and by-products, tongue, raw 別名： たん

11165 ＜畜肉類＞ぶた　[副生物]　心臓　生 Pork, variety meat and by-products, heart, raw 別名： はつ

11166 ＜畜肉類＞ぶた　[副生物]　肝臓　生 Pork, variety meat and by-products, liver, raw 別名： レバー
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11167 ＜畜肉類＞ぶた　[副生物]　じん臓　生 Pork, variety meat and by-products, kidney, raw 別名： まめ

11168 ＜畜肉類＞ぶた　[副生物]　胃　ゆで
Pork, variety meat and by-products, stomach,
boiled

別名： がつ
試料： 市販品

Sample： commercial product

11169 ＜畜肉類＞ぶた　[副生物]　小腸　ゆで
Pork, variety meat and by-products, small
intestine, boiled

別名： ひも
試料： 市販品

Sample： commercial product

11170 ＜畜肉類＞ぶた　[副生物]　大腸　ゆで
Pork, variety meat and by-products, large
intestine, boiled 試料： 市販品 Sample： commercial product

11171 ＜畜肉類＞ぶた　[副生物]　子宮　生 Pork, variety meat and by-products, uterus, raw 別名： こぶくろ

11172 ＜畜肉類＞ぶた　[副生物]　豚足　ゆで Pork, variety meat and by-products, feet, boiled 皮付きのもの
廃棄部位： 骨

With skin
Removed portion： bones

11173 ＜畜肉類＞ぶた　[副生物]　軟骨　ゆで
Pork, variety meat and by-products, cartilage,
boiled

別名： ふえがらみ
試料： 市販品

11174
＜畜肉類＞ぶた　[ハム・プレスハム類]　骨付き
ハム

Pork, ham, bone-in 廃棄部位： 皮及び骨
ビタミンC： 添加品を含む

Removed portion： skin and bones
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11175
＜畜肉類＞ぶた　[ハム・プレスハム類]　ボンレ
スハム

Pork, ham, boneless ビタミンC： 添加品を含む
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11176
＜畜肉類＞ぶた　[ハム・プレスハム類]　ロース
ハム

Pork, ham, loin ビタミンC： 添加品を含む
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11177
＜畜肉類＞ぶた　[ハム・プレスハム類]　ショル
ダーハム

Pork, ham, shoulder ビタミンC： 添加品を含む
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11178
＜畜肉類＞ぶた　[ハム・プレスハム類]　プレス
ハム

Pork, ham, pressed ビタミンC： 添加品を含む
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11179  主原料：マトン ビタミンC： 添加品を含む 7) Main ingredient : mutton

11180
＜畜肉類＞ぶた　[ハム・プレスハム類]　チョッ
プドハム

Pork, ham, chopped ビタミンC： 添加品を含む
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11181
＜畜肉類＞ぶた　[ハム・プレスハム類]　生ハム
促成

Pork, ham, uncooked ham, fresh ラックスハムを含む ビタミンC： 添加品を含む
Including Lachsschinken
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11182
＜畜肉類＞ぶた　[ハム・プレスハム類]　生ハム
長期熟成

Pork, ham, uncooked ham, ripened プロシュートを含む Including Prosciutto

11183 ＜畜肉類＞ぶた　[ベーコン類]　ベーコン Pork, bacon, belly ばら肉を原料とするもの ビタミンC： 添加品を含む
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11184
＜畜肉類＞ぶた　[ベーコン類]　ロースベーコ
ン

Pork, bacon, loin ビタミンC： 添加品を含む
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11185
＜畜肉類＞ぶた　[ベーコン類]　ショルダー
ベーコン

Pork, bacon, shoulder ビタミンC： 添加品を含む
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11186
＜畜肉類＞ぶた　[ソーセージ類]　ウインナー
ソーセージ

Pork, sausage, Vienna ビタミンC： 添加品を含む
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11187
＜畜肉類＞ぶた　[ソーセージ類]　セミドライ
ソーセージ

Pork, sausage, semi-dry ソフトサラミを含む ビタミンC： 添加品を含む
Including soft salami
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11188
＜畜肉類＞ぶた　[ソーセージ類]　ドライソー
セージ

Pork, sausage, dry サラミを含む ビタミンC： 添加品を含む
Including salami
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11189
＜畜肉類＞ぶた　[ソーセージ類]　フランクフル
トソーセージ

Pork, sausage, Frankfurter ビタミンC： 添加品を含む
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11190
＜畜肉類＞ぶた　[ソーセージ類]　ボロニアソー
セージ

Pork, sausage, Bologna ビタミンC： 添加品を含む
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11191
＜畜肉類＞ぶた　[ソーセージ類]　リオナソー
セージ

Pork, sausage, Lyoner ビタミンC： 添加品を含む
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11192
＜畜肉類＞ぶた　[ソーセージ類]　レバーソー
セージ

Pork, sausage, liver
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11193
＜畜肉類＞ぶた　[ソーセージ類]　混合ソー
セージ

Pork, sausage, mixed with fish meat ビタミンC： 添加品を含む
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11194
＜畜肉類＞ぶた　[ソーセージ類]　生ソーセー
ジ

Pork, sausage, fresh sausage 別名： フレッシュソーセージ

11195 ＜畜肉類＞ぶた　[その他}　焼き豚 Pork, roast pork 試料： 市販品、蒸し焼きしたも
の

ビタミンC： 添加品を含む

Some product may include ascorbic
acid as antioxidant
Sample： commercial product, steam-
roasted

11196 ＜畜肉類＞ぶた　[その他}　レバーペースト Pork, liver paste
11197 ＜畜肉類＞ぶた　[その他}　スモークレバー Pork, smoked liver
11198 ＜畜肉類＞ぶた　[その他}　ゼラチン Pork, gelatin 試料： 家庭用 Sample： product for home use

11199
＜畜肉類＞めんよう　[マトン]　ロース　脂身つき
生

Mutton, loin, lean and fat, raw
別名： ひつじ
試料： ニュージーランド、オー
ストラリア産

Sample： imported from New Zealand
and Australia

新規
＜畜肉類＞めんよう　[マトン]　ロース　脂身つき
焼き

Mutton, loin, lean and fat, baked
別名： ひつじ
試料： ニュージーランド、オー
ストラリア産

Sample： imported from New Zealand
and Australia

11200
＜畜肉類＞めんよう　[マトン]　もも　脂身つき
生

Mutton, leg, lean and fat, raw
別名： ひつじ
試料： ニュージーランド、オー
ストラリア産

Sample： imported from New Zealand
and Australia

11201
＜畜肉類＞めんよう　[ラム]　かた　脂身つき
生

Lamb, shoulder, lean and fat, raw
別名： ひつじ
試料： ニュージーランド、オー
ストラリア産

Sample： imported from New Zealand
and Australia

11202
＜畜肉類＞めんよう　[ラム]　ロース　脂身つき
生

Lamb, loin, lean and fat, raw
別名： ひつじ
試料： ニュージーランド、オー
ストラリア産

Sample： imported from New Zealand
and Australia

新規
＜畜肉類＞めんよう　[ラム]　ロース　脂身つき
焼き

Lamb, loin, lean and fat, baked
別名： ひつじ
試料： ニュージーランド、オー
ストラリア産

Sample： imported from New Zealand
and Australia

11203 ＜畜肉類＞めんよう　[ラム]　もも　脂身つき　生 Lamb, leg, lean and fat, raw
別名： ひつじ
試料： ニュージーランド、オー
ストラリア産

Sample： imported from New Zealand
and Australia

新規
＜畜肉類＞めんよう　[ラム]　もも　脂身つき　焼
き

Lamb, leg, lean and fat, baked
別名： ひつじ
試料： ニュージーランド、オー
ストラリア産

Sample： imported from New Zealand
and Australia

11179 ＜畜肉類＞めんよう　混合プレスハム Mutton, ham, pressed, mixed with fish meat マトンに、つなぎとして魚肉を混
合したもの

ビタミンC： 添加品を含む
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

 ＜POULTRIES ＞

11207 ＜鳥肉類＞うずら　肉　皮つき　生 Japanese quail, meat and skin, raw

11239 ＜鳥肉類＞がちょう　フォアグラ　ゆで Goose, foie gras, boiled 試料： 調味料無添加輸入品
Sample： imported product without
seasoning

11208 ＜鳥肉類＞かも　まがも　肉　皮なし　生 Duck, wild, meat only, raw 試料： 輸入冷凍品 皮下脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat
Sample： imported frozen product

11205 ＜鳥肉類＞かも　あいがも　肉　皮つき　生
Duck, "Aigamo " (crossbred duck), meat and
skin, raw 試料： 輸入冷凍品 Sample： imported frozen product

11206 ＜鳥肉類＞かも　あひる　肉　皮つき　生 Duck, domesticated, meat and skin, raw
112４７ ＜鳥肉類＞かも　あひる　肉　皮なし　生 Duck, domesticated, meat only, raw
新規 ＜鳥肉類＞かも　あひる　皮　生 Duck, domesticated, skin, raw

11209 ＜鳥肉類＞きじ　肉　皮なし　生 Common pheasant, meat only, raw 試料： 輸入冷凍品 皮下脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat
Sample： imported frozen product

11210 ＜鳥肉類＞しちめんちょう　肉　皮なし　生 Turkey, meat only, raw 皮下脂肪を除いたもの Sample： imported frozen product
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11211 ＜鳥肉類＞すずめ　肉　骨・皮つき　生 Sparrow, meat with bone and skin, raw 試料： 輸入冷凍品 くちばし、内臓及び足先を除いたもの
Without bill, offal and leg
Sample： imported frozen product

11212
＜鳥肉類＞にわとり　[成鶏肉]　手羽　皮つき
生

Chicken, mature, wing, meat and skin, raw 廃棄部位： 骨 Removed portion： bones

11213
＜鳥肉類＞にわとり　[成鶏肉]　むね　皮つき
生

Chicken, mature, breast, meat and skin, raw 皮及び皮下脂肪： 32.8% Skin and subcutaneous fat： 32.8%

11214
＜鳥肉類＞にわとり　[成鶏肉]　むね　皮なし
生

Chicken, mature, breast, meat only, raw 皮下脂肪を除いたもの Without subcutaneous fat

11215
＜鳥肉類＞にわとり　[成鶏肉]　もも　皮つき
生

Chicken, mature, thigh, meat and skin, raw 皮及び皮下脂肪： 30.6% Skin and subcutaneous fat： 30.6%

11216
＜鳥肉類＞にわとり　[成鶏肉]　もも　皮なし
生

Chicken, mature, thigh, meat only, raw 皮下脂肪を除いたもの Without subcutaneous fat

11217 ＜鳥肉類＞にわとり　[成鶏肉]　ささ身　生 Chicken, mature, inner fillet, raw 廃棄部位： すじ Removed portion： sinew

11218
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　手羽　皮つき
生

Chicken, broiler, wing, meat and skin, raw 廃棄部位： 骨 Removed portion： bones

新規
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　手羽先　皮つき
生

Chicken, broiler, wing tip, meat and skin, raw 廃棄部位： 骨? Removed portion： bones

新規
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　手羽元　皮つき
生

Chicken, broiler, wing stick, meat and skin, raw 廃棄部位： 骨? Removed portion： bones

11219
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　むね　皮つき
生

Chicken, broiler, breast, meat and skin, raw 皮及び皮下脂肪： 21.5% Skin and subcutaneous fat： 21.5%

新規
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　むね　皮つき
焼き

Chicken, broiler, breast, meat and skin, baked

11220
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　むね　皮なし
生

Chicken, broiler, breast, meat only, raw 皮下脂肪を除いたもの Without subcutaneous fat

新規
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　むね　皮なし
焼き

Chicken, broiler, breast, meat only, baked 皮下脂肪を除いたもの Without subcutaneous fat

11221
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　もも　皮つき
生

Chicken, broiler, thigh, meat and skin, raw 皮及び皮下脂肪： 21.2% Skin and subcutaneous fat： 21.2%

11222
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　もも　皮つき
焼き

Chicken, broiler, thigh, meat and skin, baked

11223
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　もも　皮つき
ゆで

Chicken, broiler, thigh, meat and skin, boiled

新規
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　もも　皮つき
唐揚げ

Chicken, broiler, thigh, meat and skin, floured
and fried

11224
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　もも　皮なし
生

Chicken, broiler, thigh, meat only, raw 皮下脂肪を除いたもの Without subcutaneous fat

11225
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　もも　皮なし
焼き

Chicken, broiler, thigh, meat only, baked 皮下脂肪を除いたもの Without subcutaneous fat

11226
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　もも　皮なし　ゆ
で

Chicken, broiler, thigh, meat only, boiled 皮下脂肪を除いたもの Without subcutaneous fat

新規
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　もも　皮なし
唐揚げ

Chicken, broiler, thigh, meat only, floured and
fried 皮下脂肪を除いたもの Without subcutaneous fat

11227 ＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　ささ身　生 Chicken, broiler, inner fillet, raw 廃棄部位： すじ Removed portion： sinew

11228 ＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　ささ身　焼き Chicken, broiler, inner fillet, baked
11229 ＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　ささ身　ゆで Chicken, broiler, inner fillet, boiled
11230 ＜鳥肉類＞にわとり　[ひき肉]　生 Chicken, ground meat, raw
新規 ＜鳥肉類＞にわとり　[ひき肉]　焼き Chicken, ground meat, baked
11231 ＜鳥肉類＞にわとり　[副生物]　心臓　生

Chicken, variety meat and by-products, heart,
raw 別名： はつ

11232 ＜鳥肉類＞にわとり　[副生物]　肝臓　生
Chicken, variety meat and by-products, liver,
raw 別名： レバー

11233 ＜鳥肉類＞にわとり　[副生物]　筋胃　生
Chicken, variety meat and by-products, gissard,
raw 別名： 砂ぎも
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11234 ＜鳥肉類＞にわとり　[副生物]　皮　むね　生
Chicken, variety meat and by-products, skin,
breast, raw 皮下脂肪を含んだもの With subcutaneous fat

11235 ＜鳥肉類＞にわとり　[副生物]　皮　もも　生
Chicken, variety meat and by-products, skin,
thigh, raw 皮下脂肪を含んだもの With subcutaneous fat

11236 ＜鳥肉類＞にわとり　[副生物]　軟骨　生
Chicken, variety meat and by-products,
cartilage bone, raw 別名： やげん

11237 ＜鳥肉類＞にわとり　[その他]　焼き鳥缶詰
Chicken, canned products, roast meat with
seasoning 汁を含んだもの With liquid

新規 ＜鳥肉類＞にわとり　[その他]　チキンナゲット Chicken, nuggets
新規 ＜鳥肉類＞にわとり　[その他]　つくね

Chicken, "Tsukune " (Japanese chicken
meatball)

11238
＜鳥肉類＞はと　肉　皮なし　生　肉　皮なし
生

Pigeon, meat only, raw 試料： 輸入冷凍品 Sample： imported frozen product

11240 ＜鳥肉類＞ほろほろちょう　肉　皮なし　生 Guinea fowl, meat only, raw 試料： 輸入冷凍品 皮下脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat
Sample： imported frozen product

 ＜OTHERS ＞

11241 ＜その他＞いなご　つくだ煮
Rice hopper, Tsukudani (simmered whole
without wings and legs in soy sauce and sugar)

11242 ＜その他＞かえる　肉　生 Bullfrog, meat, raw 試料： うしがえる､輸入冷凍品 Sample： imported frozen product

11243 ＜その他＞すっぽん　肉　生 Chinese softshell turtle, meat, raw 甲殻、頭部、脚、内臓、皮等を除いたもの
Without carapace, head, legs, viscera,
skin, etc.

11244 ＜その他＞はち　はちの子缶詰 Wasp, larva, canned with seasoning 原材料： 主として地ばち （くろ
すずめばち）の幼虫

１２ 卵類 12. Eggs

12020 あひる卵　ピータン
Egg products, domesticated duck, century egg
(Pidan) 廃棄部位： 泥状物及び卵殻（卵殻： 15%）

Removed portion： dirt and eggshell
(eggshell： 15%)

12001 うこっけい卵　全卵　生 Eggs, silkie, whole, raw
廃棄部位： 付着卵白を含む卵殻（卵殻：
13%）
卵黄：卵白= 38：62

Removed portion： eggshell including
adhered egg white (eggshell： 13%)
Yolk ： White = 38 ： 62

12002 うずら卵　全卵　生 Eggs, Japanese quail, whole, raw
廃棄部位： 付着卵白を含む卵殻（卵殻：
12%）
卵黄：卵白= 38：62

Removed portion： eggshell including
adhered egg white (eggshell： 12%)
Yolk ： White = 38 ： 62

12003 うずら卵　水煮缶詰 Eggs, Japanese quail, boiled, canned in brine 液汁を除いたもの Drained

12004 鶏卵　全卵　生 Eggs, chicken, whole, raw 冷凍液全卵を含む

廃棄部位： 付着卵白を含む卵殻（卵殻：
13%）
卵黄：卵白= 31：69
ビタミンD： ビタミンD活性代謝物を含む（ビ
タミンD活性代謝物を含まない場合： 0.9
μg）

Including frozen liquid whole egg
Removed portion： eggshell including
adhered egg white (eggshell： 13%)
Yolk ： White = 31 ： 69
Vitamin D： including vitamin D active
metabolites (excluding vitamin D
active metabolites： 0.9 µg)

12005 鶏卵　全卵　ゆで Eggs, chicken, whole, boiled

卵黄：卵白(付着卵白を含む)＝30：70
ビタミンD： ビタミンD活性代謝物を含む（ビ
タミンD活性代謝物を含まない場合： 0.9 µ
g）

 
Yolk： White(including adhered egg
white)=30：70
Vitamin D： including vitamin D active
metabolites (excluding vitamin D
active metabolites： 0.9 µg)
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12006 鶏卵　全卵　ポーチドエッグ Eggs, chicken, whole, poached egg
12007 鶏卵　全卵　水煮缶詰 Eggs, chicken, boiled and canned in brine 液汁を除いたもの Drained

12008 鶏卵　全卵　加糖全卵 Eggs, chicken, whole, sugared しょ糖： 20g Including 20g of sucrose

12009 鶏卵　全卵　乾燥全卵 Eggs, chicken, whole, dried

12010 鶏卵　卵黄　生 Eggs, chicken, yolk, raw 液卵黄を含む
ビタミンD： ビタミンD活性代謝物を含む（ビ
タミンD活性代謝物を含まない場合： 2.8μ
g）

Including liquid egg yolk
Vitamin D： including vitamin D active
metabolites (excluding vitamin D
active metabolites： 2.8 µg)

12011 鶏卵　卵黄　ゆで Eggs, chicken, yolk, boiled 液卵黄を含む
ビタミンD： ビタミンD活性代謝物を含む（ビ
タミンD活性代謝物を含まない場合： 2.8μ
g）

Including liquid egg yolk
Vitamin D： including vitamin D active
metabolites (excluding vitamin D
active metabolites： 2.8 µg)

12012 鶏卵　卵黄　加糖卵黄 Eggs, chicken, yolk, sugared しょ糖： 20 g Including 20 g of sucrose

12013 鶏卵　卵黄　乾燥卵黄 Eggs, chicken, yolk, dried
12014 鶏卵　卵白　生 Eggs, chicken, white, raw 液卵白を含む Including liquid egg white

12015 鶏卵　卵白　ゆで Eggs, chicken, white, boiled
12016 鶏卵　卵白　乾燥卵白 Eggs, chicken, white, dried

12017 鶏卵　たまご豆腐
Egg products, chicken, Tamago-dofu  (cold
savory egg custard)

12018 鶏卵　たまご焼　厚焼きたまご

Egg products, chicken, Tamago-yaki  (Japanese
rolled omelet), Atsuyaki - tamago  (sweet rolled
omelet with Katsuo-bushi  and kombu dashi )

12019 鶏卵　たまご焼　だし巻きたまご

Egg products, chicken, Tamago-yaki  (Japanese
rolled omelet), Dashimaki - tamago (rolled
omelet with Katsuo-bushi  and kombu dashi )

１３ 乳類 13. Milk and milk products
 ＜MILK AND DAIRY PRODUCTS ＞

13001
＜牛乳及び乳製品＞(液状乳類）　生乳
ジャージー種

Liquid milk, raw milk, Jersey 未殺菌のもの (100 g： 96.9 mL、100 mL： 103.2 g)
Unpasteurized
(100 g： 96.9 mL、100 mL： 103.2 g)

13002
＜牛乳及び乳製品＞(液状乳類）　生乳　ホル
スタイン種

Liquid milk, raw milk, Holstein 未殺菌のもの (100 g： 96.9 mL、100 mL： 103.2 g)
Unpasteurized
(100 g： 96.9 mL、100 mL： 103.2 g)

13003 ＜牛乳及び乳製品＞(液状乳類）　普通牛乳 Liquid milk, whole milk

(100 g； 96.9 mL、100 mL： 103.2 g)
鉄： Trであるが、利用上の便宜のため小数
第2位まで記載。 (本表をTr→0.02に変更）
ビタミンD： ビタミンD活性代謝物を含む（ビ
タミンD活性代謝物を含まない場合： Tr）

(100 g： 96.9 mL、100 mL： 103.2 g)
Iron： round at two decimal place for
convenience
Vitamin D： including vitamin D active
metabolites (excluding vitamin D
active metabolites： Tr)

13004
＜牛乳及び乳製品＞(液状乳類）　加工乳　濃
厚

Liquid milk, containing recombined milk, high
fat (100 g： 96.2 mL、100 mL： 104.0 g) (100 g： 96.2 mL、100 mL： 104.0 g)

13005
＜牛乳及び乳製品＞(液状乳類）　加工乳　低
脂肪

Liquid milk, containing recombined milk, low
fat (100 g:：96.4 mL、100 mL： 103.7 g) (100 g： 96.4 mL、100 mL： 103.7 g)

13006 ＜牛乳及び乳製品＞(液状乳類）　脱脂乳 Liquid milk, skimmed milk (100 g： 96.5 mL、100 mL： 103.6 g) (100 g： 96.5 mL、100 mL： 103.6 g)
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13007
＜牛乳及び乳製品＞(液状乳類）　乳飲料
コーヒー

Milk beverages, coffee flavored (100 g： 95.0 mL、100 mL： 105.3 g) (100 g： 95.0 mL、100 mL： 105.3 g)

13008
＜牛乳及び乳製品＞(液状乳類）　乳飲料　フ
ルーツ

Milk beverages, fruit flavored (100 g： 95.1 mL、100 mL： 105.1 g) (100 g： 95.1 mL、100 mL： 105.1 g)

13009 ＜牛乳及び乳製品＞(粉乳類）　全粉乳 Milk powder, whole milk powder
13010 ＜牛乳及び乳製品＞(粉乳類）　脱脂粉乳 Milk powder, skimmed milk powder 別名： スキムミルク

13011
＜牛乳及び乳製品＞(粉乳類）　乳児用調製粉
乳

Milk powder, infant formula 育児用栄養強化品
別名： 育児用粉ミルク

13012 ＜牛乳及び乳製品＞(練乳類）　無糖練乳 Evaporated whole milk 別名： エバミルク

13013 ＜牛乳及び乳製品＞(練乳類）　加糖練乳 Condensed whole milk, sweetened 別名： コンデンスミルク しょ糖： 44 g Including 44 g of sucrose

13014
＜牛乳及び乳製品＞(クリーム類）　クリーム　乳
脂肪

Cream, milk fat

13015
＜牛乳及び乳製品＞(クリーム類）　クリーム　乳
脂肪 ・ 植物性脂肪

Cream substitute, milk and vegetable fats 脂質： 乳脂肪22.5 gと植物性脂肪19.6 g Lipid： 22.5 g of milk fat and 19.6 g of
vegetable fat

13016
＜牛乳及び乳製品＞(クリーム類）　クリーム　植
物性脂肪

Cream substitute, vegetable fat

13017
＜牛乳及び乳製品＞(クリーム類）　ホイップク
リーム　乳脂肪

Whipping cream, milk fat クリームにグラニュー糖を加え
て泡だてたもの

13018
＜牛乳及び乳製品＞(クリーム類）　ホイップク
リーム　乳脂肪・植物性脂肪

Whipping cream substitute, milk and vegetable
fats

クリームにグラニュー糖を加え
て泡だてたもの

脂質： 乳脂肪19.1 gと植物性脂肪17.1 g Lipid： 19.1 g of milk fat and 17.1 g of
vegetable fat

13019
＜牛乳及び乳製品＞(クリーム類）　ホイップク
リーム　植物性脂肪

Whipping cream substitute, vegetable fat クリームにグラニュー糖を加え
て泡だてたもの

13020
＜牛乳及び乳製品＞(クリーム類）　コーヒーホ
ワイトナー　液状　乳脂肪

Coffee whitener, liquid, milk fat 別名： コーヒー用ミルク、コー
ヒー用クリーム

13021
＜牛乳及び乳製品＞(クリーム類）　コーヒーホ
ワイトナー　液状　乳脂肪・植物性脂肪

Coffee whitener, liquid, milk and vegetable fats 別名： コーヒー用ミルク、コー
ヒー用クリーム

脂質： 乳脂肪9.2 gと植物性脂肪12.4 g Lipid： 9.2 g of milk fat and 12.4 g of
vegetable fat

13022
＜牛乳及び乳製品＞(クリーム類）　コーヒーホ
ワイトナー　液状　植物性脂肪

Coffee whitener, liquid, vegetable fat 別名： コーヒー用ミルク、コー
ヒー用クリーム

13023
＜牛乳及び乳製品＞(クリーム類）　コーヒーホ
ワイトナー　粉末状　乳脂肪

Coffee whitener, powder, milk fat 別名： コーヒー用ミルク、コー
ヒー用クリーム

13024
＜牛乳及び乳製品＞(クリーム類）　コーヒーホ
ワイトナー　粉末状　植物性脂肪

Coffee whitener, powder, vegetable fat 別名： コーヒー用ミルク、コー
ヒー用クリーム

13025
＜牛乳及び乳製品＞(発酵乳・乳酸菌飲料）
ヨーグルト　全脂無糖

Yogurt, whole milk, unsweetened 別名： プレーンヨーグルト

新規
＜牛乳及び乳製品＞(発酵乳・乳酸菌飲料）
ヨーグルト　低脂肪無糖

Yogurt, low fat, unsweetened

新規
＜牛乳及び乳製品＞(発酵乳・乳酸菌飲料）
ヨーグルト　無脂肪無糖

Yogurt, fat free, unsweetened

13026
＜牛乳及び乳製品＞(発酵乳・乳酸菌飲料）
ヨーグルト　脱脂加糖

Yogurt, skimmed, sweetened 別名： 普通ヨーグルト

13027
＜牛乳及び乳製品＞(発酵乳・乳酸菌飲料）
ヨーグルト　ドリンクタイプ　加糖

Yogurt, liquid, sweetened

13028
＜牛乳及び乳製品＞(発酵乳・乳酸菌飲料）
乳酸菌飲料　乳製品

Lactic acid bacteria beverages, not pasteurized
after fermentation, nonfat milk solids ≥ 3.0% 無脂乳固形分3.0％以上 (100 g： 92.9 mL、100 mL： 107.6 g) (100 g： 92.9 mL、100 mL： 107.6 g)

13029
＜牛乳及び乳製品＞(発酵乳・乳酸菌飲料）
乳酸菌飲料　殺菌乳製品

Lactic acid bacteria beverages, pasteurized after
fermentation, nonfat milk solids ≥ 3.0%

無脂乳固形分3.0％以上
希釈後飲用

(100 g： 81.0 mL、100 mL： 123.5 g)
(100 g： 81.0 mL、100 mL： 123.5 g)
Use by dilution

13030
＜牛乳及び乳製品＞(発酵乳・乳酸菌飲料）
乳酸菌飲料　非乳製品

Lactic acid bacteria beverages, nonfat milk
solids < 3.0% 無脂乳固形分3.0％未満 (100 g： 93.8 mL、100 mL： 106.6 g) (100 g： 93.8 mL、100 mL： 106.6 g)

13031
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　ナチュラル
チーズ　エダム

Cheese, Edam

13032
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　ナチュラル
チーズ　エメンタール

Cheese, Emmental
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13033
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　ナチュラル
チーズ　カテージ

Cheese, cottage クリーム入り With cream

13034
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　ナチュラル
チーズ　カマンベール

Cheese, Camembert

13035
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　ナチュラル
チーズ　クリーム

Cheese, cream

13036
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　ナチュラル
チーズ　ゴーダ

Cheese, Gouda

13037
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　ナチュラル
チーズ　チェダー

Cheese, Cheddar

13038
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　ナチュラル
チーズ　パルメザン

Cheese, Parmesan 粉末状 Powder

13039
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　ナチュラル
チーズ　ブルー

Cheese, blue

新規
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　ナチュラル
チーズ　マスカルポーネ

Cheese, Mascarpone

新規
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　ナチュラル
チーズ　モッツァレラ

Cheese, mozzarella

新規
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　ナチュラル
チーズ　やぎ

Cheese, goat milk 別名： シェーブルチーズ

新規
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　ナチュラル
チーズ　リコッタ

Cheese, Ricotta

13040
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　プロセスチー
ズ

Cheeses, processed

13041
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　チーズスプ
レッド

Cheeses, spreadable

13042
＜牛乳及び乳製品＞(アイスクリーム類）　アイス
クリーム　高脂肪

Ice cream, high fat (milk solids ≥ 15%, milk fat ≥
12%)

 *乳脂肪
乳固形分15.0％以上、乳脂肪
分12.0%以上
試料： バニラアイスクリーム

Sample: vanilla ice cream

13043
＜牛乳及び乳製品＞(アイスクリーム類）　アイス
クリーム　普通脂肪

Ice cream, regular (milk solids ≥ 15%, milk fat
=8%)

 *乳脂肪
乳固形分15.0％以上、乳脂肪
分8.0%
試料： バニラアイスクリーム

13044
＜牛乳及び乳製品＞(アイスクリーム類）　アイス
ミルク

Ice cream, ice milk (milk solids ≥ 10%, milk fat≥
3%, including vegetable fat)

 *植物性脂肪を含む
乳固形分10.0％以上、乳脂肪
分3.0%以上、植物性脂肪を含
む

13045
＜牛乳及び乳製品＞(アイスクリーム類）　ラクト
アイス　普通脂肪

Ice cream, lacto-ice, regular (milk solids ≥ 3%,
main lipid : vegetable fat)

 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、主な脂
質： 植物性脂肪

13046
＜牛乳及び乳製品＞(アイスクリーム類）　ラクト
アイス　低脂肪

Ice cream, lacto-ice, low fat (milk solids ≥ 3%
main lipid : vegetable fat)

 *主な脂質 :植物性脂肪
乳固形分3.0％以上、主な脂
質： 植物性脂肪

13047
＜牛乳及び乳製品＞(アイスクリーム類）　ソフト
クリーム

Ice cream, soft-serve 主な脂質： 乳脂肪 コーンカップを除いたもの
Without cone cup
Main lipid： milk fat

13048 ＜牛乳及び乳製品＞(その他）　カゼイン Casein 試料： 酸カゼイン Sample： acid casein

13049 ＜牛乳及び乳製品＞(その他）　シャーベット Sherbet 試料： 乳成分入り氷菓
Sample： product contained milk
constituent
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13050
＜牛乳及び乳製品＞(その他）　チーズホエー
パウダー

Cheese whey powder

（14017～019)

 ＜OTHERS ＞  

13051 ＜その他＞人乳 Other milk, human milk, mature 試料： 成熟乳

(100 g： 98.3 mL、100 mL： 101.7 g)
鉄： Trであるが、利用上の便宜のため小数
第2位まで記載。 (本表をTr→0.04に変更）
ヨウ素： 第３章参照
ビタミンD： ビタミンD活性代謝物を含む（ビ
タミンD活性代謝物を含まない場合： Tr）

Mature milk
(100 g： 98.3 mL、100 mL： 101.7 g)
Iron： round at two decimal place for
convenience
Iodine： see Chapter 3
Vitamin D： including vitamin D active
metabolites (excluding vitamin D
active metabolites： Tr)

13052 ＜その他＞やぎ乳 Other milk, goat milk
１４ 油脂類 14. Fats and oils

新規 (植物油脂類）　あまに油 Flaxseed oil
新規 (植物油脂類）　えごま油 Perilla oil

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

Sample： extra virgin oil

14002 (植物油脂類）　ごま油 Sesame oil 試料： 精製油 Sample： refined oil

14003 (植物油脂類）　米ぬか油 Rice bran oil 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

Safflower oil, high oleic 別名： べにばな油
 高オレイン酸精製油

新規
(植物油脂類）　サフラワー油　高リノール酸精
製油

Safflower oil, high linoleic

14005 (植物油脂類）　大豆油 Soybean oil 試料： 精製油及びサラダ油 Sample： refined oil and salad oil

14006 (植物油脂類）　調合油 Vegetable oil, blend 試料： 精製油及びサラダ油 配合割合： なたね油１、大豆油１
Blending ratio： rapeseed oil 50,
soybean oil 50
Sample： refined oil and salad oil

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

Sample： refined oil

14008 (植物油脂類）　なたね油 Rapeseed oil
試料： 低エルカ酸の精製油及

びサラダ油
別名： キャノーラ油、カノーラ油

Sample： Low erucic acid oil (refined
oil and salad oil)

14009 (植物油脂類）　パーム油 Palm oil 試料： 精製油 Sample： refined oil

14010 (植物油脂類）　パーム核油 Palm kernel oil 試料： 精製油 Sample： refined oil

14011
(植物油脂類）　ひまわり油　高リノール酸精製
油

Sunflower oil, high linoleic  高リノール酸精製油

新規
(植物油脂類）　ひまわり油　ミッドオレイン酸精
製油

Sunflower oil, mid-oleic

新規
(植物油脂類）　ひまわり油　高オレイン酸精製
油

Sunflower oil, high oleic

新規 (植物油脂類）　ぶどう油 Grape seed oil 別名： グレープシードオイル

14012 (植物油脂類）　綿実油 Cottonseed oil 試料： 精製油 Sample： refined oil

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

Sample： refined oil

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

Sample： refined oil
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14015 (動物脂類）　牛脂 Beef tallow 試料： いり取りしたもの
別名： ヘット

Sample： dry-rendered

14016 (動物脂類）　ラード Lard 別名： 豚脂
試料： 市販精製品

Sample： commercial product

14017 (バター類）　有塩バター Butter, salted butter

14018 (バター類）　食塩不使用バター Butter, unsalted butter 別名： 無塩バター

14019 (バター類）　発酵バター Butter, cultured butter

14020 (マーガリン類）　ソフトタイプマーガリン Margarine, soft type
ビタミンA： 添加品あり

βカロテン： 着色料として添加
ビタミンD： 添加品あり

Some products may be fortified with
vitamin A and/or vitamin D
β-carotene： added as color additive

14021 (マーガリン類）　ファットスプレッド Margarine, Fat spread βカロテン： 着色料として添加 β-carotene： added as color additive

(13014～024)

14022 (その他）　ショートニング Shortening 試料： 家庭用、 植物油脂製品
Sample： vegetable oil product for
home use

１５ 菓子類 15. Confectionaries
<Traditional fresh and semi-dry
confectionaries>

15001 ＜和生菓子・和半生菓子類＞甘納豆　あずき
Traditional confectionery, "Amanatto , Adzuki
beans" (candied Adzuki beans)

15002
＜和生菓子・和半生菓子類＞甘納豆　いんげ
んまめ

Traditional confectionery, "Amanatto , kidney
beans" (candied kidney beans)

15003 ＜和生菓子・和半生菓子類＞甘納豆　えんどう
Traditional confectionery, "Amanatto , peas"
(candied green peas)

15005 ＜和生菓子・和半生菓子類＞今川焼
Traditional confectionery, "Imagawayaki"
(Japanese waffle stuffed with red bean paste)

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

部分割合： 皮 2、あん 1
Recipe： baked dough 2, red bean
paste 1

15006 ＜和生菓子・和半生菓子類＞ういろう
Traditional confectionery, "Uiro " (steamed
sweet rice dough) 試料： 白ういろう 食塩添加品あり Some product may contain salt

15007 ＜和生菓子・和半生菓子類＞うぐいすもち

Traditional confectionery, "Uguisu-mochi "
(sweet rice cake,  filled with red bean paste,
coated by roasted green soy flour)

部分割合 ：もち 10、あん 8、きな粉 0.05
Recipe： glutinous rice cake 10, red
bean paste 8, roasted soybean flour
0.05

15008 ＜和生菓子・和半生菓子類＞かしわもち

Traditional confectionery, "Kashiwa-mochi "
(Leaf-wrapped rice cake with red bean paste
filling)

部分割合： 皮 3、あん 2
葉を除いたもの

Recipe： nonglutinous rice cake 3, red
bean paste 2
Excluding white oak leaf wrapping

15009 ＜和生菓子・和半生菓子類＞カステラ
Traditional confectionery, "Kasutera"
(rectangle sponge cake) 試料： 長崎カステラ

15010 ＜和生菓子・和半生菓子類＞かのこ

Traditional confectionery, "Kanoko"  (red bean
jelly wrapped with red bean paste, red bean
compote and agar)

15011 ＜和生菓子・和半生菓子類＞かるかん

Traditional confectionery, "Karukan " (white
steamed cake made from rice flour, grated yam
and sugar)

15012 ＜和生菓子・和半生菓子類＞きび団子
Traditional confectionery, "Kibi-dango " (sweet
dumpling made from rice and proso millet flour)

15013 ＜和生菓子・和半生菓子類＞ぎゅうひ
Traditional confectionery, "Gyuhi " (kneaded
glutinous rice flour with sugar, steamed)

15014 ＜和生菓子・和半生菓子類＞きりざんしょ
Traditional confectionery, "Kirizansho " (Sweet
rice cake flavored by Japanese pepper

分類名と重複する記載や矛盾する
記載(チョコレートの中のカバーリン
グチョコレートなど）もあり、かえって
わかりづらくなるため、個別の食品
名の中に書き込みました。
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15015 ＜和生菓子・和半生菓子類＞きんぎょく糖
Traditional confectionery, "Kingyokuto"  (Sweet
agar jelly)

15016 ＜和生菓子・和半生菓子類＞きんつば
Traditional confectionery, "Kintsuba " (red bean
paste covered with dough, baked) 部分割合： 皮 1、あん 9

Recipe： baked coating dough １, red
bean paste 9

15017 ＜和生菓子・和半生菓子類＞草もち

Traditional confectionery, "Kusa-moch i" (green
rice cake, stuffed with red bean paste, flavored
by Japanese wormwood "Yomogi ")

部分割合： 皮 6、あん 4
Recipe： nonglutinous rice cake 6, red
bean paste 4

15018 ＜和生菓子・和半生菓子類＞くし団子　あん

Traditional confectionery, "Kushi-dango, An"
(skewered rice dumplings, steamed, coated by
red bean paste)

部分割合： 団子 8、あん 3
くしを除いたもの

Recipe： nonglutinous rice dumpling 8,
red bean paste 3
Excluding skewer

15019 ＜和生菓子・和半生菓子類＞くし団子　しょうゆ

Traditional confectionery, "Kushi-dango, s oy
sauce"  (skewered rice dumplings, steamed,
seasoned with soy sauce)

部分割合： 団子 9、たれ 2
くしを除いたもの

Recipe： rice dumpling 9, sauce 2
Excluding skewer

新規 ＜和生菓子・和半生菓子類＞くずもち

Traditional confectionery, "Kudzu-mochi "
(sweetened gelatin made from starch, with
roasted soybean flour and brown sugar syrup)

部分割合： ○○ Recipe： ○○

15020 ＜和生菓子・和半生菓子類＞げっぺい
Traditional confectionery,  Moon cake (Yue
bing) , stuffed with red bean paste 部分割合： 皮 5、あん 4 Recipe： dough 5, red bean paste 4

新規 ＜和生菓子・和半生菓子類＞笹だんご

Traditional confectionery, "Sasa-dango " (sweet
rice cake stuffed with red bean paste, wrapped
in sasa-bamboo leaves)

部分割合： ○○ Recipe： ○○

15021 ＜和生菓子・和半生菓子類＞桜もち　関東風

Traditional confectionery, "Sakura-mochi,
Kanto style"  (pink small pancake roll with red
bean paste filling, wrapped by a salted cherry
leaf. Dough is made from wheat and rice flour.)

部分割合： 小麦粉皮 4、あん 5
廃棄部位： 桜葉

Recipe： baked dough 4, red bean
paste 5
Removed portion： salted cherry leaf
for wrapping

15022 ＜和生菓子・和半生菓子類＞桜もち　関西風

Traditional confectionery, "Sakura-mochi,
Kansai style" (pink rice cake stuffed with red
bean paste, wrapped with a salted cherry leaf.
Dough is made from glutinous rice flour.)

別名： 道明寺
部分割合： 道明寺種皮 3、あん 2
*桜葉

Recipe： steamed dough 3, red bean
paste 2
Removed portion： salted cherry leaf
for wrapping

15023 ＜和生菓子・和半生菓子類＞大福もち
Traditional confectionery, "Daifuku-mochi"
(sweet rice cake stuffed with red bean paste) 部分割合： もち皮 10、あん 7

Recipe： glutinous rice cake 10, red
bean paste 7

15024 ＜和生菓子・和半生菓子類＞タルト（和菓子）
Traditional confectionery, "Taruto"  (Swiss roll
with red bean paste filling) あん入りロールカステラ 部分割合： 皮 2、あん 1

Recipe： glutinous rice cake 2, red
bean paste 1

15025 ＜和生菓子・和半生菓子類＞ちまき
Traditional confectionery, "Chimaki" (bamboo-
leaf-wrapped sweet rice dough, steamed) 上新粉製品

15026 ＜和生菓子・和半生菓子類＞ちゃつう

Traditional confectionery, "Chatsu"  (red bean
paste covered with green tea flavored dough,
baked)

部分割合： 皮 1、あん 9
Recipe： baked dough 1, red bean
paste 9

15027 ＜和生菓子・和半生菓子類＞どら焼
Traditional confectionery, "Dorayaki "
(Japanese pancake sandwich with red bean 部分割合： 皮 5、あん 4

Recipe： baked dough 5, red bean
paste 4

15004
＜和生菓子・和半生菓子類＞生八つ橋　あん
入り

Traditional confectionery, "Aniri-nama-
yatsuhashi" (Cinnamon-flavored sweet rice
dough, steamed, with red bean paste filling

部分割合： 皮 4、あん 6 Recipe： dough 4, red bean paste 6

15028 ＜和生菓子・和半生菓子類＞ねりきり

Traditional confectionery, "Nerikiri " ("Gyuhi "
kneaded with colored bean paste, molded)  (cf.
15013"Gyuhi" )

15029
＜和生菓子・和半生菓子類＞まんじゅう　カステ
ラまんじゅう

Traditional confectionery, "Kasutera-manju "
(sponge cake stuffed with red bean paste) 部分割合： 皮 5、あん 7

Recipe： baked dough 5, red bean
paste 7

15030
＜和生菓子・和半生菓子類＞まんじゅう　くずま
んじゅう

Traditional confectionery, "Kudzu-manju "
(sweetened gelatin made from kudzu starch,
stuffed with red bean paste)

別名： くずざくら 部分割合： 皮 2、あん 3
Recipe： steamed starch dough 2, red
bean paste 3

五十音順で順番変更
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15031
＜和生菓子・和半生菓子類＞まんじゅう　くりま
んじゅう

Traditional confectionery, "Kuri-manju "
(baked sweet dough stuffed with red bean paste
and candied chestnuts)

部分割合： 皮 1、あん 2
Recipe： baked dough 1, red bean
paste 2

15032
＜和生菓子・和半生菓子類＞まんじゅう　とうま
んじゅう

Traditional confectionery, "To-manju " (baked
sweet dough stuffed with red bean paste) 部分割合： 皮 4、あん 5

Recipe： baked dough 4, red bean
paste 5

15033
＜和生菓子・和半生菓子類＞まんじゅう　蒸しま
んじゅう

Traditional confectionery, "Mushi-manju "
(steamed sweet dough stuffed with red bean 薬まんじゅう等 部分割合： 皮 1、あん 2

Recipe： steamed dough 1, red bean
paste 2

15034
＜和生菓子・和半生菓子類＞まんじゅう　中華
まんじゅう　あんまん

Chinese style steamed bun, stuffed with red
bean paste 部分割合： 皮 10、あん 7

Recipe： steamed dough 10, red bean
paste 7

15035
＜和生菓子・和半生菓子類＞まんじゅう　中華
まんじゅう　肉まん

Chinese style steamed bun, stuffed with meat
and vegetable 部分割合： 皮 10、肉あん 4.5

Recipe： steamed dough 10, meat
filling 4.5

15036 ＜和生菓子・和半生菓子類＞もなか
Traditional confectionery, "Monaka "
(glutinous rice wafers with red bean paste 部分割合： 皮 1、あん 9

Recipe： glutinous rice wafer cup 1,
red bean paste 9

15037 ＜和生菓子・和半生菓子類＞ゆべし

Traditional confectionery, "Yubeshi " (steamed
sweet dough made from rice flour, walnuts, soy
sauce and citrus "Yuzu"  juice)

試料： くるみ入り

15038
＜和生菓子・和半生菓子類＞ようかん　練りよう
かん

Traditional confectionery, "Neri-yokan "
(hardened red bean agar bar)

15039
＜和生菓子・和半生菓子類＞ようかん　水ようか
ん

Traditional confectionery, "Mizu-yokan " (soft
red bean jelly)

15040
＜和生菓子・和半生菓子類＞ようかん　蒸しよう
かん

Traditional confectionery, "Mushi-yokan "
(steamed red bean paste bar)

15041 ＜和干菓子類＞あめ玉
Traditional confectionery, "Amedama " (sugar
candy) 食塩添加品あり Some products may contain salt

15042 ＜和干菓子類＞芋かりんとう
Traditional confectionery, "Imo-karinto " (deep
fried sweet potato chips, coated with sugar 別名： 芋けんぴ

15043 ＜和干菓子類＞おこし
Traditional confectionery, "Okoshi " (puffed
sweet rice cake) 米おこし、あわおこしを含む

15044 ＜和干菓子類＞おのろけ豆
Traditional confectionery, "Onoroke-mame "
(roasted peanuts coated with rice dough, baked) らっかせい製品

15045 ＜和干菓子類＞かりんとう　黒

Traditional confectionery, "Karinto, black"
(crunchy deep fried wheat flour dough coated
with brown sugar"

15046 ＜和干菓子類＞かりんとう　白

Traditional confectionery, "Karinto, white"
(crunchy deep fried wheat flour dough coated
with white sugar)

15047 ＜和干菓子類＞ごかぼう

Traditional confectionery, "Gokabo " (roasted
glutinous rice stick covered with roasted soy
powder and sugar)

15048
＜和干菓子類＞小麦粉せんべい　磯部せんべ
い

Traditional confectionery, "Isobe-senbei"  (soft
wheat flour cracker using soda water of Isobe
hot spring)

15049
＜和干菓子類＞小麦粉せんべい　かわらせん
べい

Traditional confectionery, "Kawara senbei"
(hard wheat flour cracker shaped like a
Japanese traditional roof tile)

15050
＜和干菓子類＞小麦粉せんべい　巻きせんべ
い

Traditional confectionery, "Maki-senbei"  (light
wheat cracker roll with sugar confectionary 別名： 有平巻き

15051
＜和干菓子類＞小麦粉せんべい　南部せんべ
い　ごま入り

Traditional confectionery, "Nanbu-Senbei ,
Sesame" (round wheat flour cracker, with
sesame seeds)
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15052
＜和干菓子類＞小麦粉せんべい　南部せんべ
い　落花生入り

Traditional confectionery, "Nanbu-Senbei ,
Peanut" (round wheat flour cracker, with

15053 ＜和干菓子類＞しおがま

Traditional confectionery, "Shiogama"  (molded
confectionary made from sugar, glutinous rice
flour and perilla leaf powder)

15055 ＜和干菓子類＞ひなあられ　関東風

Traditional confectionery, "Hina-arare, Kanto
style"(roasted and sugared rice dough with
candied adzuki beans and roasted soybeans for
Doll's festival)

部分割合： ポン菓子 88、甘納豆 6、いり大
豆 6

Recipe： sweet puffed rice 88,
candied adzuki beans 6, roasted
soybeans 6

15056 ＜和干菓子類＞ひなあられ　関西風
Traditional confectionery, "Hina-arare , Kansai
style"(roasted rice dough for Doll's festival) 部分割合： あられ 100 Recipe： salty rice cracker 100

15057 ＜和干菓子類＞米菓　揚げせんべい
Traditional confectionery, "Age-senbei"  (fried
and salted rice cracker)

15058 ＜和干菓子類＞米菓　甘辛せんべい
Traditional confectionery, "Amakara-senbei"
(rice cracker coated with soy sauce and grain 別名： ざらめせんべい

15059 ＜和干菓子類＞米菓　あられ
Traditional confectionery, "Arare" (glutinous
rice cracker)

15060 ＜和干菓子類＞米菓　しょうゆせんべい
Traditional confectionery, "Shoyu-senbei"  (soy
sauce flavored rice cracker)

15061 ＜和干菓子類＞ボーロ　小粒
Traditional confectionery, "Boro, small" (Small
balls of baked starch dough)

別名： たまごボーロ、乳ボー
ロ、栄養ボーロ、衛生ボーロ

乳児用としてカルシウム、ビタミン等の添
加品あり

Some products may be fortified with
calcium, vitamins, etc. for infants

15062 ＜和干菓子類＞ボーロ　そばボーロ

Traditional confectionery, "Soba-boro" (Baked
sweet dough made from buckwheat and wheat
flour)

15063 ＜和干菓子類＞松風
Traditional confectionery, "Matsukaze"  (Baked
sweet dough, topped with poppy seeds)

15064 ＜和干菓子類＞みしま豆
Traditional confectionery, "Mishima-mame"
(Sugar-coated roasted soybeans) 糖衣の炒り大豆

15065 ＜和干菓子類＞つ橋
Traditional confectionery, "Yatsuhashi"
(Cinnamon-flavored sweet rice dough, baked

15066 ＜和干菓子類＞らくがん　らくがん
Traditional confectionery, "Rakugan , regular"
(molded dry confectionary made from fine
roasted glutinous rice flour and sugar)

みじん粉製品

15067 ＜和干菓子類＞らくがん　麦らくがん
Traditional confectionery, "Mugi-rakugan "
(molded dry confectionary made from roasted
barley flour and sugar)

麦こがし製品

15068 ＜和干菓子類＞らくがん　もろこしらくがん

Traditional confectionery, "Morokoshi-
rakugan " (molded dry confectionary made from
powdered adzuki bean paste and sugar)

さらしあん製品

 ＜BUNS with filling＞

新規 ＜菓子パン類＞揚げパン Bun with filling, fried bun

15069 ＜菓子パン類＞あんパン
Bun with filling, baked bun with red bean paste
filling 部分割合： パン 10、こしあん 7 Recipe： bread 10, red bean paste 7

新規 ＜菓子パン類＞カレーパン 皮および具 Bun with filling, fried bun with curry filling 製品全体

新規 ＜菓子パン類＞カレーパン　皮のみ
Bun with filling, fried bun with curry filling,
fried bun only

新規 ＜菓子パン類＞カレーパン　具のみ
Bun with filling, fried bun with curry filling,
curry filling only

15070 ＜菓子パン類＞クリームパン
Bun with filling, baked bun with custard cream
filling 部分割合： パン 5、カスタードクリーム 3 Recipe： bread 5, custard cream 3
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15071 ＜菓子パン類＞ジャムパン
Bun with filling, baked bun with strawberry
jam filling 部分割合： パン 5、いちごジャム 3 Recipe： bread 5, strawberry jam 3

15072 ＜菓子パン類＞チョココロネ
Bun with filling, "Korone " (horn-shaped
bread), with chocolate cream filling

部分割合： パン 5、チョコクリーム 4
カフェインTr、テオブロミンTr、ポリフェノー
ルTr

Recipe： bread 5, chocolate cream 4
Caffeine： Tr, Theobromine： Tr,
Polyphenol： Tr

新規 ＜菓子パン類＞メロンパン
Bun with filling, ”Melon-pan " (sweet bun
covered in a thin layer of crisp cookie dough)
 ＜CAKES, BUNS AND PASTRIES＞

15073 ＜ケーキ・ペストリー類＞シュークリーム Cake and pastry, custard cream puff エクレアを含む 部分割合： 皮 1、カスタードクリーム 5
Including éclair
Recipe： choux pastry 1, custard
cream 5

15074 ＜ケーキ・ペストリー類＞スポンジケーキ Cake and pastry, sponge cake

15075 ＜ケーキ・ペストリー類＞ショートケーキ Cake and pastry, layered strawberry cream cake デコレーションケーキを含む
部分割合： スポンジケーキ 3、ホイップク
リーム 1

Including decorated whole cake
Recipe： sponge cake 3, whipping
cream 1

新規 ＜ケーキ・ペストリー類＞タルト（洋菓子） Cake and pastry, tart
15076 ＜ケーキ・ペストリー類＞デニッシュペストリー Cake and pastry, Danish pastry

15077
＜ケーキ・ペストリー類＞ドーナッツ　イースト
ドーナッツ

Cake and pastry, doughnuts, yeast-leavened

15078
＜ケーキ・ペストリー類＞ドーナッツ　ケーキドー
ナッツ

Cake and pastry, doughnuts, cake-type

15079 ＜ケーキ・ペストリー類＞パイ　パイ皮 Cake and pastry, pie pastry

15080 ＜ケーキ・ペストリー類＞パイ　アップルパイ Cake and pastry, apple pie 部分割合： パイ皮 1、甘煮りんご 1
Recipe： pie crust 1, sweetened
cooked apple 1

15081 ＜ケーキ・ペストリー類＞パイ　ミートパイ Cake and pastry, meat pie

15082 ＜ケーキ・ペストリー類＞バターケーキ Cake and pastry, butter cake パウンドケーキ、マドレーヌを含
む

Including pound cake and madeleine

15083 ＜ケーキ・ペストリー類＞ホットケーキ Cake and pastry, thick pancake

15084
＜ケーキ・ペストリー類＞ワッフル　カスタードク
リーム入り

Cake and pastry, waffles, with custard cream
filling 部分割合： 皮 1、カスタードクリーム 1 Recipe： bread 1, custard cream 1

15085 ＜ケーキ・ペストリー類＞ワッフル　ジャム入り
Cake and pastry, waffles, with strawberry jam
filling 部分割合： 皮 1、いちごジャム 1 Recipe： bread 1, strawberry jam 1

 ＜DESSERTS＞

15086 ＜デザート菓子類＞カスタードプリン Pudding and chilled dessert, caramel custard 別名： プリン、カスタードプディ
ング

15087 ＜デザート菓子類＞ゼリー　オレンジ Pudding and chilled dessert, orange jelly ゼラチンゼリー Gelatin jelly

15088 ＜デザート菓子類＞ゼリー　コーヒー Pudding and chilled dessert, coffee jelly ゼラチンゼリー カフェイン： Tr
Gelatin jelly
Caffeine： Tr

15089 ＜デザート菓子類＞ゼリー　ミルク Pudding and chilled dessert, milk jelly ゼラチンゼリー Gelatin jelly

15090 ＜デザート菓子類＞ゼリー　ワイン Pudding and chilled dessert, wine flavored jelly ゼラチンゼリー アルコール： 0.9 g
Gelatin jelly
Alcohol 0.9 g

15091 ＜デザート菓子類＞バロア Pudding and chilled dessert, Bavarian cream
 ＜BISCUITS＞

15092 ＜ビスケット類＞ウエハース Biscuits, wafers 乳幼児用としてカルシウム、 ビタミン等添
加品あり

Some products may be fortified with
calcium, vitamins, etc. for infants

15093
＜ビスケット類＞クラッカー　オイルスプレーク
ラッカー

Biscuits, crackers, oil-sprayed 別名： スナッククラッカー

15094 ＜ビスケット類＞ラッカー　ソーダクラッカー Biscuits, crackers, soda
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15095 ＜ビスケット類＞サブレ Biscuits, Sablé shortbread
15054 ＜ビスケット類＞中華風クッキー Biscuits, Chinese cookies containing lard ラードを用いたもの

15097 ＜ビスケット類＞ビスケット　ハードビスケット Biscuits, hard biscuits 乳幼児用としてカルシウム、 ビタミン等添
加品あり

Some products may be fortified with
calcium, vitamins, etc. for infants

15098 ＜ビスケット類＞ビスケット　ソフトビスケット Biscuits, soft biscuits クッキーを含む

15099 ＜ビスケット類＞プレッツェル Biscuits, hard pretzel

15096 ＜ビスケット類＞リーフパイ Biscuits, puff pastry biscuits パルミエを含む
別名： パフ

15100 ＜ビスケット類＞ロシアケーキ Biscuits, biscuits with jam topping 部分割合： ビスケット 4、マカロン 2、クリー
ム 1

Recipe： biscuit 4, macaroon 2, cream
1

 ＜SNACKS＞

15101 ＜スナック類＞小麦粉あられ Snacks, wheat flour snack, extruded 別名： 小麦粉系スナック

15102 ＜スナック類＞コーンスナック Snacks, corn snack, extruded
15103 ＜スナック類＞ポテトチップス　ポテトチップス Snacks, potato chips, regular

15104
＜スナック類＞ポテトチップス　成形ポテトチッ
プス

Snacks, potato chips, fabricated

 ＜CANDIES＞

15109 ＜キャンデー類＞かわり玉 Candy, color changing candy 別名： チャイナマーブル

15105 ＜キャンデー類＞キャラメル Candy, caramel soft candy 試料： ハードタイプ

15107 ＜キャンデー類＞ゼリーキャンデー Candy, jelly candy 寒天ゼリー

15108 ＜キャンデー類＞ゼリービーンズ Candy, jelly beans 部分割合： 糖衣 5、ゼリー 6 Recipe： coated sugar 5, jelly 6

15110 ＜キャンデー類＞ドロップ Candy, sugar candy
15111 ＜キャンデー類＞バタースコッチ Candy, butterscotch hard candy
15112 ＜キャンデー類＞ブリットル Candy, brittles いり落花生入り With roasted peanuts

15113 ＜キャンデー類＞マシュマロ Candy, marshmallows
15106 ＜キャンデー類＞ラムネ Candy, compressed tablet candy

 ＜CHOCOLATES＞

15114 ＜チョコレート類＞カバーリングチョコレート Chocolate, chocolate-covered biscuit

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

部分割合： チョコレート 3、ビスケット 2
テオブロミン： 0.1 g、カフェイン： Tr、ポリ
フェノール： 0.4 g

Recipe： chocolate 3, biscuit 2
Teobromine： 0.1 g, Caffeine： Tr,
Polyphenol： 0.4 g

15115 ＜チョコレート類＞ホワイトチョコレート Chocolate, white chocolate ポリフェノール： Tr Polyphenol： Tr

15116 ＜チョコレート類＞ミルクチョコレート Chocolate, milk chocolate テオブロミン： 0.2 g、カフェイン： Tr、ポリ
フェノール： 0.7 g

Teobromine： 0.２ g, Caffeine： Tr,
Polyphenol： 0.７ g

 ＜CANDIED FRUITS＞

(07127)

15117 ＜果実菓子類＞マロングラッセ
Candied fruits, Marron glacé (candied
chestnuts)

(○○）

(07103)

 ＜CHEWING GUMS＞

15118 ＜チューインガム類＞板ガム Chewing gum, stick *ガムベース

15119 ＜チューインガム類＞糖衣ガム Chewing gum, sugar-coated 別名： 粒ガム *ガムベース

15120 ＜チューインガム類＞風船ガム Chewing gum, bubble gum *ガムベース

新規 ＜その他＞カスタードクリーム Pastry cream
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１６　し好飲料類 16. Beverages
 ＜ALCOHOLIC BEVERAGES ＞

16001
＜アルコール飲料類＞(醸造酒類）　清酒　普
通酒

Fermented alcoholic beverage, "Sake ", regular 別名： 日本酒 アルコール12.3 g (15.4容量%)
(100 g： 100.1 mL、100 mL： 99.9 g)

Alcohol 12.3 g (15.4% by volume)
(100 g： 100.1 mL、100 mL： 99.9 g)

16002
＜アルコール飲料類＞(醸造酒類）　清酒　純
米酒

Fermented alcoholic beverage, "Sake ",
"Junmai " (made with only rice, water and koji)

アルコール12.3 g (15.4容量%)
(100 g： 100.2 mL、100 mL： 99.8 g)

Alcohol 12.3 g (15.4% by volume)
(100 g： 100.2 mL、100 mL： 99.8 g)

16003
＜アルコール飲料類＞(醸造酒類）　清酒　本
醸造酒

Fermented alcoholic beverage, "Sake ",
"Honjozo " (made with rice, water, koji and
distilled alcohol. The rice used must be polished
to at least 70%)

アルコール12.3 g (15.4容量%)
(100 g： 100.2 mL、100 mL： 99.8 g)

Alcohol 12.3 g (15.4% by volume)
(100 g： 100.2 mL、100 mL： 99.8 g)

16004
＜アルコール飲料類＞(醸造酒類）　清酒　吟
醸酒

Fermented alcoholic beverage, "Sake ",
"Ginjo " (brewed with labor-intensive steps,
using highly polished rice）

アルコール12.5 g (15.7容量%)
(100 g： 100.3 mL、100 mL： 99.7 g)

Alcohol 12.5 g (15.7% by volume)
(100 g： 100.3 mL、100 mL： 99.7 g)

16005
＜アルコール飲料類＞(醸造酒類）　清酒　純
米吟醸酒

Fermented alcoholic beverage, "Sake ",
"Junmai-ginjo " (made with only rice, water
and koji, brewed with labor-intensive steps,
using highly polished rice)

アルコール12.0 g (15.1容量%)
(100 g： 100.2 mL、100 mL： 99.8 g)

Alcohol 12.0 g (15.1% by volume)
(100 g： 100.2 mL、100 mL： 99.8 g)

16006
＜アルコール飲料類＞(醸造酒類）　ビール　淡
色

Fermented alcoholic beverage, beer, pale 生ビールを含む アルコール3.7 g (4.6容量%)
(100 g： 99.2 mL、100 mL： 100.8 g)

Including draft beer
Alcohol 3.7 g (4.6% by volume)
(100 g： 99.2 mL、100 mL： 100.8 g)

16007 ＜アルコール飲料類＞(醸造酒類）　ビール　黒 Fermented alcoholic beverage, beer, black 生ビールを含む アルコール4.2 g (5.3容量%)
(100 g： 99.0 mL、100 mL： 101.0 g)

Alcohol 4.2 g (5.3% by volume)
(100 g： 99.0 mL、100 mL： 101.0 g)

16008
＜アルコール飲料類＞(醸造酒類）　ビール　ス
タウト

Fermented alcoholic beverage, beer, stout アルコール5.9 g (7.6容量%)
(100 g： 98.1 mL、100 mL： 101.9 g)

Alcohol 5.9 g (7.6% by volume)
(100 g： 98.1 mL、100 mL： 101.9 g)

16009 ＜アルコール飲料類＞(醸造酒類）　発泡酒

Fermented alcoholic beverage, "Happoshu "
(beer-like beverage with less than 67% malt
content)

アルコール4.2 g (5.3容量%)
(100 g： 99.1 mL、100 mL： 100.9 g)

Alcohol 4.2 g (5.3% by volume)
(100 g： 99.1 mL、100 mL： 100.9 g)

16010
＜アルコール飲料類＞(醸造酒類）　ぶどう酒
白

Fermented alcoholic beverage, wine, white 別名： ワイン アルコール9.1 g (11.4容量%)
(100 g： 100.2 mL、100 mL： 99.8 g)

Alcohol 9.1 g (11.4% by volume)
(100 g： 100.2 mL、100 mL： 99.8 g)

16011
＜アルコール飲料類＞(醸造酒類）　ぶどう酒
赤

Fermented alcoholic beverage, wine, red 別名： ワイン アルコール9.3 g (11.6容量%)
(100 g： 100.4 mL、100 mL： 99.6 g)

Alcohol 9.3 g (11.6% by volume)
(100 g： 100.4 mL、100 mL： 99.6 g)

16012
＜アルコール飲料類＞(醸造酒類）　ぶどう酒
ロゼ

Fermented alcoholic beverage, wine, rose 別名： ワイン アルコール8.5 g (10.7容量%)
(100 g： 99.8 mL、100 mL： 100.2 g)

Alcohol 8.5 g (10.7% by volume)
(100 g： 99.8 mL、100 mL： 100.2 g)

16013 ＜アルコール飲料類＞(醸造酒類）　紹興酒 Fermented alcoholic beverage, Shaoxing wine アルコール14.1 g (17.8容量%)
(100 g： 99.4 mL、100 mL： 100.6 g)

Alcohol 14.1 g (17.8% by volume)
(100 g： 99.4 mL、100 mL： 100.6 g)

16014
＜アルコール飲料類＞（蒸留酒類）しょうちゅう
連続式蒸留しょうちゅう

Distilled alcoholic beverage, "Shochu ", distilled
through a continuous still

アルコール29.0 g (35.0容量%)
(100 g： 104.4 mL、100 mL： 95.8 g)

Alcohol 29.0 g (35.0% by volume)
(100 g： 104.4 mL、100 mL： 95.8 g)
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16015
＜アルコール飲料類＞（蒸留酒類）しょうちゅう
単式蒸留しょうちゅう

Distilled alcoholic beverage, "Shochu ", distilled
through a pot still

アルコール20.5 g (25.0容量%)
(100 g： 103.1 mL、100 mL： 97.0 g)

Alcohol 20.5 g (25.0% by volume)
(100 g： 103.1 mL、100 mL： 97.0 g)

16016 ＜アルコール飲料類＞（蒸留酒類）ウイスキー Distilled alcoholic beverage, whisky アルコール33.4 g (40.0容量%)
(100 g： 105.0 mL、100 mL： 95.2 g)

Alcohol 33.4 g (40.0% by volume)
(100 g： 105.0 mL、100 mL： 95.2 g)

16017 ＜アルコール飲料類＞（蒸留酒類）ブランデー Distilled alcoholic beverage, brandy アルコール33.4 g (40.0容量%)
(100 g： 105.0 mL、100 mL： 95.2 g)

Alcohol 33.4 g (40.0% by volume)
(100 g： 105.0 mL、100 mL： 95.2 g)

16018 ＜アルコール飲料類＞（蒸留酒類）ウオッカ Distilled alcoholic beverage, vodka アルコール33.8 g (40.4容量%)
(100 g： 105.3 mL、100 mL： 95.0 g)

Alcohol 33.8 g (40.4% by volume)
(100 g： 105.3 mL、100 mL： 95.0 g)

16019 ＜アルコール飲料類＞（蒸留酒類）ジン Distilled alcoholic beverage, gin アルコール40.0 g (47.4容量%)
(100 g： 106.4 mL、100 mL： 94.0 g)

Alcohol 40.0 g (47.4% by volume)
(100 g： 106.4 mL、100 mL： 94.0 g)

16020 ＜アルコール飲料類＞（蒸留酒類）ラム Distilled alcoholic beverage, rum アルコール33.8 g (40.5容量%)
(100 g： 105.2 mL、100 mL： 95.1 g)

Alcohol 33.8 g (40.5% by volume)
(100 g： 105.2 mL、100 mL： 95.1 g)

16021 ＜アルコール飲料類＞（蒸留酒類）マオタイ酒 Distilled alcoholic beverage, Maotai アルコール45.3 g (53.0容量%)
(100 g： 107.5 mL、100 mL： 93.0 g)

Alcohol 45.3 g (53.0% by volume)
(100 g： 107.5 mL、100 mL： 93.0 g)

16022 ＜アルコール飲料類＞（混成酒類）梅酒
Compound alcoholic beverage, "Umeshu "
(plum liquor made from Japanese apricots)

アルコール10.2 g (13.0容量%)
(100 g： 96.2 mL、100 mL： 103.9 g)

Alcohol 10.2 g (13.0% by volume)
(100 g： 96.2 mL、100 mL： 103.9 g)

16023 ＜アルコール飲料類＞（混成酒類）合成清酒 Compound alcoholic beverage, synthetic "Sake " アルコール12.3 g (15.5容量%)
(100 g： 99.7 mL、100 mL： 100.3 g)

Alcohol 12.3 g (15.5% by volume)
(100 g： 99.7 mL、100 mL： 100.3 g)

16024 ＜アルコール飲料類＞（混成酒類）白酒

Compound alcoholic beverage, "Shiro-zake "
(white Sake -like liquor made from steamed rice,
rice koji and "Shochu ")

アルコール5.3 g (7.4容量%)
(100 g： 82.6 mL、100 mL： 121.0 g)

Alcohol 5.3 g (7.4% by volume)
(100 g： 82.6 mL、100 mL： 121.0 g)

16025
＜アルコール飲料類＞（混成酒類）みりん　本
みりん

Compound alcoholic beverage, "Mirin " (sweet
liquor made from rice, rice koji and Shochu or
distilled alcohol), regular

アルコール9.5 g (14.0容量%)
(100 g： 85.5 mL、100 mL： 117.0 g)

Alcohol 9.5 g (14.0% by volume)
(100 g： 85.5 mL、100 mL： 117.0 g)

16026
＜アルコール飲料類＞（混成酒類）みりん　本
直し

Compound alcoholic beverage,  "Honnaoshi "
(sweet liquor made of "Shochu " and "Mirin ") 別名： やなぎかけ アルコール17.3 g (22.4容量%)

(100 g： 97.0 mL、100 mL： 103.1 g)

Alcohol 17.3 g (22.4% by volume)
(100 g： 97.0 mL、100 mL： 103.1 g)

16027 ＜アルコール飲料類＞（混成酒類）薬味酒
Compound alcoholic beverage,  medicinal
liqueur

アルコール10.6 g (14.6容量%)
(100 g： 91.5 mL、100 mL： 109.3 g)

Alcohol 10.6 g (14.6% by volume)
(100 g： 91.5 mL、100 mL： 109.3 g)

16028 ＜アルコール飲料類＞（混成酒類）キュラソー Compound alcoholic beverage,  curacao 試料： オレンジキュラソー アルコール30.5 g (40.4容量%)
(100 g： 95.0 mL、100 mL： 105.3 g)

Alcohol 30.5 g (40.4% by volume)
(100 g： 95.0 mL、100 mL： 105.3 g)
Sample： orange curacao

16029
＜アルコール飲料類＞（混成酒類）スイートワイ
ン

Compound alcoholic beverage,  fortified wine,
sweet type

アルコール 11.1 g (14.5容量%)
(100 g： 96.4 mL、100 mL： 103.7 g)

Alcohol 11.1 g (14.5% by volume)
(100 g： 96.4 mL、100 mL： 103.7 g)

16030 ＜アルコール飲料類＞（混成酒類）ペパーミント
Compound alcoholic beverage,  peppermint
liqueur

アルコール21.4 g (30.2容量%)
(100 g： 89.3 mL、100 mL： 112.0 g)

Alcohol 21.4 g (30.2% by volume)
(100 g： 89.3 mL、100 mL： 112.0 g)

16031
＜アルコール飲料類＞（混成酒類）ベルモット
甘口タイプ

Compound alcoholic beverage,  vermouth, sweet
type

アルコール12.1g (16.0容量%)
(100 g： 95.5 mL、100 mL： 104.7 g)

Alcohol 12.1 g (16.0% by volume)
(100 g： 95.5 mL、100 mL： 104.7 g)
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16032
＜アルコール飲料類＞（混成酒類）ベルモット
辛口タイプ

Compound alcoholic beverage,  vermouth, dry
type

アルコール14.4 g (18.0容量%)
(100 g： 100.5 mL、100 mL： 99.5 g)

Alcohol 14.4 g (18.0% by volume)
(100 g： 100.5 mL、100 mL： 99.5 g)

16033 ＜茶類＞　(緑茶類）　玉露　茶
Green tea, "Gyokuro " (high grade tea made
from shade-grown leaves), tea

カフェイン3.5 g、タンニン10.0 g
Caffeine： 3.5 g, Tannin： 10.0 g

16034 ＜茶類＞　(緑茶類）　玉露　浸出液
Green tea, "Gyokuro " (high grade tea made
from shade-grown leaves), infusion

浸出法 ： 茶10 g/60 ℃ 60 mL、2.5分
カフェイン0.16 g、タンニン0.23 g

Infusion： 10 g tea leaves /60 mL hot
water (60 ℃) /steep 2.5 min
Caffeine： 0.16 g, Tannin： 0.23 g

16035 ＜茶類＞　(緑茶類）　抹茶 Green tea, "Maccha" (finely ground tea) カフェイン3.2 g、タンニン10.0 g Caffeine： 3.2 g, Tannin： 10.0 g

16036 ＜茶類＞　(緑茶類）　せん茶　茶 Green tea, "Sencha " (common grade tea ), tea カフェイン2.3 g、タンニン13.0 g Caffeine： 2.3 g, Tannin： 13.0 g

16037 ＜茶類＞　(緑茶類）　せん茶　浸出液
Green tea, "Sencha " (common grade tea ),
infusion

浸出法： 茶10 g/90 ℃ 430 mL、1分
カフェイン0.02 g、タンニン0.07 g

Infusion： 10 g tea leaves /430 mL
hot water (90 ℃) /steep 1 min
Caffeine： 0.02g, Tannin： 0.07g

16038 ＜茶類＞　(緑茶類）　かまいり茶　浸出液
Green tea, "Kamairi-cha " (pan-fried tea),
infusion

浸出法： 茶10 g/90 ℃ 430 mL、1分
カフェイン0.01 g、タンニン0.05 g

Infusion： 10 g tea leaves /430 mL
hot water (90 ℃) /steep 1 min
Caffeine： 0.01ｇ, Tannin： 0.05 g

16039 ＜茶類＞　(緑茶類）　番茶　浸出液
Green tea, "Ban-cha " (coarse grade tea),
infusion

浸出法： 茶15 g/90 ℃ 650 mL、0.5分
カフェイン0.01 g、タンニン0.03 g

Infusion: 15 g tea leaves /650 mL hot
water (90 ℃) /steep 0.5 min
Caffeine : 0.01  : 0.05 g

16040 ＜茶類＞　(緑茶類）　ほうじ茶　浸出液 Green tea, "Hoji-cha " (roasted tea), infusion 浸出法： 茶15 g/90 ℃ 650 mL、0.5分
カフェイン0.02g、タンニン0.04g

Infusion： 15 g tea leaves /650 mL
hot water (90 ℃) /steep 0.5 min
Caffeine： 0.02g, Tannin： 0.04g

16041 ＜茶類＞　(緑茶類）　玄米茶　浸出液
Green tea, "Genmai-cha" (mixture of tea and
roasted brown rice), infusion

浸出法： 茶15 g/90 ℃ 650 mL、0.5分
カフェイン0.01 g、タンニン0.01 g

Infusion： 15 g tea leaves /650 mL
hot water (90 ℃) /steep 0.5 min
Caffeine： 0.01g, Tannin： 0.01g

16042 ＜茶類＞　(発酵茶類）　ウーロン茶　浸出液 Fermented tea, Oolong tea, infusion 浸出法： 茶15 g/90 ℃ 650 mL、0.5分
カフェイン0.02 g、タンニン0.03 g

Infusion： 15 g tea leaves /650 mL
hot water (90 ℃) /steep 0.5 min
Caffeine： 0.02g, Tannin： 0.03g

16043 ＜茶類＞　(発酵茶類）　紅茶　茶 Fermented tea, black tea, tea カフェイン2.9 g  タンニン11.0 g Caffeine： 2.9g, Tannin： 11.0g

16044 ＜茶類＞　(発酵茶類）　紅茶　浸出液 Fermented tea, black tea, infusion 浸出法： 茶5 g/熱湯360 mL、1.5分～4分
カフェイン0.03 g  タンニン0.10 g

Infusion： 5 g tea leaves /360 mL
boiling water /steep 1.5 to 4 min
Caffeine： 0.03 g, Tannin： 0.10 g

16045 ＜コーヒー・ココア類＞　コーヒー　浸出液 Coffee, infusion 浸出法： コーヒー粉末10 g/熱湯150 mL,
カフェイン0.06 g、タンニン0.25 g

Infusion： 10 g ground coffee /150
mL boiling water
Caffeine： 0.06 g, Tannin： 0.25 g

16046
＜コーヒー・ココア類＞　コーヒー　インスタント
コーヒー

Coffee, instant coffee カフェイン4.0 g、タンニン12.0 g Caffeine： 4.0 g, Tannin： 12.0 g

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

Coffee,  ready-to-drink coffee with milk and
sugar, canned

別名： 缶コーヒー
試料： 缶製品

Sample： canned product

16048 ＜コーヒー・ココア類＞　ココア　ピュアココア Cocoa, pure powder 別名： 純ココア
テオブロミン1.7 g、カフェイン0.2 g、 ポリ

フェノール4.1 g
Theobromine： 1.7 g, Caffeine： 0.2 g,
Polyphenol： 4.1 g

16049 ＜コーヒー・ココア類＞　ココア　ミルクココア Cocoa, chocolate milk powder 別名： インスタントココア、調整
ココア

テオブロミン0.3 g、 カフェインTr、ポリフェ

ノール0.9 g
Theobromine： 0.3 g, Caffeine： Tr,
Polyphenol： 0.9 g

新規 ＜その他＞　青汁　ケール Kale juice
16050 ＜その他＞　甘酒

"Ama-zake " (sweet beverage made from rice
koji)

16051 ＜その他＞　昆布茶 "Kobu-cha " (kombu powder for drink) 粉末製品
エネルギー： 暫定値

Energy： tentative value

新規 ＜その他＞　スポーツドリンク Sports drink

16052 ＜その他＞　(炭酸飲料類）　果実色飲料
Carbonated beverage, fruit flavored and colored
drink 試料： 無果汁のもの ビタミンC： 添加品あり

Some products may contain ascorbic
acid as food additive
Sample： not containing fruit juice

16053 ＜その他＞　(炭酸飲料類）　コーラ Carbonated beverage, cola
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16054 ＜その他＞　(炭酸飲料類）　サイダー Carbonated beverage, clear soda

新規
＜その他＞　(炭酸飲料類）　ビール風味炭酸
飲料

Carbonated beverage, beer-flavored drink,
alcohol free 別名： ノンアルコールビール

16055 ＜その他＞　麦茶　浸出液 "Mugi-cha " (roasted barley tea), infusion 浸出法： 麦茶50 g/湯1500 mL、沸騰後5
分放置

Infusion： 50 g roasted barley /1500
mL boiling water /steep 5 min

１７　調味料及び香辛料類 17. Seasonings and spices SEASONINGS AND SPICES

 ＜SEASONINGS＞

17001
＜調味料類＞(ウスターソース類)　ウスターソー
ス

Japanese Worcester sauce, common type 酢酸： 1.5 g Acetic acid： 1.5 g

17002 ＜調味料類＞（ウスターソース類)　中濃ソース Japanese Worcester sauce, semi-thick type 酢酸： 1.3 g Acetic acid： 1.3 g

17003 ＜調味料類＞(ウスターソース類)　濃厚ソース Japanese Worcester sauce, thick type 酢酸： 1.2 g Acetic acid： 1.2 g

新規
＜調味料類＞(ウスターソース類)　お好み焼き
ソース

Japanese Worcester sauce, sweet thick type for
"Okonomiyaki " ( Japanese savory pancake)

17004 ＜調味料類＞(辛味調味料類）　トウバンジャン Hot seasoning, Doubanjiang

17005
＜調味料類＞(辛味調味料類）　チリペッパー
ソース

Hot seasoning, hot pepper sauce タバスコソース等を含む 酢酸： 7.6 g
Including Tabasco, etc.
Acetic acid： 7.6 g

17006 ＜調味料類＞(辛味調味料類）　ラー油 Hot seasoning, Chinese chili oil 使用油配合割合： ごま油 8、 とうもろこし油
2

Oil mixing ratio： sesame oil 8, corn
oil 2

17007 ＜調味料類＞（しょうゆ類）こいくちしょうゆ
Soy sauce, "Koikuchi-shoyu" (common soy
sauce) (100 g： 84.7 mL、100 mL： 118 g) (100 g： 84.7 mL、100 mL： 118 g)

17008 ＜調味料類＞（しょうゆ類）うすくちしょうゆ
Soy sauce, "Usukuchi-shoyu " (light color soy
sauce) (100 g： 84.7 mL、100 mL： 118 g) (100 g： 84.7 mL、100 mL： 118 g)

17009 ＜調味料類＞（しょうゆ類）たまりしょうゆ
Soy sauce, "Tamari-shoyu"  (full-bodied soy
sauce) (100 g： 82.6 mL、100 mL： 121 g) (100 g： 82.6 mL、100 mL： 121 g)

17010 ＜調味料類＞（しょうゆ類）さいしこみしょうゆ
Soy sauce, "Saishikomi-shoyu " (refermented
soy sauce) (100 g： 82.6 mL、100 mL： 121 g) (100 g： 82.6 mL、100 mL： 121 g)

17011 ＜調味料類＞（しょうゆ類）しろしょうゆ
Soy sauce, "Shiro-shoyu " (extra light color soy
sauce) (100 g： 82.6 mL、100 mL： 121 g) (100 g： 82.6 mL、100 mL： 121 g)

新規 ＜調味料類＞（しょうゆ類）減塩しょうゆ Soy sauce, salt reduced
17012 ＜調味料類＞（食塩類）食塩 Edible salt, common salt, sodium chloride ≥ 99% 塩分（NaCl)99%以上

17013 ＜調味料類＞（食塩類）並塩 Edible salt, common salt, sodium chloride ≥ 95% 別名： あら塩
塩分（NaCl)95%以上

17014 ＜調味料類＞（食塩類）精製塩　家庭用
Edible salt, refined salt, sodium chloride ≥
99.5%, containing magnesium carbonate 塩分（NaCl)99.5%以上  For home use

新規 ＜調味料類＞（食塩類）精製塩　業務用
Edible salt, refined salt, sodium chloride ≥
99.5%, not  containing magnesium carbonate 塩分（NaCl)99.5%以上 For food industry

新規 ＜調味料類＞（食酢類）黒酢 Vinegar, black rice vinegar
17015 ＜調味料類＞（食酢類）穀物酢 Vinegar, grain vinegar 酢酸： 4.2 g Acetic acid： 4.2 g

17016 ＜調味料類＞（食酢類）米酢 Vinegar, rice vinegar 酢酸： 4.4 g Acetic acid： 4.4 g

新規 ＜調味料類＞（食酢類）果実酢　バルサミコ酢 Vinegar, fruit vinegar, Balsamic vinegar

17017 ＜調味料類＞（食酢類）果実酢　ぶどう酢 Vinegar, fruit vinegar, wine vinegar 別名： ワインビネガー、 ワイン
酢

酢酸： 4.8 g Acetic acid： 4.8 g

17018 ＜調味料類＞（食酢類）果実酢　りんご酢 Vinegar, fruit vinegar, cider vinegar 別名： サイダービネガー 酢酸： 4.7 g Acetic acid： 4.7 g

17019 ＜調味料類＞（だし類）かつおだし
Soup stock, "Katsuo-bushi  dashi " (stock of
"Katsuo-bushi ") (cf. 10091"Katsuo-bushi ")

17020 ＜調味料類＞（だし類）昆布だし
Soup stock, "kombu dashi " (stock of dried
kombu )
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17021 ＜調味料類＞（だし類）かつお・昆布だし

Soup stock, "Katsuo-bushi  and kombu dashi "
(stock of "Katsuo-bushi" and dried kombu)  (cf.
10091"Katsuo-bushi ")

17022 ＜調味料類＞（だし類）しいたけだし
Soup stock, "Shiitake dashi " (stock of dried
Shiitake mushroom)

17023 ＜調味料類＞（だし類）煮干しだし
Soup stock, "Niboshi  dashi " (stock of small
dried sardine)

17024 ＜調味料類＞（だし類）鳥がらだし Soup stock, chicken bone stock
17025 ＜調味料類＞（だし類）中華だし Soup stock, chicken, pork and vegetable stock
17026 ＜調味料類＞（だし類）洋風だし Soup stock, beef and vegetable stock 別名： スープストック

17027 ＜調味料類＞（だし類）固形ブイヨン Stock cubes, meat and vegetable
試料： 市販品
別名： 固形コンソメ
顆粒状の製品を含む

Sample： commercial product
Including granules

新規 ＜調味料類＞（だし類）顆粒中華だし Stock powder, chicken, pork and vegetable 粉末製品を含む Including powder

17028 ＜調味料類＞（だし類）顆粒和風だし
Stock powder, "Katsuo-bushi " (cf.
10091"Katsuo-bushi ")

試料： 市販品
別名： 顆粒風味調味料
粉末製品を含む

17029 ＜調味料類＞（だし類）めんつゆ　ストレート
Japanese noodle soup, non-concentrated (soy
sauce base) 試料： 市販品

17030 ＜調味料類＞（だし類）めんつゆ　三倍濃厚
Japanese noodle soup, triple-concentrated (soy
sauce base) 試料： 市販品

17031 ＜調味料類＞（調味ソース類）オイスターソース Seasoning sauce, oyster sauce 別名： かき油

新規 ＜調味料類＞（調味ソース類）デミグラスソース Seasoning sauce, demi-glace sauce 別名： ドミグラスソース

新規 ＜調味料類＞（調味ソース類）テンメンジャン
Seasoning sauce, Tian Mian Jiang (sweet
soybean paste)

新規 ＜調味料類＞（調味ソース類）ナンプラー Seasoning sauce, Nam pla (fish sauce) 別名： 魚醤

新規 ＜調味料類＞（調味ソース類）ホワイトソース Seasoning sauce, white sauce 別名： ベシャメルソース

17032
＜調味料類＞（調味ソース類）マーボー豆腐の
素

Seasoning sauce, Mapo tofu sauce 試料： レトルトパウチのストレー
ト製品

3) Retort-pouched product, straight
type

17033 ＜調味料類＞（調味ソース類）ミートソース Seasoning sauce, meat sauce 試料： 缶詰及びレトルトパウチ
製品

4) Canned and retort-pouched
products

新規 ＜調味料類＞（調味ソース類）ゆずこしょう
Seasoning sauce, "Yuzu kosho " (spicy paste
made from chili, yuzu zest and salt)

17034 ＜調味料類＞（トマト加工品類）トマトピューレー Tomato products, puree 別名： トマトピューレ 食塩添加品を含む  Including salt added product

17035 ＜調味料類＞（トマト加工品類）トマトペースト Tomato products, paste 食塩添加品を含む  Including salt added product

17036 ＜調味料類＞（トマト加工品類）トマトケチャップ Tomato products, ketchup 酢酸： 0.7 g Acetic acid： 0.7 g

17037 ＜調味料類＞（トマト加工品類）トマトソース Tomato products, tomato sauce
17038 ＜調味料類＞（トマト加工品類）チリソース Tomato products, chili sauce 酢酸： 0.6 g Acetic acid： 0.6 g

17039
＜調味料類＞（ドレッシング類）ドレッシングタイ
プ和風調味料

Dressing, soy sauce based, fat-free 別名： ノンオイル和風ドレッシ
ング

酢酸： 1.3 g Acetic acid： 1.3 g

17040
＜調味料類＞（ドレッシング類）フレンチドレッシ
ング

Dressing, French dressing 使用油配合割合 ： なたね油 8、大豆油 2
酢酸： 1.3 g

Oil mixing ratio： rapeseed oil 8,
soybean oil 2
Acetic acid： 1.3 g

17041
＜調味料類＞（ドレッシング類）サウザンアイラ
ンドドレッシング

Dressing, thousand island dressing 使用油配合割合： なたね油 8、大豆油 2
酢酸： 0.6 g

Oil mixing ratio： rapeseed oil 8,
soybean oil 2
Acetic acid： 0.6 g

17042
＜調味料類＞（ドレッシング類）マヨネーズ　全
卵型

Dressing, mayonnaise, whole egg type 使用油配合割合： なたね油 8、 とうもろこ
し油 2。 酢酸： 0.5 g

Oil mixing ratio： rapeseed oil 8, corn
oil 2
Acetic acid： 0.5 g
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17043
＜調味料類＞（ドレッシング類）マヨネーズ　卵
黄型

Dressing, mayonnaise, egg yolk type 使用油配合割合： なたね油 8、大豆油 2。
酢酸： 0.5 g

Oil mixing ratio： rapeseed oil 8,
soybean oil 2
Acetic acid： 0.5 g

新規
＜調味料類＞（ドレッシング類）マヨネーズ　低
カロリータイプ

Dressing, mayonnaise, low calorie type 使用油配合割合： ○○。酢酸 ： ○ g
Oil mixing ratio： ○○
Acetic acid： ○g

17044 ＜調味料類＞（みそ類）米みそ　甘みそ Miso, rice-koji miso, sweet type 別名： 西京みそ、関西白みそ
等

17045 ＜調味料類＞（みそ類）米みそ　淡色辛みそ Miso, rice-koji miso, light yellow type 別名： 信州みそ等

17046 ＜調味料類＞（みそ類）米みそ　赤色辛みそ Miso, rice-koji miso, red type
17047 ＜調味料類＞（みそ類）麦みそ Miso, barley-koji miso 別名： 田舎みそ

17048 ＜調味料類＞（みそ類）豆みそ Miso, soybean-koji miso 別名： 東海豆みそ

新規 ＜調味料類＞（みそ類）減塩みそ Miso, salt reduced
17049 ＜調味料類＞（みそ類）即席みそ　粉末タイプ Miso, instant miso soup, powdered type 別名： インスタントみそ汁

17050
＜調味料類＞（みそ類）即席みそ　ペーストタイ
プ

Miso, instant miso soup, Paste type 別名： インスタントみそ汁

17051 ＜調味料類＞(ルウ類）　カレールウ Roux, Japanese curry roux, instant
17052 ＜調味料類＞(ルウ類）　ハヤシルウ Roux, hash and rice roux, instant
17053 ＜調味料類＞(その他）　酒かす " Sakekasu "  (sake lees) アルコール： 8.2 g Alcohol： 8.2 g

17054 ＜調味料類＞(その他）　みりん風調味料 Mirin -like sweet cooking seasoning アルコール： 0.8 g,
(100 g： 79.4 mL、 100 mL： 126 g)

Alcohol： 0.8 g
(100 g： 79.4 mL、 100 mL： 126 g)

(16025)

 ＜SPICES＞

17055 ＜香辛料類＞オールスパイス　粉 Spices, allspice, ground  別名 ： ピメント

17056 ＜香辛料類＞オニオンパウダー Spices, onion powder 食塩添加品あり Some products may contain salt

17057 ＜香辛料類＞からし　粉 Spices, mustard, powder  別名 ： マスタード
和がらし及び洋がらしを含む

Including Japanese and Western
mustards

17058 ＜香辛料類＞からし　練り Spices, mustard, paste 和風及び洋風を含む
Including Japanese and Western
types

17059 ＜香辛料類＞からし　練りマスタード Spices, mustard, yellow mustard 別名： フレンチマスタード 酢酸： 2.0 g Acetic acid： 2.0 g

17060 ＜香辛料類＞からし　粒入りマスタード Spices, mustard, whole grain mustard 別名： あらびきマスタード 酢酸： 1.2 g Acetic acid： 1.2 g

17061 ＜香辛料類＞カレー粉 Spices, curry powder
17062 ＜香辛料類＞クローブ　粉 Spices, clove, ground 別名： ちょうじ

17063 ＜香辛料類＞こしょう　黒　粉 Spices, pepper, black, ground 別名： ブラックペッパー

17064 ＜香辛料類＞こしょう　白　粉 Spices, pepper, white, ground 別名： ホワイトペッパー

17065 ＜香辛料類＞こしょう　混合　粉
Spices, pepper, black and white pepper mix,
ground

17066 ＜香辛料類＞さんしょう　粉 Spices, "Sansho"  (Japanese pepper), ground
17067 ＜香辛料類＞シナモン　粉 Spices, cinnamon, ground 別名： にっけい、にっき

17068 ＜香辛料類＞しょうが　粉 Spices, ginger, dried, ground 別名： ジンジャー

17069 ＜香辛料類＞しょうが　おろし Spices, ginger, paste 試料： チューブ入り 添加品を含む
Including ascorbic acid as antioxidant
Sample： product in tube container

(06103)

17070 ＜香辛料類＞セージ　粉 Spice, sage, dried, ground
17071 ＜香辛料類＞タイム　粉 Spice, thyme, dried, ground
17072 ＜香辛料類＞チリパウダー Spice, chili powder
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17073 ＜香辛料類＞とうがらし　粉 Spice, red hot pepper, ground 別名： 一味唐辛子

(06172)

17074 ＜香辛料類＞ナツメグ　粉 Spice, nutmeg, ground 別名： にくずく

17075
＜香辛料類＞にんにく　ガーリックパウダー　食
塩無添加

Spice, garlic, powder, without salt  別名： ガーリック
（でん粉添加品）

新規
＜香辛料類＞にんにく　ガーリックパウダー　食
塩添加

Spice, garlic, powder, with salt （でん粉添加品）

17076 ＜香辛料類＞にんにく　おろし Spice, garlic, paste 試料： チューブ入り Sample： product in tube container

(06223)

17077 ＜香辛料類＞バジル　粉 Spice, basil, dried, ground 別名： めぼうき、 バジリコ

(06238)

17078 ＜香辛料類＞パセリ　乾 Spices, parsley, dried
(06239)

17079 ＜香辛料類＞パプリカ　粉 Spices, paprika

17080 ＜香辛料類＞わさび　粉　からし粉入り
Spices, "Wasabi ", powder, mixed with mustard
powder 試料： ホースラディシュ製品 Sample： horseradish product

17081 ＜香辛料類＞わさび　練り Spices, "Wasabi ", paste 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

Sample： Wasabi and horseradish
paste mixture, in tube container

(06322)

＜OTHERS＞

17082 ＜その他＞酵母　パン酵母　圧搾 Yeast, baker's yeast, compressed 別名： イースト

17083 ＜その他＞酵母　パン酵母　乾燥 Yeast, baker's yeast, dried 別名： ドライイースト

17084 ＜その他＞ベーキングパウダー Baking powder 加熱により発生する二酸化炭素等： 23.5 g Carbon dioxide, etc. produced by
baking： 23.5 g

１８　調理加工食品類 18. Prepared foods

18001 カレー　ビーフ　レトルトパウチ Japanese curry, beef, retort-pouch 缶詰製品を含む Including canned product

18002 ぎょうざ　冷凍 Jiaozi (Chinese dumpling), frozen
18003 グラタン　えび　冷凍 Gratin, prawn, frozen

18004 コーンクリームスープ　粉末タイプ Cream of corn soup, powdered カルシウム： 添加品あり　　
Some products may be fortified with
calcium

18005 コーンクリームスープ　レトルトパウチ Cream of corn soup, retort-pouched 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 Croquettes, white sauce-based, pre-fried, frozen フライ前の食品を冷凍したもの

新規 コロッケ　クリームタイプ　フライ済み　冷凍 Croquettes, white sauce-based, fried, frozen フライ済みの食品を冷凍したも
の

18007 コロッケ　ポテトタイプ　フライ用　冷凍 Croquettes, potato-based, pre-fried, frozen フライ前の食品を冷凍したもの

新規 コロッケ　ポテトタイプ　フライ済み　冷凍 Croquettes, potato-based, fried, frozen

(Breaded fishes)
18008 (魚フライ類)いかフライ　フライ用　冷凍 Breaded seafood, cuttlefish, pre-fried, frozen フライ前の食品を冷凍したもの

新規 (魚フライ類)いかフライ　フライ済み　冷凍 Breaded seafood, cuttlefish, fried, frozen フライ済みの食品を冷凍したも
の

18009 (魚フライ類)えびフライ　フライ用　冷凍 Breaded seafood, prawn, pre-fried, frozen フライ前の食品を冷凍したもの

新規 (魚フライ類)えびフライ　フライ済み　冷凍 Breaded seafood, prawn, fried, frozen フライ済みの食品を冷凍したも
の

18010 (魚フライ類)白身フライ　フライ用　冷凍 Breaded seafood, white fish, pre-fried, frozen フライ前の食品を冷凍したもの
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新規 (魚フライ類)フライ　フライ済み　冷凍 Breaded seafood, white fish, fried, frozen フライ済みの食品を冷凍したも
の

18011 シチュー　ビーフ　レトルトパウチ Stew, beef, retort-pouch 缶詰製品を含む Including canned product

18012 しゅうまい　冷凍 "Shumai " (pork dumpling), frozen
18013 ハンバーグ　冷凍 Hamburger steak, frozen
18014 ピラフ　冷凍 Pilaf, frozen
18015 ミートボール　冷凍 Meatball, frozen

18016 メンチカツ　フライ用　冷凍
"Menchi-katsu " (breaded ground meat cutlet),
pre-fried, frozen フライ前の食品を冷凍したもの

新規 メンチカツ　フライ済み　冷凍
"Menchi-katsu " (breaded ground meat cutlet),
fried, frozen

フライ済みの食品を冷凍したも
の
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１ 穀類 1. Cereals
01001 アマランサス　玄穀 Amaranth, whole grain, raw

01002 あわ　精白粒 Foxtail millet, milled grain, raw うるち、もちを含む 歩留り： 70～80%
Including nonglutinous and glutinous
grains
Milling yield： 70-80%

01003 あわ　あわもち Foxtail millet, glutinous cake うるち、もちを含む 原材料配合割合： もちあわ50、もち米50
Recipe： glutinous millet 50, glutinous
rice 50

01004 えんばく オートミール
Common oats*, oatmeal, raw
[*Syn. Oats] 別名： オート、オーツ

01005 おおむぎ 七分つき押麦 Barley, under-milled pressed grain, raw 歩留り： 玄皮麦60～65%、玄裸麦65～

70%
Milling yield： hulled barley 60-65%,
naked barley 65-70%

01006 おおむぎ　押麦 Barley, pressed grain, raw 歩留り： 玄皮麦45～55%、玄裸麦55～

65%
Milling yield： hulled barley 45-55%,
naked barley 55-65%

01007 おおむぎ　米粒麦 Barley, split grain, raw 別名： 切断麦
白麦を含む

歩留り： 玄皮麦40～50%、玄裸麦50～６0%
Milling yield： hulled barley 40-50%,
naked barley 50-60%

01008 おおむぎ　大麦めん　乾 Barley, dried noodles, raw 原材料配合割合： 大麦粉 50、小麦粉 50 Recipe： barley flour 50, wheat flour
50

01009 おおむぎ　大麦めん　ゆで Barley, dried noodles, boiled 原材料配合割合： 大麦粉 50、小麦粉 50
Recipe： barley flour 50, wheat flour
50

01010 おおむぎ　麦こがし Barley, roasted flour 別名： こうせん、はったい粉

(01004)

01011 きび　精白粒
Proso millet*, milled grain, raw
[*Syn. Common millet] うるち、もちを含む 歩留り： 70～80% Milling yield： 70-80%

01012 こむぎ　[玄穀]　国産　普通
Common wheat, whole grain, domestic, medium-
strength, raw

01013 こむぎ　[玄穀]　輸入　軟質
Common wheat, whole grain, imported, soft,
raw

01014 こむぎ　[玄穀]　輸入　硬質
Common wheat, whole grain, imported, hard,
raw

01015 こむぎ　[小麦粉]　薄力粉　1等 Common wheat, soft flour, first grade
01016 こむぎ　[小麦粉]　薄力粉　2等 Common wheat, soft flour, second grade
01017 こむぎ　[小麦粉]　薄力粉　（欠番） Unused code number

01018 こむぎ　[小麦粉]　中力粉　1等
Common wheat, medium-strength flour, first
grade

01019 こむぎ　[小麦粉]　中力粉　2等
Common wheat, medium-strength flour, Second
grade

01020 こむぎ　[小麦粉]　強力粉　1等 Common wheat, hard flour, first grade
01021 こむぎ　[小麦粉]　強力粉　2等 Common wheat, hard flour, second grade
01022 こむぎ　[小麦粉]　強力粉　（欠番） Unused code number
01023 こむぎ　[小麦粉]　強力粉　全粒粉 Common wheat, hard flour, whole grain

01024
こむぎ　[小麦粉]　プレミックス粉　ホットケーキ
用

Common wheat, premixed flour for pancake 加熱によりベーキングパウダーから発生す
る二酸化炭素等： 0.6 g

Carbon dioxide, etc. produced by
baking from baking powder： 0.6 g

食品名マスターファイル
緑字：成分表2010からの変更点
紫字：複数の食材に係る備考（変更点も含む）（現在、本ではまとめて一カ所に記載）
赤字：分析結果等を踏まえて今後加筆
青字：事務局の覚え書き

：新規収載食品(分析、細分化、計算）

：名称変更等により収載順を変更した食品

資料２別紙
第10回食品成分委員会

(H27.1.27)
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01025 こむぎ　[小麦粉]　プレミックス粉　てんぷら用 Common wheat, premixed flour for Tempura
加熱によりベーキングパウダーから発生す
る
二酸化炭素等： 0.2 g

Carbon dioxide, etc. produced by
baking from baking powder： 0.2 g

新規
こむぎ　[小麦粉]　プレミックス粉　お好み焼き
用

Common wheat, premixed flour for
"Okonomiyaki" (Japanese pizza)

加熱によりベーキングパウダーから発生す
る
二酸化炭素等： ○ｇ

Carbon dioxide, etc. produced by
baking from baking powder： ○ g

新規 こむぎ　[小麦粉]　プレミックス粉　唐揚げ用 Common wheat, premixed flour for fried food
加熱によりベーキングパウダーから発生す
る
二酸化炭素等： ○ｇ

Carbon dioxide, etc. produced by
baking from baking powder : ○ g

01026 こむぎ　[パン類]　食パン Common wheat, bread, white
01027 （欠番） Unused code number
01028 こむぎ　[パン類]　コッペパン Common wheat, bread, white long roll
01029 （欠番） Unused code number
01030 こむぎ　[パン類]　乾パン Common wheat, bread, hardtack
01031 こむぎ　[パン類]　フランスパン Common wheat, bread, French bread

01032 こむぎ　[パン類]　ライ麦パン Common wheat, bread, rye and wheat bread 主原料配合： ライ麦粉50 %
Main ingredients： rye flour 50%

01033 こむぎ　[パン類]　ぶどうパン Common wheat, bread, raisin bread
01034 こむぎ　[パン類]　ロールパン Common wheat, bread, soft rolls
01035 こむぎ　[パン類]　クロワッサン Common wheat, bread, croissants
01036 こむぎ　[パン類]　イングリッシュマフィン Common wheat, bread, English muffins
01037 こむぎ　[パン類]　ナン Common wheat, bread, naan
新規 こむぎ　[パン類]　ベーグル Common wheat, bread, bagel

(15069～
072)

01038 こむぎ　[うどん・そうめん類]　うどん　生
Common wheat, "Udon " (thick wheat noodles),
wet noodles, uncooked きしめん、ひもかわを含む

01039 こむぎ　[うどん・そうめん類]　うどん　ゆで
Common wheat, "Udon " (thick wheat noodles),
wet noodles, boiled きしめん、ひもかわを含む

01040 （欠番） Unused code number

01041 こむぎ　[うどん・そうめん類]　干しうどん　乾
Common wheat, "Udon " (thick wheat noodles),
dried noodles, uncooked

01042 こむぎ　[うどん・そうめん類]　干しうどん　ゆで
Common wheat, "Udon " (thick wheat noodles),
dried noodles, boiled

01043
こむぎ　[うどん・そうめん類]　そうめん・ひやむ
ぎ　乾

Common wheat, "Somen  and Hiyamugi " (thin
wheat noodles), dried noodles, produced
mechanically, uncooked

01044
こむぎ　[うどん・そうめん類]　そうめん・ひやむ
ぎ　ゆで

Common wheat, "Somen  and Hiyamugi"  (thin
wheat noodles), dried noodles, produced
mechanically, boiled

01045
こむぎ　[うどん・そうめん類]　手延そうめん・手
延ひやむぎ　乾

Common wheat,  "Somen and Hiyamugi " (thin
wheat noodles), dried noodles, produced
manually, raw

01046
こむぎ　[うどん・そうめん類]　手延そうめん・手
延ひやむぎ　ゆで

Common wheat,  "Somen and Hiyamugi " (thin
wheat noodles), dried noodles, produced
manually, uncooked

01047 こむぎ　[中華めん類]　中華めん　生
Common wheat, Chinese style noodles, wet
noodles, uncooked
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01048 こむぎ　[中華めん類]　中華めん　ゆで
Common wheat, Chinese style noodles, wet
noodles, boiled

01049 こむぎ　[中華めん類]　蒸し中華めん
Common wheat, Chinese style noodles, steamed
noodles 試料： グリシン添加品を含む

Sample： including glycine added
products

01050 こむぎ　[中華めん類]　干し中華めん　乾
Common wheat, Chinese style noodles, dried
noodles, uncooked

01051 こむぎ　[中華めん類]　干し中華めん　ゆで
Common wheat, Chinese style noodles, dried
noodles, boiled

01052 こむぎ　[中華めん類]　沖縄そば　生
Common wheat, Okinawa noodles, wet noodles,
uncooked

01053 こむぎ　[中華めん類]　沖縄そば　ゆで
Common wheat, Okinawa noodles, wet noodles,
boiled

01054 こむぎ　[中華めん類]　干し沖縄そば　乾
Common wheat, Okinawa noodles, dried
noodles, uncooked

01055 こむぎ　[中華めん類]　干し沖縄そば　ゆで
Common wheat, Okinawa noodles, dried
noodles, boiled

01056
こむぎ　[即席めん類]　即席中華めん　油揚げ
味付け

Common wheat, instant noodles, Chinese style
noodles, dried by frying, seasoned 別名： インスタントラーメン 添付調味料等を含む With attached seasoning, etc.

01057 こむぎ　[即席めん類]　即席中華めん　油揚げ
Common wheat, instant noodles, Chinese style
noodles, dried by frying, not seasoned 別名： インスタントラーメン 添付調味料等を含む With attached seasoning, etc.

01058
こむぎ　[即席めん類]　即席中華めん　非油揚
げ

Common wheat, instant noodles, Chinese style
noodles, dried by hot air 別名： インスタントラーメン 添付調味料等を含む With attached seasoning, etc.

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

Common wheat, instant cup noodles, Chinese
style noodles, dried by frying 別名： カップラーメン 添付調味料等を含む With attached seasoning, etc.

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

Common wheat, instant cup noodles, Yakisoba
(fried noodles), dried by frying 別名： カップ焼きそば 添付調味料等を含む With attached seasoning, etc.

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

Common wheat, instant cup noodles, Chinese
style noodles, dried by hot air 別名： カップラーメン 添付調味料等を含む With attached seasoning, etc.

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

Common wheat,  instant cup noodles, "Udon "
(thick wheat noodles)　and buckwheat noodles,
dried by frying

別名： カップうどん 添付調味料等を含む With attached seasoning, etc.

01063
こむぎ　[マカロニ・スパゲッティ類]　マカロニ・ス
パゲッティ　乾

Common wheat, macaroni and spaghetti, dry
pasta, uncooked

01064
こむぎ　[マカロニ・スパゲッティ類]　マカロニ・ス
パゲッティ　ゆで

Common wheat, macaroni and spaghetti, dry
pasta, boiled 1.5%食塩水でゆでた場合 Boiled in 1.5% salt water

新規
こむぎ　[マカロニ・スパゲッティ類]　生パスタ
生

Common wheat, macaroni and spaghetti, fresh
pasta, uncooked

01065 こむぎ　[ふ類]　生ふ

Common wheat, "Fu " (gluten products),
"Namafu " (steamed gluten and glutinous rice
flour dough)

01066 こむぎ　[ふ類]　焼きふ　焼きふ
Common wheat, "Fu " (gluten products),
"Yakifu " (dry baked gluten)

小町ふ、おつゆふ、観世ふを含
む

01067 こむぎ　[ふ類]　焼きふ　板ふ
Common wheat, "Fu " (gluten products),  "Ita-
fu " (baked, pressed and dried gluten)

01068 こむぎ　[ふ類]　焼きふ　車ふ
Common wheat, "Fu " (gluten products),
"Kuruma-fu " (dry baked gluten, ring-shaped)

01069

Common wheat, "Chikuwabu " (tube-shaped
steamed wheat dough) Fu  (gluten products),
steamed type, Steamed tubular type

01070 こむぎ　[その他]　小麦はいが Common wheat, wheat germ 試料： 焙焼品 Sample： roasted product

01071 こむぎ　[その他]　小麦たんぱく　粉末状 Common wheat, wheat gluten, powdered type

3／92



食品番号 食品名(全体） 英名 (食品名、エクセルファイルのみに掲載）
別名、食品の説明、試料の説
明等

その他の備考 備考の英訳

01072 こむぎ　[その他]　小麦たんぱく　粒状 Common wheat, wheat gluten, textured type 試料： 冷凍品 Sample： frozen product

01073 こむぎ　[その他]　小麦たんぱく　ペースト状 Common wheat, wheat gluten, paste type 試料： 冷凍品 Sample： frozen product

01074 こむぎ　[その他]　ぎょうざの皮 Common wheat, Jiaozi pastry
01075 こむぎ　[その他]　しゅうまいの皮 Common wheat, Shumai pastry
01076 こむぎ　[その他]　ピザ生地 Common wheat, pizza crust 別名： ピザクラスト

01069 こむぎ　[その他]　ちくわぶ
Common wheat, "Chikuwabu " (tube-shaped
steamed wheat dough)

01077 こむぎ　[その他]　パン粉　生 Common wheat, bread crumbs, fresh
01078 こむぎ　[その他]　パン粉　半生 Common wheat, bread crumbs, semi-dry
01079 こむぎ　[その他]　パン粉　乾燥 Common wheat, bread crumbs, dry
新規 こむぎ　[その他]　冷めん　生 Common wheat, cold noodles, uncooked

01080 こめ　[水稲穀粒]　玄米 Rice, short grain, paddy rice, brown, raw  うるち、もちを含む
うるち米

Nonglutinous rice

01081 こめ　[水稲穀粒]　半つき米 Rice, short grain, paddy rice, half-milled, raw うるち米 歩留り： 95～96% Nonglutinous rice
Milling yield： 95-96%

01082 こめ　[水稲穀粒]　七分つき米 Rice, short grain, paddy rice, under-milled, raw うるち米 歩留り： 92～94% Nonglutinous rice
Milling yield： 92-94%

01083 こめ　[水稲穀粒]　精白米　うるち米
Rice, short grain, paddy rice, nonglutinous rice,
well-milled, raw うるち米 歩留り： 90～91% Nonglutinous rice

Milling yield： 90-91%

新規 こめ　[水稲穀粒]　精白米　もち米
Rice, short grain, paddy rice, glutinous rice,
well-milled, raw 歩留り： 90～91% Milling yield： 90-91%

新規 こめ　[水稲穀粒]　精白米　インディカ米 Rice, long grain, paddy rice, well-milled, raw 試料: 輸入品 歩留り： 90～91% Milling yield： 90-91%
Sample： imported rice

01084 こめ　[水稲穀粒]　はいが精米
Rice, short grain, paddy rice, well-milled, rice
with embryo, raw うるち米 歩留り： 91～93% Milling yield： 91-93x%

新規 こめ　[水稲穀粒]　発芽玄米
Rice, short grain, paddy rice, germinated brown
rice, raw うるち米

01085 こめ　[水稲めし]　玄米 Rice, short grain, paddy rice, brown, cooked うるち米 玄米47 g相当量を含む Containing brown rice 47 g

01086 こめ　[水稲めし]　半つき米 Rice, short grain, paddy rice, half-milled, cooked うるち米 半つき米47 g相当量を含む Containing half-milled rice 47 g

01087 こめ　[水稲めし]　七分つき米
Rice, short grain, paddy rice, under-milled,
cooked うるち米 七分つき米47 g相当量を含む Containing under-milled rice 47 g

01088 こめ　[水稲めし]　精白米　うるち米
Rice, short grain, paddy rice, nonglutinous rice,
well-milled, cooked うるち米 精白米47 g相当量を含む Containing well-milled rice 47 g

新規 こめ　[水稲めし]　精白米　もち米
Rice, short grain, paddy rice, glutinous rice,
well-milled, cooked うるち米 精白米47 g相当量を含む Containing well-milled rice 47 g

01089 こめ　[水稲めし]　はいが精米
Rice, short grain, paddy rice, well-milled, rice
with embryo, cooked うるち米 はいが精白米47 g相当量を含む

Containing well-milled rice with
embryo 47 g

新規 こめ　[水稲めし]　発芽玄米
Rice, short grain, paddy rice, germinated brown
rice, cooked うるち米 発芽玄米○ g相当量を含む

Containing germinated brown rice ○
g

01090 こめ　[水稲全かゆ]　玄米 Rice, short grain, paddy rice, brown, gruel うるち米
20%がゆ

玄米20 g相当量を含む Containing brown rice 20 g

01091 こめ　[水稲全かゆ]　半つき米 Rice, short grain, paddy rice, half-milled, gruel うるち米
20%がゆ

半つき米20 g相当量を含む Containing half-milled rice 20 g

01092 こめ　[水稲全かゆ]　七分つき米
Rice, short grain, paddy rice, under-milled,
gruel

うるち米
20%がゆ

七分つき米20 g相当量を含む Containing under-milled rice 20 g

01093 こめ　[水稲全かゆ]　精白米 Rice, short grain, paddy rice,  well-milled, gruel うるち米 精白米20 g相当量を含む Containing well-milled rice 20 g

01094 こめ　[水稲五分かゆ]　玄米
Rice, short grain, paddy rice, brown, diluted
gruel うるち米 玄米10 g相当量を含む Containing brown rice 10 g

01095 こめ　[水稲五分かゆ]　半つき米
Rice, short grain, paddy rice, half-milled,
diluted gruel うるち米 半つき米10 g相当量を含む Containing half-milled rice 10 g

01096 こめ　[水稲五分かゆ]　七分つき米
Rice, short grain, paddy rice, under-milled,
diluted gruel うるち米 七分つき米10 g相当量を含む Containing under-milled rice 10 g
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01097 こめ　[水稲五分かゆ]　精白米
Rice, short grain, paddy rice,  well-milled,
diluted gruel うるち米 精白米10 g相当量を含む Containing well-milled rice 10 g

01098 こめ　[水稲おもゆ]　玄米 Rice, short grain, paddy rice, brown, thin gruel
うるち米
弱火で加熱、ガーゼでこしたも
の

玄米6 g相当量を含む
Filtered through gauze after cooking
over low heat
Containing brown rice 6 g

01099 こめ　[水稲おもゆ]　半つき米
Rice, short grain, paddy rice, half-milled, thin
gruel

うるち米
弱火で加熱、ガーゼでこしたも
の

半つき米6 g相当量を含む
Filtered through gauze after cooking
over low heat
Containing half-milled rice 6 g

01100 こめ　[水稲おもゆ]　七分つき米
Rice, short grain, paddy rice, under-milled, thin
gruel

うるち米
弱火で加熱、ガーゼでこしたも
の

七分つき米6 g相当量を含む
Filtered through gauze after cooking
over low heat
Containing under-milled rice 6 g

01101 こめ　[水稲おもゆ]　精白米
Rice, short grain, paddy rice,  well-milled, thin
gruel

うるち米
弱火で加熱、ガーゼでこしたも
の

精白米6 g相当量を含む
Filtered through gauze after cooking
over low heat
Containing well-milled rice 6 g

01102 こめ　[陸稲穀粒]　玄米 Rice, short grain, upland rice, brown, raw うるち、もちを含む
Including nonglutinous and glutinous
rice

01103 こめ　[陸稲穀粒]　半つき米 Rice, short grain, upland rice, half-milled, raw うるち、もちを含む 歩留り： 95～96%
Including nonglutinous and glutinous
rice
Milling yield： 95-96%

01104 こめ　[陸稲穀粒]　七分つき米 Rice, short grain, upland rice, under-milled, raw うるち、もちを含む 歩留り： 93～94%
Including nonglutinous and glutinous
rice
Milling yield： 93-94%

01105 こめ　[陸稲穀粒]　精白米 Rice, short grain, upland rice, well-milled, raw うるち、もちを含む 歩留り： 90～92%
Including nonglutinous and glutinous
rice
Milling yield： 90-92%

01106 こめ　[陸稲めし]　玄米 Rice, short grain, upland rice, brown, cooked うるち、もちを含む 玄米47 g相当量を含む
Including nonglutinous and glutinous
rice
Containing brown rice 47 g

01107 こめ　[陸稲めし]　半つき米
Rice, short grain, upland rice, half-milled,
cooked うるち、もちを含む 半つき米47 g相当量を含む

Including nonglutinous and glutinous
rice
Containing half-milled rice 47 g

01108 こめ　[陸稲めし]　七分つき米
Rice, short grain, upland rice, under-milled,
cooked うるち、もちを含む 七分つき米47 g相当量を含む

Including nonglutinous and glutinous
rice
Containing under-milled rice 47 g

01109 こめ　[陸稲めし]　精白米
Rice, short grain, upland rice, well-milled,
cooked うるち、もちを含む 精白米47 g相当量を含む

Including nonglutinous and glutinous
rice
Containing well-milled rice 47 g

01110 こめ　[うるち米製品]　アルファ化米　一般用
Rice, nonglutinous rice products, quick-cooking
rice, regular, raw

新規
こめ　[うるち米製品]　アルファ化米　学校給食
用強化品

Rice, nonglutinous rice products, quick-cooking
rice, fortified product for school lunch, raw

01111 こめ　[うるち米製品]　おにぎり
Rice, nonglutinous rice products, "Onigiri "
(rice ball) 塩むすび（のり、具材なし） Without laver and filling

01112 こめ　[うるち米製品]　焼きおにぎり
Rice, nonglutinous rice products, "Yaki-onigiri "
(baked rice ball) こいくちしょうゆ6.5 gを含む

Containing 6.5 g of common soy
sauce

01113 こめ　[うるち米製品]　きりたんぽ
Rice, nonglutinous rice products,
"Kiritanpo "(baked tube-shaped cooked rice)

01114 こめ　[うるち米製品]　上新粉 Rice, nonglutinous rice products, regular flour
新規 こめ　[うるち米製品]　玄米粉

Rice, nonglutinous rice products, brown rice
flour

新規 こめ　[うるち米製品]　米粉 Rice, nonglutinous rice products, fine flour
新規 こめ　[うるち米製品]　米粉パン Rice, nonglutinous rice products, bread
新規 こめ　[うるち米製品]　米粉めん

Rice, nonglutinous rice products, wet noodles,
raw
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01115 こめ　[うるち米製品]　ビーフン
Rice, nonglutinous rice products, dried noodles,
raw

01116 こめ　[うるち米製品]　米こうじ Rice, nonglutinous rice products, rice-koji
01117 こめ　[もち米製品]　もち Rice, glutinous rice products, rice cake

01118 こめ　[もち米製品]　赤飯
Rice, glutinous rice products, "Sekihan "
(steamed rice with adzuki beans or cowpeas) 別名： おこわ、こわめし 原材料配合割合： もち米100、ささげ10

Recipe： glutinous rice 100, cowpeas
10

01119 こめ　[もち米製品]　あくまき
Rice, glutinous rice products, "Akumaki " (lye-
soaked and cooked rice in bamboo leaf

01120 こめ　[もち米製品]　白玉粉
Rice, glutinous rice products, "Shiratamako "
(flour milled in water)

01121 こめ　[もち米製品]　道明寺粉
Rice, glutinous rice products, "Domyojiko "
(steamed flour)

新規 こめ　[その他]　米ぬか Rice, bran

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

Outer layer flour partly eliminated

01123 そば　そば粉　内層粉 Buckwheat flour, inner layer 別名： さらしな粉、ごぜん粉

01124 そば　そば粉　中層粉 Buckwheat flour, middle layer
01125 そば　そば粉　表層粉 Buckwheat flour, outer layer
01126 そば　そば米 Buckwheat, parboiled grain 別名： そばごめ、むきそば

01127 そば　そば　生 Buckwheat, wet noodles, uncooked 別名： そば切り 原材料配合割合： 小麦粉65、そば粉35
Recipe： wheat flour 65, buckwheat
flour 35

01128 そば　そば　ゆで Buckwheat, wet noodles, boiled 別名： そば切り

01129 そば　干しそば　乾 Buckwheat, dried noodles, uncooked 原材料配合割合： 小麦粉65、そば粉35
Recipe ： wheat flour 65, buckwheat
flour 35

01130 そば　干しそば　ゆで Buckwheat, dried noodles, boiled

01131 とうもろこし　玄穀　黄色種 Corn, whole grain, yellow type, raw 別名： とうきび
試料： 輸入品

Sample： imported corn

新規 とうもろこし　玄穀　白色種 Corn, whole grain, white type, raw 別名： とうきび
試料： 輸入品

01132 とうもろこし　コーンミール　黄色種 Cornmeal, yellow type 別名： とうきび 歩留り： 75～80% Milling yield： 75-80%

新規 とうもろこし　コーンミール　白色種 Cornmeal, white type 別名： とうきび 歩留り： 75～80% Milling yield： 75-80%

01133 とうもろこし　コーングリッツ　黄色種 Corn grits, yellow type 別名： とうきび 歩留り： 44～55% Milling yield： 44-55%

新規 とうもろこし　コーングリッツ　白色種 Corn grits, white type 別名： とうきび 歩留り： 44～55% Milling yield： 44-55%

01134 とうもろこし　コーンフラワー　黄色種 Corn flour, yellow type 別名： とうきび 歩留り： 4～12% Milling yield： 4-12%

新規 とうもろこし　コーンフラワー　白色種 Corn flour, white type 別名： とうきび 歩留り： 4～12% Milling yield： 4-12%

01135 とうもろこし　ジャイアントコーン　フライ　味付け Corn, cultivar: Cuzco, oil-roasted and salted 別名： とうきび

01136 とうもろこし　ポップコーン Corn, popcorn, oil-popped and salted 別名： とうきび

01137 とうもろこし　コーンフレーク Corn, cornflakes 別名： とうきび

(06175～180)

01138 はとむぎ　精白粒 Job's tears, milled grain, raw 歩留り： 42～45% Milling yield： 42-45%

01139 ひえ　精白粒 Japanese barnyard millet, milled grain, raw 歩留り： 55～60% Milling yield： 55-60%

01140 もろこし　玄穀 Sorghum, whole grain, raw 別名： こうりゃん、ソルガム、た
かきび、マイロ

01141 もろこし　精白粒 Sorghum, milled grain, raw 別名： こうりゃん、ソルガム、た
かきび、マイロ

歩留り： 70～80% Milling yield： 70-80%

01142 ライむぎ　全粒粉 Rye, whole flour
01143 ライむぎ　ライ麦粉 Rye, flour 歩留り： 65～75% Milling yield： 65-75%
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食品番号 食品名(全体） 英名 (食品名、エクセルファイルのみに掲載）
別名、食品の説明、試料の説
明等

その他の備考 備考の英訳

(01032)

新規 雑穀　五穀
Five grains (rice, barley, beans, foxtail millet,
proso millet (p))

○○、○○、○○、○○、○○
を含むもの。

２ いも及びでん粉類 2. Potatoes and starches
 ＜POTATOES ＞(英訳では省略）

02001 ＜いも類＞きくいも　塊茎　生 Jerusalem-artichoke, tuber, raw 廃棄部位： 表層、エネルギー： 暫定値
Removed portion： skin and cortex,
Energy : tentative value

新規 ＜いも類＞きくいも　塊茎　水煮 Jerusalem-artichoke, tuber, boiled 廃棄部位： 表層、エネルギー： 暫定値
Removed portion： skin and cortex,
Energy： tentative value

02002 ＜いも類＞こんにゃく　精粉 Konjac, fine powder こんにゃく製品の原料 エネルギー： 暫定値
Used as raw material for konjac
products
Energy： tentative value

02003
＜いも類＞こんにゃく　板こんにゃく　精粉こん
にゃく

Konjac, block, made from fine powder 突きこんにゃく、玉こんにゃくを
含む

エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

02004
＜いも類＞こんにゃく　板こんにゃく　生いもこ
んにゃく

Konjac, block, made from corm 突きこんにゃく、玉こんにゃくを
含む

エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

新規 ＜いも類＞こんにゃく　赤こんにゃく Konjac, block, colored by red ion oxide 三酸化二鉄を加え、赤色に加
工したもの

エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

新規 ＜いも類＞こんにゃく　凍みこんにゃく　乾 Konjac, freeze-dried, raw エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

新規 ＜いも類＞こんにゃく　凍みこんにゃく　水戻し Konjac, freeze-dried, rehydrated in water エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

02005 ＜いも類＞こんにゃく　しらたき Konjac, noodles 別名： 糸こんにゃく エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

02006 ＜いも類＞さつまいも　塊根　皮むき　生 Sweet potato, tuberous root, without skin, raw 別名： かんしょ（甘藷）
廃棄部位： 表層及び両端（表皮の割合：
2%）

Removed portion： skin, cortex and
ends　(skin portion： 2%)

02007 ＜いも類＞さつまいも　塊根　皮むき　蒸し
Sweet potato, tuberous root, without skin,
steamed 別名： かんしょ（甘藷） 廃棄部位： 表皮及び両端 Removed portion： skin and ends

02008 ＜いも類＞さつまいも　塊根　皮むき　焼き Sweet potato, tuberous root, without skin, baked
別名： かんしょ（甘藷）、石焼き
芋
試料： 市販品

廃棄部位： 表層、エネルギー： 暫定値
Sample： Commercial product
Removed portion： skin and cortex

02009 ＜いも類＞さつまいも　蒸し切干
Sweet potato, Mushikiriboshi (sliced and dried
after steaming)

別名： かんしょ（甘藷）、乾燥い
も、干しいも

新規 ＜いも類＞さつまいも　塊根　皮つき　生 Sweet potato, tuberous root, with skin, raw 別名： かんしょ（甘藷）

新規 ＜いも類＞さつまいも　塊根　皮つき　蒸し Sweet potato, tuberous root, with skin, steamed 別名： かんしょ（甘藷）

新規 ＜いも類＞さつまいも　塊根　皮つき　天ぷら
Sweet potatoes, tuberous root, with skin,
tempura 別名： かんしょ（甘藷）

新規 ＜いも類＞さつまいも　紫　塊根　皮むき　生
Sweet potato, purple flesh type, tuberous root,
without skin, raw

別名： かんしょ（甘藷）、むらさ
きいも

廃棄部位： 表皮及び両端 Removed portion： skin and ends

新規 ＜いも類＞さつまいも　紫　塊根　皮むき　蒸し
Sweet potato, purple flesh type, tuberous root,
without skin, steamed

別名： かんしょ（甘藷）、むらさ
きいも

廃棄部位： 表層 Removed portion： skin and cortex

02010 ＜いも類＞(さといも類）　さといも　球茎　生 Taro, "Satoimo " , corm, raw 試料： 輸入品を含む 廃棄部位： 表層
Sample： including imported product
Removed portion： skin and cortex

02011 ＜いも類＞(さといも類）　さといも　球茎　水煮 Taro, "Satoimo " , corm, boiled
02012 ＜いも類＞(さといも類）　さといも　球茎　冷凍 Taro, "Satoimo " , corm, frozen 試料： 輸入品 Sample： imported product

新規 ＜いも類＞(さといも類）　セレベス　球茎　生 Taro, Celebes, tuber, raw 別名： あかめいも 廃棄部位： 表層 Removed portion： skin and cortex

新規 ＜いも類＞(さといも類）　セレベス　球茎　水煮 Taro, Celebes, tuber, boiled 別名： あかめいも

新規 ＜いも類＞さといも類）　たけのこいも　球茎　生 Taro, "Takenoko-imo ", tuber, raw 別名： 京いも 廃棄部位： 表層 Removed portion： skin and cortex

新規
＜いも類＞(さといも類）　たけのこいも　球茎
水煮

Taro, "Takenoko-imo ", tuber, boiled 別名： 京いも

02013 ＜いも類＞(さといも類）　みずいも　球茎　生 Taro, "Mizuimo " , corm, raw 別名： 田芋 廃棄部位： 表層及び両端
Removed portion： skin, cortex and
ends

02014 ＜いも類＞(さといも類）　みずいも　球茎　水煮 Taro, "Mizuimo " , corm, boiled 別名： 田芋
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02015 ＜いも類＞(さといも類）　やつがしら　球茎　生 Taro, "Yatsugashira ", corm, raw 廃棄部位： 表層 Removed portion： skin and cortex

02016
＜いも類＞(さといも類）　やつがしら　球茎　水
煮

Taro, "Yatsugashira ", corm, boiled

02017 ＜いも類＞じゃがいも　塊茎　生 Potatoes, tuber, raw 別名： ばれいしょ（馬鈴薯） 廃棄部位： 表層 Removed portion： skin and cortex

02018 ＜いも類＞じゃがいも　塊茎　蒸し Potatoes, tuber, steamed 別名： ばれいしょ（馬鈴薯） 廃棄部位： 表皮 Removed portion： skin

02019 ＜いも類＞じゃがいも　塊茎　水煮 Potatoes, tuber, boiled 別名： ばれいしょ（馬鈴薯）

02020 ＜いも類＞じゃがいも　フライドポテト Potatoes, fried potato 別名： ばれいしょ（馬鈴薯）

02021 ＜いも類＞じゃがいも　乾燥マッシュポテト Potatoes, dehydrated mashed potato
別名： ばれいしょ（馬鈴薯）
試料： 輸入品を含む。酸化防
止用としてビタミンC添加品あり

Sample： including imported product,
some products may contain ascorbic
acid as antioxidant.

(15103～104)

新規 ＜いも類＞ヤーコン　塊根　生 Yacon, tuber, raw
新規 ＜いも類＞ヤーコン　塊根　水煮 Yacon, tuber, boiled

02022
＜いも類＞(やまのいも類）　ながいも　いちょう
いも　塊根　生

 Yam, Chinese yam, "Ichoimo ", tuberous root,
raw 別名： やまいも、手いも 廃棄部位： 表層 Removed portion： skin and cortex

02023
＜いも類＞(やまのいも類）　ながいも　ながいも
塊根　生

 Yam, Chinese yam, "Nagaimo ", tuberous root,
raw 別名： やまいも 廃棄部位： 表層、ひげ根及び切り口

Removed portion： skin, cortex,
fibrous root and cut end

02024
＜いも類＞(やまのいも類）　ながいも　ながいも
塊根　水煮

 Yam, Chinese yam, "Nagaimo ", tuberous root,
boiled 別名： やまいも

02025
＜いも類＞(やまのいも類）　ながいも　やまとい
も　塊根　生

 Yam, Chinese yam, "Yamatoimo ", tuberous
root, raw

別名： やまいも
伊勢いも、丹波いもを含む

廃棄部位： 表層及びひげ根
Removed portion： skin, cortex and
fibrous root

(06282)

02026
＜いも類＞(やまのいも類）　じねんじょ　塊根
生

Yam, Japanese yam, tuberous root, raw 別名： やまいも 廃棄部位： 表層及びひげ根
Removed portion： skin, cortex and
fibrous root

02027 ＜いも類＞(やまのいも類）　だいじょ　塊根　生 Yam, white yam, tuberous root, raw 別名： やまいも、だいしょ 廃棄部位： 表層 Removed portion： skin and cortex

 ＜STARCHES AND STARCH PRODUCTS ＞

(02034)

02028
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉類）　キャッサ
バでん粉

Starch, cassava starch 別名： タピオカ
試料： 輸入品

Sample： imported product

02029
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉類）　くずでん
粉

Starch, kudzu starch 別名： くず粉

02030 ＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉類）　米でん粉 Starch, rice starch

02031
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉類）　小麦でん
粉

Starch, wheat starch

(02035)

02032
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉類）　サゴでん
粉

Starch, sago starch 試料： 輸入品 Sample： imported product

02033
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉類）　さつまい
もでん粉

Starch, sweet potato starch 別名： かんしょ（甘藷）でん粉

02034
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉類）　じゃがい
もでん粉

Starch, potato starch 別名： ばれいしょ（馬鈴薯）でん
粉、かたくり粉

(02028)

02035
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉類）　とうもろこ
しでん粉

Starch, corn starch 別名： コーンスターチ

02036
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉製品）　くずきり
乾

Starch products, kudzu starch noodles, dried,
uncooked

02037
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉製品）　くずきり
ゆで

Starch products, kudzu starch noodles, dried,
boiled
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（○○）

新規
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉製品）　ごま豆
腐

Starch products, "Goma-dofu" (tofu-like jelly
made from sesame paste and kudzu starch)

02038
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉製品）　タピオ
カパール　乾

Starch products, tapioca pearls, dried, uncooked 試料： 輸入品 Sample： imported product

新規
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉製品）　タピオ
カパール　ゆで

Starch products, tapioca pearls, boiled 試料： 輸入品 Sample： imported product

新規
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉製品）　でん粉
めん　生

Starch products, wet noodles, uncooked

新規
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉製品）　でん粉
めん　乾

Starch products, dried noodles, uncooked

新規
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉製品）　でん粉
めん　乾　ゆで

Starch products, dried noodles, boiled

02039
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉製品）　はるさ
め　緑豆はるさめ　乾

Starch products, "Harusame " (thin starch
noodles), made from mung bean starch, dried,
uncooked

主原料： 緑豆でん粉
試料： 輸入品を含む

Sample： including imported product

新規
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉製品）　はるさ
め　緑豆はるさめ　ゆで

Starch products, "Harusame " (thin starch
noodles), made from mung bean starch, boiled

02040
＜でん粉・でん粉製品＞(でん粉製品）　はるさ
め　普通はるさめ　乾

Starch products, "Harusame " (thin starch
noodles), made from potato and sweet potato
starches, dried, uncooked

主原材料： じゃがいもでん粉、
さつまいもでん粉

新規
＜でん粉・でん粉製品＞（でん粉製品）　はるさ
め　普通はるさめ　ゆで

Starch products, "Harusame " (thin starch
noodles), made from potato and sweet potato
starches, boiled

３ 砂糖及び甘味類 3. Sugars and sweeteners
03001 (砂糖類）　黒砂糖 Sugars, brown sugar lump しょ糖： 80 g Sucrose： 80 g

03002 (砂糖類）　和三盆糖
Sugars, "Wasanbonto " (traditional non-
centrifugal soft white cane sugar) しょ糖： 97.4 g Sucrose： 97.4 g

03003 (砂糖類）　車糖　上白糖 Sugars, soft sugars, white しょ糖： 97.8 g Sucrose： 97.8 g

03004 (砂糖類）　車糖　三温糖 Sugars, soft sugars, yellow しょ糖： 96.4 g Sucrose： 96.4 g

03005 (砂糖類）　ざらめ糖　グラニュー糖 Sugars, hard sugars, granulated しょ糖： 99.9 g Sucrose： 99.9 g

03006 (砂糖類）　ざらめ糖　白ざら糖 Sugars, hard sugars, coarse crystal, white 別名： 上ざら糖 しょ糖： 99.9 g Sucrose： 99.9 g

03007 (砂糖類）　ざらめ糖　中ざら糖 Sugars, hard sugars, coarse crystal, yellow 別名： 黄ざら糖 しょ糖： 99.9 g Sucrose： 99.9 g

03008 (砂糖類）　加工糖　角砂糖 Sugars, reprocessed sugars, cubes しょ糖： 99.9 g Sucrose： 99.9 g

03009 (砂糖類）　加工糖　氷砂糖
Sugars, reprocessed sugars, "Korizato " (crystal
candy sugar) 別名： 氷糖 しょ糖： 99.9 g Sucrose： 99.9 g

03010 (砂糖類）　加工糖　コーヒーシュガー
Sugars, reprocessed sugars, candy sugar for
coffee しょ糖： 99.5 g Sucrose： 99.5 g

03011 (砂糖類）　加工糖　粉糖 Sugars, reprocessed, powdered sugar 別名： 粉砂糖
か（顆）粒糖を含む

しょ糖： 98.3 g Including agglomerated sugar
Sucrose： 98.3 g

03012 (砂糖類）　液糖　しょ糖型液糖 Sugars, liquid sugars, sucrose しょ糖： 67.7 g Sucrose： 67.7 g

03013 (砂糖類）　液糖　転化型液糖 Sugars, liquid sugars, inverted しょ糖： 37.0 g Sucrose： 37.0 g

03014 (砂糖類）　氷糖みつ Sugars, candy sugar molasses しょ糖： 63.3 g Sucrose： 63.3 g

03015 (でん粉糖類）　粉あめ Starch sweeteners, dried glucose syrup
03016  (でん粉糖類）　水あめ Starch sweeteners, glucose syrup

新規 (でん粉糖類）　水あめ　酵素糖化
Starch sweeteners, glucose syrup, enzyme-
converted

新規 (でん粉糖類）　水あめ　酸糖化
Starch sweeteners, glucose syrup, acid-
converted
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03017 (でん粉糖類）　ぶどう糖　全糖

Starch sweeteners, glucose*, total sugar type ←
(要確認、uncrystallized powder?)
[*Syn. dextrose]

03018 (でん粉糖類）　ぶどう糖　含水結晶
Starch sweeteners, glucose*, monohydrate
[*Syn. dextrose]

03019 (でん粉糖類）　ぶどう糖　無水結晶
Starch sweeteners, glucose*, anhydrous
[*Syn. dextrose]

03020 (でん粉糖類）　果糖 Starch sweeteners, fructose

03021  (でん粉糖類）　異性化液糖 Starch sweeteners, high fructose syrup
 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」

4) Syrups in accordance with the
Japanese Agricultural Standard

新規 (でん粉糖類）　異性化液糖　ぶどう糖果糖液糖 Starch sweeteners, glucose fructose syrup 果糖含有率50%未満のもの Containing less than 50% of fructose

新規 (でん粉糖類）　異性化液糖　果糖ぶどう糖液糖 Starch sweeteners, fructose glucose syrup 果糖含有率50%以上90%未満の
もの

Containing  50% to 90% of fructose

新規 (でん粉糖類）　異性化液糖　高果糖液糖 Starch sweeteners, high fructose syrup 果糖含有率90%以上のもの
Containing  more than 90% of
fructose

03022 (その他）　はちみつ Honey

03023 (その他）　メープルシロップ Maple syrup 別名： かえで糖
試料： 輸入品

Sample： imported products

４ 豆類 4. Pulses
04001 あずき　全粒　乾 Adzuki beans, mature seeds, whole, raw
04002 あずき　全粒　ゆで Adzuki beans, mature seeds, whole, boiled

04003 あずき　ゆで小豆缶詰
Adzuki beans, mature seeds, whole, boiled,
canned in syrup 液汁を含む Including syrup

04004 あずき　あん　こしあん
Adzuki beans, mature seeds, "An " (bean paste),
"Koshi-an" (strained sweet bean paste) 生こしあん

04005 あずき　あん　さらしあん

Adzuki beans, mature seeds, "An " (bean paste),
"Sarashi-an " (powder of strained sweet bean
paste)

乾燥あん

04006 あずき　あん　つぶしあん
Adzuki beans, mature seeds, "An " (bean paste),
"Tsubushi-an " (mushed sweet bean paste) 試料: しょ糖添加品

04007 いんげんまめ　全粒　乾 Kidney beans, mature seeds, whole, raw 金時類、白金時類、手亡類、鶉
類、大福、虎豆を含む

04008 いんげんまめ　全粒　ゆで Kidney beans, mature seeds, whole, boiled 金時類、白金時類、手亡類、鶉
類、大福、虎豆を含む

04009 いんげんまめ　うずら豆
Kidney beans, mature seeds, "Uzura-mame "
(beans cooked with sugar and salt)

試料（原材料）： 金時類
煮豆

04010 いんげんまめ　こしあん
Kidney beans, mature seeds, "Koshi-an "
(strained sweet bean paste) 試料: 生こしあん

04011 いんげんまめ　豆きんとん
Kidney beans, mature seeds, "Mame-kinton "
(sweetened whole beans with bean paste) 試料: 市販品 Sample： commercial product

(06010～011)

04012 えんどう　全粒　乾　青えんどう Peas, mature seeds, green-colored, whole, raw

新規 えんどう　全粒　乾　赤えんどう Peas, mature seeds, dun-colored, whole, raw

04013 えんどう　全粒　ゆで　青えんどう Peas, mature seeds, green-colored, whole, boiled

新規 えんどう　全粒　ゆで　赤えんどう Peas, mature seeds, dun-colored, whole, boiled
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04014 えんどう　グリーンピース（揚げ豆） Peas, mature seeds, oil-roasted and salted

04015 えんどう　塩豆
Peas, mature seeds, "Shio-mame " (peas
roasted and coated with calcium carbonate and 炭酸カルシウム使用 (食品名に含まれるので略）

04016 えんどう　うぐいす豆
Peas, mature seeds, "Uguisu-mame " (green
peas cooked with sugar and salt) 煮豆

(06019～026)

04017 ささげ　全粒　乾 Cowpeas, mature seeds, whole, raw
04018 ささげ　全粒　ゆで Cowpeas, mature seeds, whole, dried, boiled
04019 そらまめ　全粒　乾 Broad beans, mature seeds, whole, raw
04020 そらまめ　フライビーンズ

Broad beans, mature seeds, oil-roasted and
salted 別名： いかり豆 種皮付き With hull

04021 そらまめ　おたふく豆
Broad beans, mature seeds, "Otafuku-mame "
(beans cooked with sugar and salt or soy sauce) 煮豆

04022 そらまめ　ふき豆
Broad beans, mature seeds, "Fuki-mame "
(hulled beans cooked with sugar and salt) 煮豆

新規 そらまめ　しょうゆ豆
Broad beans, mature seeds, "Shoyu-mame"
(beans cooked with sugar and soy sauce) 煮豆

(06124～125)

04023
だいず　[全粒・全粒製品]　全粒　国産　黄大豆
乾

Soybeans, mature seeds, whole, domestic,
yellow-colored, raw

新規
だいず　[全粒・全粒製品]　全粒　国産　黒大豆
乾

Soybeans, mature seeds, whole, domestic, black-
colored, raw

04024
だいず　[全粒・全粒製品]　全粒　国産　黄大豆
ゆで

Soybeans, mature seeds, whole, domestic,
yellow-colored, boiled

04025
だいず　[全粒・全粒製品]　全粒　米国産　黄大
豆　乾

Soybeans, mature seeds, whole, imported from
U.S.A., yellow-colored, raw

04026
だいず　[全粒・全粒製品]　全粒　中国産　黄大
豆　乾

Soybeans, mature seeds, whole, imported from
China, yellow-colored, raw

04027
だいず　[全粒・全粒製品]　全粒　ブラジル産
黄大豆　乾

Soybeans, mature seeds, whole, imported from
Brazil, yellow-colored, dried, raw

新規 だいず　[全粒・全粒製品]　いり大豆　黄大豆
Soybeans, mature seeds, whole, yellow-colored,
roasted

新規 だいず　[全粒・全粒製品]　いり大豆　黒大豆
Soybeans, mature seeds, whole, black-colored,
roasted

新規 だいず　[全粒・全粒製品]　いり大豆　青大豆
Soybeans, mature seeds, whole, green-colored,
roasted

04028 だいず　[全粒・全粒製品]　水煮缶詰　黄大豆
Soybeans, mature seeds, whole, yellow-colored,
boiled, canned in water 液汁を除いたもの Drained

新規 だいず　[全粒・全粒製品]　蒸し大豆　黄大豆
Soybeans, mature seeds, whole, yellow-colored,
steamed 試料： レトルト製品 Sample： retort-pouch

04029
だいず　[全粒・全粒製品]　きな粉　全粒大豆
黄大豆

Soybeans, "Kinako" (roasted and ground
beans), made from yellow-colored whole beans

新規
だいず　[全粒・全粒製品]　きな粉　全粒大豆
青大豆

Soybeans, "Kinako" (roasted and ground
beans), made from green-colored whole beans

04030
だいず　[全粒・全粒製品]　きな粉　脱皮大豆
黄大豆

Soybeans, "Kinako " (roasted and ground
beans), made from yellow-colored hulled beans

新規 だいず　[全粒・全粒製品]　大豆はいが Soybeans, bean germ

04031 だいず　[全粒・全粒製品]　ぶどう豆
Soybeans, "Budo-mame " (beans cooked with
sugar and salt) 煮豆 (食品名に含まれるので略）

(06015～017)
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食品番号 食品名(全体） 英名 (食品名、エクセルファイルのみに掲載）
別名、食品の説明、試料の説
明等

その他の備考 備考の英訳

(06287～288)

04032 だいず　[豆腐・油揚げ類]　木綿豆腐 Soybeans, tofu, "Momen-tofu" (regular tofu)
04033 だいず　[豆腐・油揚げ類]　絹ごし豆腐 Soybeans, tofu, "Kinugoshi-tofu " (silken tofu)
04034 だいず　[豆腐・油揚げ類]　ソフト豆腐 Soybeans, tofu, soft tofu
04035 だいず　[豆腐・油揚げ類]　充てん豆腐 Soybeans, tofu, "Juten-tofu" (packaged tofu)

04036 だいず　[豆腐・油揚げ類]　沖縄豆腐
Soybeans, tofu, "Okinawa-tofu " (firm tofu
made in Okinawa prefecture) 別名： 島豆腐

04037 だいず　[豆腐・油揚げ類]　ゆし豆腐 Soybeans, tofu, "Yushi-dofu " (unsolidified tofu)
04038 だいず　[豆腐・油揚げ類]　焼き豆腐 Soybeans, tofu, "Yaki-tofu " (grilled tofu )

04039 だいず　[豆腐・油揚げ類]　生揚げ
Soybeans, tofu, "Nama-age" (fried slices of
drained tofu) 別名： 厚揚げ

04040 だいず　[豆腐・油揚げ類]　油揚げ　生
Soybeans, tofu, "Abura-age " (fried thin slices of
pressed tofu) , uncooked

新規 だいず　[豆腐・油揚げ類]　油揚げ　油抜き　生
Soybeans, tofu, "Abura-age " (fried thin slices of
pressed tofu) , reduced oil by blanching,

新規
だいず　[豆腐・油揚げ類]　油揚げ　油抜き　焼
き

Soybeans, tofu, "Abura-age " (fried thin slices of
pressed tofu) , reduced oil by blanching, baked

新規
だいず　[豆腐・油揚げ類]　油揚げ　油抜き　ゆ
で

Soybeans, tofu, "Abura-age " (fried thin slices of
pressed tofu) , reduced oil by blanching, boiled

04041 だいず　[豆腐・油揚げ類]　がんもどき
Soybeans, tofu, "Ganmodoki " (fried mixture of
crushed tofu, vegetables and ground yam)

04042 だいず　[豆腐・油揚げ類]　凍り豆腐　乾
Soybeans, tofu, "Kori-dofu " (freeze dried tofu),
uncooked

試料: 炭酸水素ナトリウム処理
製品
別名： 高野豆腐

Sample： treated with an alkaline
(sodium bicarbonate) solution for an
easy cooking

新規 だいず　[豆腐・油揚げ類]　凍り豆腐　湯戻し
Soybeans, tofu, "Kori-dofu " (freeze dried tofu),
rehydrated in hot water

04043 だいず　[豆腐・油揚げ類]　豆腐よう Soybeans, tofu, "Tofu-yo " (fermented tofu)

04044 だいず　[豆腐・油揚げ類]　豆腐竹輪　蒸し
Soybeans, tofu, "Tofu-chikuwa " (tubular tofu
made with surimi), steamed type 原材料配合割合： 豆腐2、すり身1 Recipe： tofu 2, surimi 1

04045 だいず　[豆腐・油揚げ類]　豆腐竹輪　焼き
Soybeans, tofu, "Tofu-chikuwa " (tubular tofu
made with surimi), baked type 原材料配合割合： 豆腐2、すり身1 Recipe： tofu 2, surimi 1

新規 だいず　[豆腐・油揚げ類]　ろくじょう豆腐
Soybeans, tofu, "Rokujo-tofu" (salted and sun-
dried tofu)

04046 だいず　[納豆類]　糸引き納豆
Soybeans, natto, "Itohiki-natto " (fermented
whole soybean) ビタミンK： メナキノン-7を含む Vitamin K： including menaquinone-7

04047 だいず　[納豆類]　挽きわり納豆
Soybeans, natto, "Hikiwari-natto " (fermented
dehulled and split soybean) ビタミンK： メナキノン-7を含む Vitamin K： including menaquinone-7

04048 だいず　[納豆類]　五斗納豆
Soybeans, natto, "Goto-natto " (natto ripen with
rice-koji and salt) 別名： こうじ納豆 ビタミンK： メナキノン-7を含む Vitamin K： including menaquinone-7

04049 だいず　[納豆類]　寺納豆
Soybeans, natto, "Tera-natto "  (koji-molded
soybeans ripen in salt water) 別名： 塩辛納豆、浜納豆 ビタミンK： メナキノン-7を含む Vitamin K： including menaquinone-7

(17044～050)

04050  だいず　[その他]　おから　旧製法
Soybeans, "Okara " (insoluble residue from soy
milk processing), traditional product

04051 だいず　[その他]　おから　新製法
Soybeans, "Okara " (insoluble residue from soy
milk processing), modern product

新規 だいず　[その他]　おから　乾燥
Soybeans, "Okara " (insoluble residue from soy
milk processing), dried

04052 だいず　[その他]　豆乳　豆乳 Soybeans, soy milk, regular type
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食品番号 食品名(全体） 英名 (食品名、エクセルファイルのみに掲載）
別名、食品の説明、試料の説
明等

その他の備考 備考の英訳

04053 だいず　[その他]　豆乳　調製豆乳 Soybeans, soy milk, reconstituted type

04054
だいず　[その他]　豆乳　豆乳飲料・麦芽コー
ヒー

Soybeans, soy milk based beverage, coffee
flavored

04055 だいず　大豆たんぱく　粒状大豆たんぱく Soybeans, soy protein, textured type
04056 だいず　大豆たんぱく　濃縮大豆たんぱく Soybeans, soy protein, concentrated type

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

Soybeans, soy protein, isolated type, regular

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

Soybeans, soy protein,  isolated type, mineral-
controlled product

04058 だいず　大豆たんぱく　繊維状大豆たんぱく Soybeans, soy protein, structured type

04059 だいず　湯葉　生
Soybeans, "Yuba"  (film formed on surface of
boiling soy milk), wet type

04060 だいず　湯葉　干し　乾
Soybeans, "Yuba " (film formed on surface of
boiling soy milk), dried type, uncooked

新規 だいず　湯葉　干し　湯戻し

Soybeans, "Yuba " (film formed on surface of
boiling soy milk), dried type, rehydrated in hot
water

04061 だいず　金山寺みそ
Soybeans, "Kinzanji-miso"  (fermented
soybeans, barley or wheat, and vegetable with ビタミンK： メナキノン-7を含む Vitamin K： including menaquinone-7

04062 だいず　ひしおみそ
Soybeans, "Hishio-miso"  (fermented soybeans,
barley or wheat, and vegetable with koji mold) ビタミンK： メナキノン-7を含む Vitamin K： including menaquinone-7

04063 だいず　テンペ
Soybeans, Tempeh (fermented soybeans with
Rhizopus oligospore ) 丸大豆製品

04064 つるあずき　全粒　乾 Rice beans, mature seeds, whole, raw 別名： たけあずき
試料： 輸入品

Sample： imported products

新規 つるあずき　全粒　ゆで Rice beans, mature seeds, whole, boiled

04065 ひよこまめ　全粒　乾
Chickpeas*, mature seeds, whole, raw
[*Syn. Garbanzo beans]

別名： チックピー、ガルバン
ゾー
試料： 輸入品

Sample： imported products

04066 ひよこまめ　全粒　ゆで
Chickpeas*, mature seeds, whole, boiled
[*Syn. Garbanzo beans]

別名： チックピー、ガルバン
ゾー

04067 ひよこまめ　全粒　フライ　味付け

Chickpeas*, mature seeds, whole, oil-roasted
and salted
[*Syn. Garbanzo beans]

別名： チックピー、ガルバン
ゾー

04068 べにばないんげん　全粒　乾 Scarlet runner beans, mature seeds, whole, raw 別名： はなまめ

04069 べにばないんげん　全粒　ゆで
Scarlet runner beans, mature seeds, whole,
boiled 別名： はなまめ

04070 らいまめ　全粒　乾
Lima beans*, mature seeds, whole, raw
[*Syn. Sieva beans]

別名： ライマビーン、バター
ビーン
試料： 輸入品

Sample： imported products

新規 らいまめ　全粒　ゆで
Lima beans*, mature seeds, whole, boiled
[*Syn. Sieva beans]

別名： ライマビーン、バター
ビーン

(05034～035)

(06303～304)

04071 りょくとう　全粒　乾 Mung beans, mature seeds, whole, raw 別名： やえなり
試料： 輸入品

04072 りょくとう　全粒　ゆで Mung beans, mature seeds, whole, boiled 別名： やえなり

(02039)

(06291～292)
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食品番号 食品名(全体） 英名 (食品名、エクセルファイルのみに掲載）
別名、食品の説明、試料の説
明等

その他の備考 備考の英訳

04073 レンズまめ　全粒　乾 Lentils, mature seeds, whole, raw 別名： ひらまめ
試料： 輸入品

新規 レンズまめ　全粒　ゆで Lentils, mature seeds, whole, boiled 別名： ひらまめ

５ 種実類 5. Nuts and seeds

05001 アーモンド　乾 Almonds, raw 試料： 輸入品 Sample： imported products

05002 アーモンド　フライ 味付け Almonds, oil-roasted and salted 試料： 輸入原料
Sample： made from imported
material

新規 アーモンド　ロースト　無塩 Almonds, roasted, without salt
05003 あさ　乾 Hemp seeds, dried 試料： 輸入品 Sample： imported products

新規 あまに　ロースト Flax seeds, roasted
05004 えごま　乾 Perilla, "Egoma" , seeds, dried 別名： あぶらえ

05005 カシューナッツ　フライ　味付け Cashew nuts, oil-roasted and salted 試料： 輸入原料
Sample： made from imported
material

05006 かぼちゃ　いり　味付け Pumpkin seeds, roasted and salted 試料： 輸入原料 廃棄部位： 種皮
Removed portion： hull
Sample： made from imported
material

05007 かや　いり Japanese torreya seeds, roasted 廃棄率： 殻つきの場合35% Waste ratio： 35% for product with
shell

05008 ぎんなん　生 Ginkgo nuts, raw 廃棄部位： 殻及び薄皮 Removed portion： shell and skin

05009 ぎんなん　ゆで Ginkgo nuts, boiled 薄皮を除いたもの Without skin

05010 (くり類）　日本ぐり　生 Chestnuts, Japanese chestnuts, raw 廃棄部位： 殻(鬼皮)及び渋皮(包丁むき)
Removed portion： shell and pellicle,
peeled off with a knife

05011 (くり類）　日本ぐり　ゆで Chestnuts, Japanese chestnuts, boiled 廃棄部位： 殻(鬼皮)及び渋皮 Removed portion： shell and pellicle

05012 (くり類）　日本ぐり　甘露煮
Chestnuts, Japanese chestnuts, Kanroni (boiled
and sweetened) 液汁を除いたもの Drained

05013 (くり類）　中国ぐり　甘ぐり Chestnuts, Chinese chestnuts, roasted 試料： 輸入原料
別名： あまぐり

輸入原料
廃棄部位： 殻(鬼皮)及び渋皮

Sample： made from imported
material
Removed portion： shell and pellicle

(15117)

05014 くるみ　いり Walnuts, roasted 試料： 輸入原料を含む 廃棄率： 殻つきの場合55%

Sample： including products made
from imported material
Waste ratio： 55% for product with
shell

05015 けし　乾 Poppy seeds, dried 試料： 輸入品 Sample： imported products

05016 ココナッツ　ココナッツパウダー Coconut, powder 試料： 輸入品

05017 ごま　乾 Sesame seeds, whole, dried 試料： 洗いごま Sample： washed seeds

05018 ごま　いり Sesame seeds, whole, dried and roasted

05019 ごま　むき Sesame seeds, dried and hulled 試料： 輸入品及び輸入原料
Sample： imported products and
products made from imported
material

新規 ごま　ねり Sesame seeds, paste
(○○）

05020 しい　生 Sweet acorns, raw 別名： こじい 廃棄部位： 殻及び渋皮 Removed portion： shell and pellicle

05021 すいか　いり　味付け Watermelon seeds, roasted and salted 試料： 輸入原料 廃棄部位： 種皮
Removed portion： hull
Sample： made from imported
material

05022 とち　蒸し Japanese horse chestnuts, steamed 試料： あく抜き冷凍品
Sample： removed harshness and
frozen product

05023 はす　未熟　生 Lotus seeds, immature, raw 廃棄部位： 殻及び薄皮 Removed portion： shell and skin
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食品番号 食品名(全体） 英名 (食品名、エクセルファイルのみに掲載）
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05024 はす　成熟　乾 Lotus seeds, mature, dried, raw 試料： 輸入品 殻、薄皮及び幼芽を除いたもの
Without shell, skin and plumule
Sample： imported products

新規 はす　成熟　ゆで Lotus seeds, mature, dried, boiled
05025 ひし　生 Japanese water chestnuts, raw 廃棄部位： 果皮 Removed portion： skin

05026 ピスタチオ　いり　味付け Pistachio nuts, roasted and salted 試料： 輸入原料 廃棄部位： 殻
Removed portion： shell
Sample： made from imported
material

05027 ひまわり　フライ　味付け Sunflower seeds, oil-roasted and salted 試料： 輸入原料
Sample： made from imported
material

05028 ブラジルナッツ　フライ　味付け Brazil nuts, oil-roasted and salted 試料： 輸入原料
Sample： made from imported
material

05029 ヘーゼルナッツ　フライ　味付け
Hazel nuts*, oil-roasted and salted
[*Syn. European filberts]

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

薄皮を除いたもの Without skin

05030 ペカン　フライ　味付け Pecan nuts, oil-roasted and salted 試料： 輸入原料
Sample： made from imported
material

05031 マカダミアナッツ　いり　味付け Macadamia nuts, roasted and salted 試料： 輸入原料
Sample： made from imported
material

05032 まつ　生 Pine nuts, raw 試料： 輸入品 Sample： imported products

05033 まつ　いり Pine nuts, roasted 試料： 輸入原料
廃棄率： 殻つきの場合40% Sample： imported products

Waste ratio： 40% for product with
shell

05034 らっかせい　乾　大粒種 Peanuts, mature seeds, Virginia type, raw 別名： なんきんまめ、ピーナッ
ツ

廃棄率： 殻27%及び種皮3% Waste ratio： shell 27% and skin 3%

新規 らっかせい　乾　小粒種 Peanuts, mature seeds, Spanish type, raw 別名： なんきんまめ、ピーナッ
ツ

廃棄率： 殻27%及び種皮3% Waste ratio： shell 27% and skin 3%

05035 らっかせい　いり　大粒種 Peanuts, mature seeds, Virginia type, roasted 別名： なんきんまめ、ピーナッ
ツ

廃棄率： 殻27%及び種皮3% Waste ratio： shell 27% and skin 3%

新規 らっかせい　いり　小粒種 Peanuts, mature seeds, Spanish type, roasted 別名： なんきんまめ、ピーナッ
ツ

廃棄率： 殻27%及び種皮3% Waste ratio： shell 27% and skin 3%

(06303～304)

05036 らっかせい　バターピーナッツ Peanuts, mature seeds, oil-roasted and salted
05037 らっかせい　ピーナッツバター Peanuts, peanut butter

６ 野菜類 6  Vegetables

06001 アーティチョーク　花らい　生 Globe artichoke, flower bud, raw 別名： ちょうせんあざみ 廃棄部位： 花床の基部及び総包の一部
硝酸イオン： Tr

Removed portion： base and a part of
involucre
NO3： Tr

06002 アーティチョーク　花らい　ゆで Globe artichoke, flower bud, boiled 別名： ちょうせんあざみ 廃棄部位： 花床の基部及び総包の一部
硝酸イオン： Tr

Removed portion： base and a part of
involucre
NO3： Tr

06003 あさつき　葉　生 Chive, "Asatsuki",  leaves, raw 硝酸イオン： 0 g NO3： 0 g

06004 あさつき　葉　ゆで Chive, "Asatsuki",  leaves, boiled 硝酸イオン： 0 g NO3： 0 g

06005 あしたば　茎葉　生 Angelica, "Ashitaba ", stems and leaves, raw 別名： あしたぐさ、はちじょうそう
廃棄部位： 基部
硝酸イオン： Tr

Removed portion： base
NO3： Tr

06006 あしたば　茎葉　ゆで Angelica, "Ashitaba ", stems and leaves, boiled 別名： あしたぐさ、はちじょうそう 基部を除いたもの、硝酸イオン： Tr
Without base
NO3： Tr

06007 アスパラガス　若茎　生 Asparagus, green, shoots, raw 試料： グリーンアスパラガス。輸
入品を含む

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： Tr

Sample： including imported product
Removed portion： base
NO3： Tr
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06008 アスパラガス　若茎　ゆで Asparagus, green, shoots, boiled 株元を除いたもの、硝酸イオン： Tr
Without base
NO3： Tr

新規 アスパラガス　若茎　油いため Asparagus, green, shoots, sauteed 基部を除いたもの?、植物油： ○、硝酸イオ
ン： ○

Without base？
Including ○g of vegetable oil, blend
NO3： ○

06009 アスパラガス　水煮缶詰 Asparagus, white, canned in brine 試料： ホワイトアスパラガス 液汁を除いたもの Drained

新規 アロエ　葉　生 Aloe, leaves, raw 試料： アロエベラ及びキダチア
ロエ

廃棄部位： ○○
硝酸イオン： 0 g

Removed portion ： ○○
NO3： 0 g

06010 いんげんまめ　さやいんげん　若ざや　生
Kidney beans, "Sayaingen ", immature pods,
raw

別名： さいとう（菜豆）、さんどま
め

廃棄部位： すじ及び両端
硝酸イオン： Tr

Removed portion： strings and ends
NO3： Tr

06011 いんげんまめ　さやいんげん　若ざや　ゆで
Kidney beans, "Sayaingen ", immature pods,
boiled

別名： さいとう（菜豆）、さんどま
め

すじ及び両端を除いたもの
硝酸イオン： Tr

without strings and ends
NO3： Tr

06012 (うど類）　うど　茎　生
Japanese spikenard, "Udo ", blanching
cultivation, stem, raw 軟白栽培品 廃棄部位： 株元、葉及び表皮

硝酸イオン： Tr

Removed portion : base, leaves and
skin
NO3： Tr

06013 (うど類）　うど　茎　水さらし
Japanese spikenard, "Udo ", blanching
cultivation, stem, leached in water 軟白栽培品 株元､葉及び表皮を除いたもの

硝酸イオン： Tr

Without base, leaves and skin
NO3： Tr

06014 (うど類）　やまうど　茎　生
Japanese spikenard, "Udo ", outdoor
cultivation, stem, raw

廃棄部位： 株元、葉及び表皮
硝酸イオン： Tr

Removed portion： base, leaves and
skin
NO3： Tr

(06307)

06015 えだまめ　生
Soybeans, immature*, raw
[*Syn. Green soybeans] 試料： 輸入品を含む

廃棄部位： さや
廃棄率： 茎つきの場合60 %
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： pods
Waste ratio： 60% for product with
stem
NO3： 0 g

06016 えだまめ　ゆで
Soybeans, immature*, boiled
[*Syn. Green soybeans]

廃棄部位： さや
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： pods
NO3： 0 g

06017 えだまめ　冷凍
Soybeans, immature*, frozen
[*Syn. Green soybeans] 試料: 輸入品

廃棄部位： さや
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： pods
NO3： 0 g

Sample： imported product

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

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： base
NO3： 0.2 g

06019 (えんどう類）　トウミョウ　茎葉　生 Peas, stem and leaves, raw 硝酸イオン： 0 g NO3： 0 g

新規 (えんどう類）　トウミョウ　芽生え　生 Peas, sprouts, raw 硝酸イオン： 0 g NO3： 0 g

新規 (えんどう類）　トウミョウ　芽生え　ゆで Peas, sprouts, boiled 硝酸イオン： 0 g NO3： 0 g

新規 (えんどう類）　トウミョウ　芽生え　油いため Peas, sprouts, sauteed 硝酸イオン： 0 g NO3： 0 g

06020 (えんどう類）　さやえんどう　若ざや　生 Peas, snow peas, immature pods, raw 別名： きぬさやえんどう
試料： 輸入品を含む

廃棄部位： すじ及び両端
硝酸イオン： Tr

Removed portion： strings and ends
NO3： Tr

Sample： including imported product

06021 (えんどう類）　さやえんどう　若ざや　ゆで Peas, snow peas, immature pods, boiled 別名： きぬさやえんどう
試料： 輸入品を含む

すじ及び両端を除いたもの
硝酸イオン： Tr

Without strings and ends
NO3： Tr

06022 (えんどう類）　スナップえんどう　若ざや　生 Peas, snap peas, immature pods, raw 別名： スナックえんどう
廃棄部位： すじ及び両端
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： strings and ends
NO3： 0g

06023 (えんどう類）　グリンピース　生 Peas, green peas, raw 別名： みえんどう

さやを除いたもの（さやつきの場合　廃棄
率：55%）

硝酸イオン： 0 g

Without pods
（For product with pods, waste ratio：
55%)
NO3： 0 g
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06024 (えんどう類）　グリンピース　ゆで Peas, green peas, boiled 別名： みえんどう
さやを除いたもの
硝酸イオン： 0 g

Without pods
NO3： 0 g

06025 (えんどう類）　グリンピース　冷凍 Peas, green peas, frozen 別名： みえんどう
試料： 輸入品

硝酸イオン： 0 g
Sample： imported product
NO3： 0g

06026 (えんどう類）　グリンピース　水煮缶詰 Peas, green peas, canned in brine 別名： みえんどう
液汁を除いたもの
硝酸イオン： 0 g

Drained
NO3： 0 g

06027 おおさかしろな　葉　生
Non-heading Chinese cabbage, "Osaka-
shirona ", leaves, raw

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.3 g

Removed portion：: base
NO3： 0.3 g

06028 おおさかしろな　葉　ゆで
Non-heading Chinese cabbage, "Osaka-
shirona ", leaves, boiled

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： base
NO3： 0.2 g

06029 おおさかしろな　塩漬
Non-heading Chinese cabbage, "Osaka-
shirona ", leaves, salted pickles

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.3 g

Removed portion： base
NO3： 0.3 g

06030 おかひじき　茎葉　生 Japanese saltwort, stems and leaves, raw 別名： みるな
廃棄部位： 茎基部
硝酸イオン： 0.5 g

Removed portion： base
NO3： 0.5 g

06031 おかひじき　茎葉　ゆで Japanese saltwort, stems and leaves, boiled 別名： みるな 茎基部を除いたもの
硝酸イオン： 0.4 g

Without base
NO3： 0.4 g

06032 オクラ　果実　生 Okra, pods, raw 試料： 輸入品を含む
廃棄部位： へた
硝酸イオン： Tr

Removed portion： calyx
NO3： Tr

06033 オクラ　果実　ゆで Okra, pods, boiled 廃棄部位： へた
硝酸イオン： ０ ｇ

Removed portion： calyx
NO3： 0 ｇ

06034 かぶ　葉　生 Turnip, leaves, raw 別名： かぶら、すずな
廃棄部位： 葉柄基部
硝酸イオン： Tr

Removed portion： petiole base
NO3： Tr

06035 かぶ　葉　ゆで Turnip, leaves, boiled 別名： かぶら、すずな
廃棄部位： 葉柄基部
硝酸イオン： 0.1 g

Removed portion： petiole base
NO3： 0.1 g

06036 かぶ　根　皮つき　生 Turnip, root, with skin, raw 別名： かぶら、すずな
廃棄部位： 根端及び葉柄基部
廃棄率： 葉つきの場合 35%
硝酸イオン： 0.1 g

Removed portion： root tip and base
Waste ratio： 35% for product with
leaves
NO3： 0.1 g

06037 かぶ　根　皮つき　ゆで Turnip, root, with skin, boiled 別名： かぶら、すずな 根端及び葉柄基部を除いたもの
硝酸イオン： 0.1 g

Without root tip and base
NO3： 0.1 g

06038 かぶ　根　皮むき　生 Turnip, root, without skin, raw 別名： かぶら、すずな
廃棄部位： 根端、葉柄基部及び皮
廃棄率： 葉つきの場合 40%
硝酸イオン： 0.1 g

Removed portion： root tip, base and
skin
Waste ratio： 40% for product with
leaves
NO3： 0.1 g

06039 かぶ　根　皮むき　ゆで Turnip, root, without skin, boiled 別名： かぶら、すずな 根端、葉柄基部及び皮を除いたもの
硝酸イオン： 0.1 g

Without root tip, base and skin
NO3： 0.1 g

06040 かぶ　漬物　塩漬　葉 Turnip, pickles, salted pickles, leaves 別名： かぶら、すずな 廃棄部位： 葉柄基部 Removed portion： petiole base

06041 かぶ　漬物　塩漬　根　皮つき Turnip, pickles, salted pickles, root with skin 別名： かぶら、すずな

06042 かぶ　漬物　塩漬　根　皮むき Turnip, pickles, salted pickles, root without skin 別名： かぶら、すずな 硝酸イオン： 0.2 g NO3： 0.2 g

06043 かぶ　漬物　ぬかみそ漬　葉
Turnip, pickles, "Nukamiso-zuke " (pickled in
salty rice bran paste) , leaves 別名： かぶら、すずな 廃棄部位： 葉柄基部 Removed portion： petiole base

06044 かぶ　漬物　ぬかみそ漬　根　皮つき
Turnip, pickles, "Nukamiso-zuke " (pickled in
salty rice bran paste) , root with skin 別名： かぶら、すずな

06045 かぶ　漬物　ぬかみそ漬　根　皮むき
Turnip, pickles, "Nukamiso-zuke " (pickled in
salty rice bran paste) , root without skin 別名： かぶら、すずな 硝酸イオン： 0.2 g NO3： 0.2 g

06046 (かぼちゃ類）　日本かぼちゃ　果実　生
Pumpkin and squash, Japanese squash*, fruit,
raw

別名： とうなす、ぼうぶら、なん
きん

廃棄部位： わた、種子及び両端
Removed portion： cavity contents
and ends
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06047 (かぼちゃ類）　日本かぼちゃ　果実　ゆで
Pumpkin and squash, Japanese squash*, fruit,
boiled [*Syn. Pumpkin] わた､種子及び両端を除いたもの Without cavity contents and ends

06048 (かぼちゃ類）　西洋かぼちゃ　果実　生
Pumpkin and squash, winter squash*, fruit, raw
[*Syn. Pumpkin]

別名： くりかぼちゃ
試料： 輸入品を含む

廃棄部位： わた、種子及び両端
硝酸イオン： Tr

Removed portion： cavity contents
and ends
NO3： Tr

Sample： including imported product

06049 (かぼちゃ類）　西洋かぼちゃ　果実　ゆで
Pumpkin and squash, winter squash*, fruit,
boiled 別名： くりかぼちゃ

わた、種子及び両端を除いたもの
硝酸イオン： 0 g

Without cavity contents and ends
NO3： 0 g

新規 (かぼちゃ類）　西洋かぼちゃ　果実　焼き
Pumpkin and squash, winter squash*, fruit,
baked 別名： くりかぼちゃ

廃棄部位： ○○
硝酸イオン： ○ g

Removed portion： ○○
NO3： ○○

06050 (かぼちゃ類）　西洋かぼちゃ　果実　冷凍
Pumpkin and squash, winter squash*, fruit,
frozen

別名： くりかぼちゃ
試料： 輸入品

硝酸イオン： Tr
NO3： Tr

Sample： imported product

06051 (かぼちゃ類）　そうめんかぼちゃ　果実　生

Pumpkin and squash, spaghetti squash*, fruit,
raw
[*Syn. Summer squash, field pumpkin]

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

廃棄部位： わた、種子、皮及び両端
硝酸イオン： 0.1 g

Removed portion： cavity contents,
skin and ends
NO3： 0.1 g

06052 からしな　葉　生 Leaf mustard, "Karashina ", leaves, raw 別名： 葉がらし、菜がらし
株元を除いたもの
硝酸イオン： 0.3 g

Without base
NO3： 0.3 g

06053 からしな　塩漬
Leaf mustard, "Karashina ", leaves, salted
pickles

株元を除いたもの
硝酸イオン： 0.4 g

Without base
NO3： 0.4 g

06054 カリフラワー　花序　生 Cauliflower, inflorescence, raw 別名： はなやさい 廃棄部位： 茎葉
硝酸イオン： ？

Removed portion： leaves and stem
NO3： ?

06055 カリフラワー　花序　ゆで Cauliflower, inflorescence, boiled 別名： はなやさい 茎葉を除いたもの Without leaves and stem

06056 かんぴょう　乾 Gourd, "Kanpyo " (dried gourd strips), raw
06057 かんぴょう　ゆで Gourd, "Kanpyo " (dried gourd strips), boiled

06058 きく　花びら　生 Chrysanthemum, petals, raw 別名： 食用ぎく、料理ぎく 廃棄部位： 花床
硝酸イオン： Tr

Removed portion： receptacle
NO3： Tr

06059 きく　花びら　ゆで Chrysanthemum, petals, boiled 別名： 食用ぎく、料理ぎく 花床を除いたもの
硝酸イオン： Tr

Without receptacle
NO3： Tr

06060 きく　菊のり
Chrysanthemum, "Kikunori " (sheet of dried
chrysanthemum petals) 別名： 乾燥食用ぎく 硝酸イオン： Tr NO3： Tr

(02001)

(06236)

06061 (キャベツ類）　キャベツ　結球葉　生 Cabbage, common, head, raw 別名： かんらん、たまな 廃棄部位： しん
硝酸イオン： 0.1 g

Removed portion： core
NO3： 0.1 g

06062 (キャベツ類）　キャベツ　結球葉　ゆで Cabbage, common, head, boiled 別名： かんらん、たまな
しんを除いたもの
硝酸イオン： 0.1 g

Without core
NO3： 0.1 g

新規 (キャベツ類）　キャベツ　結球葉　油いため Cabbage, common, head, sauteed 別名： かんらん、たまな

06063 (キャベツ類）　グリーンボール　結球葉　生 Cabbage, green ball, head raw 廃棄部位： しん
硝酸イオン： 0.1 g

Removed portion： core
NO3： 0.1 g

06064 (キャベツ類）　レッドキャベツ　結球葉　生 Cabbage, red cabbage, head raw 別名： 赤キャベツ、紫キャベツ 廃棄部位： しん
硝酸イオン： Tr

Removed portion： core
NO3： Tr

06065 きゅうり　果実　生 Cucumber, fruit, raw 廃棄部位： 両端
硝酸イオン： Tr

Removed portion： ends
NO3： Tr

06066 きゅうり　漬物　塩漬 Cucumber, fruit, pickles, salted pickles 廃棄部位： 両端
硝酸イオン： Tr

Removed portion： ends
NO3： Tr

06067 きゅうり　漬物　しょうゆ漬 Cucumber, fruit, pickles, pickled in soy sauce 試料： 市販品 硝酸イオン: Tr
NO3： Tr

Sample： commercial product

06068 きゅうり　漬物　ぬかみそ漬
Cucumber, fruit, pickles, "Nukamiso-zuke "
(pickled in salty rice bran paste)

廃棄部位： 両端
硝酸イオン： Tr

Removed portion： ends
NO3： Tr
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06069 きゅうり　漬物　ピクルス　スイート型
Cucumber, fruit, pickles, sweet type (pickled
with seasoned vinegar)

酢漬けしたもの
試料： 市販品

Sample： commercial product
(調理法は名称に含めたので略）

06070 きゅうり　漬物　ピクルス　サワー型
Cucumber, fruit, pickles, sour type (processed
by lactic acid fermentation)

乳酸発酵したもの
試料： 市販品

Sample： commercial product
(調理法は名称に含めたので略）

06071 ぎょうじゃにんにく　葉　生 Japanese victory onion, leaves, raw 別名： アイヌねぎ、ヒトビロ、や
まびる

廃棄部位： 底盤部及び萌芽葉
硝酸イオン： Tr

Removed portion： base and shoots
NO3： Tr

06075 キンサイ　茎葉　生 Leaf celery, stems and leaves, raw 別名： 中国セロリ、スープセロ
リ、リーフセロリ

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.3 ｇ

Removed portion： base
NO3： 0.3 g

06076 キンサイ　茎葉　ゆで Leaf celery, stems and leaves, boiled 株元を除いたもの
硝酸イオン： 0.4 g

Without base
NO3： 0.4 g

(06063)

06077 クレソン　茎葉　生 Watercress, stems and leaves, raw 別名： オランダがらし、オランダ
みずがらし

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.1 ｇ

Removed portion： base
NO3： 0.1 g

06078 くわい　塊茎　生 Arrowhead, tuber, raw 廃棄部位： 皮及び芽
硝酸イオン： ？

Removed portion： skin and bud
NO3： ？

06079 くわい　塊茎　ゆで Arrowhead, tuber, boiled 皮及び芽を除いたもの Without skin and bud

06080 ケール　葉　生 Kale, leaves, raw 別名： 葉キャベツ、はごろもか
んらん

廃棄部位： 葉柄基部
硝酸イオン： 0.2 ｇ

Removed portion： petiole base
NO3： 0.2 g

06081 コールラビ　球茎　生 Kohlrabi, enlarged stems, raw 別名： 球茎かんらん、かぶかん
らん

廃棄部位： 根元及び葉柄基部
硝酸イオン： 0.1 ｇ

Removed portion： root and petiole
bases
NO3： 0.1 g

06082 コールラビ　球茎　ゆで Kohlrabi, enlarged stems, boiled 根元及び葉柄基部を除いたもの
硝酸イオン： 0.1 g

Without root and petiole bases
NO3： 0.1 g

06083 こごみ　若芽　生 Ostrich-feather fern,  fiddlehead, raw 別名： くさそてつ、こごめ 硝酸イオン： Tr NO3： Tr

06084 ごぼう　根　生 Edible burdock, root, raw 試料： 輸入品を含む 廃棄部位： 皮、葉柄基部及び先端
硝酸イオン： 0.1 ｇ

Removed portion： skin, petiole base
and root tip
NO3： 0.1 g

Sample： including imported product

06085 ごぼう　根　ゆで Edible burdock, root, boiled 皮、葉柄基部及び先端を除いたもの
硝酸イオン： 0.1 g

Without skin, petiole base and root
tip
NO3： 0.1 g

06086 こまつな　葉　生 Spinach mustard, "Komatsuna ", leaves, raw  別名 ： ふゆな、ゆきな、うぐい
 すな

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.5 ｇ

Removed portion: base
NO3： 0.5 g

06087 こまつな　葉　ゆで Spinach mustard, "Komatsuna ", leaves, boiled 廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.3 ｇ

Removed portion： base
NO3： 0.3 g

06088 ザーサイ 　漬物 Stem mustard,  pickles 試料： 市販品
別名： ダイシンサイ

硝酸イオン： 0.2 g
NO3： 0.2 g

Sample： commercial product

(02006～009）

(02010～016）

(06313)

06089 さんとうさい　葉　生
Non-heading Chinese cabbage, "Santosai ",
leaves, raw 別名： さんとうな 廃棄部位： 根及び株元

硝酸イオン： 0.3 ｇ

Removed portion： root and base
NO3： 0.3 g

06090 さんとうさい　葉　ゆで
Non-heading Chinese cabbage, "Santosai ",
leaves, boiled 別名： さんとうな

根を除いたもの

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.2 ｇ

Without root
Removed portion： base
NO3： 0.2 g

06091 さんとうさい　塩漬
Non-heading Chinese cabbage, "Santosai ",
leaves, salted pickles 別名： さんとうな 廃棄部位： 株元

硝酸イオン： 0.3 ｇ

Removed portion： base
NO3： 0.3 g

06092 しかくまめ　若ざや　生 Winged beans, immature pods, raw 廃棄部位： さやの両端
硝酸イオン： 0.1 ｇ

Removed portion： ends
NO3： 0.1 g
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06093 ししとう　果実　生 Sweet peppers, "Shishito ", fruit, raw 別名： ししとうがらし 廃棄部位： へた
硝酸イオン： ？

Removed portion： calyx
NO3： ？

06094 ししとう　果実　油いため Sweet peppers, "Shishito ", fruit, sauteed 別名： ししとうがらし
へたを除いたもの
植物油（調合油）： 2.9 g

Without calyx
Including 2.9 g of vegetable oil, blend

06095 しそ　葉　生 Perilla, "Shiso ", leaves, raw 試料： 青じそ（別名 ： 大葉）及
び赤じそ

廃棄率： 小枝つきの場合 40%
硝酸イオン： 0.1 g

Waste ratio： 40% for product with
stem
NO3： 0.1 g

Sample： green and red types

06096 しそ　実　生 Perilla, "Shiso ", immature seeds, raw 試料： 青じそ
廃棄率： 穂じその場合 35%
硝酸イオン ： Tr

Waste ratio： 35% for product with
ears
NO3： Tr

Sample： green types

(02017～021）

06097 じゅうろくささげ　若ざや　生 Yandlong beans, immature pods, raw 別名： 長ささげ、三尺ささげ
廃棄部位： へた
硝酸イオン： Tr

Removed portion： calyx
NO3： Tr

06098 じゅうろくささげ　若ざや　ゆで Yandlong beans, immature pods, boiled へたを除いたもの
硝酸イオン： Tr

Without calyx
NO3： Tr

06099 しゅんぎく　葉　生 Garland chrysanthemum, leaves, raw 別名： きくな

廃棄部位： 基部

廃棄率： 根つきの場合15%
硝酸イオン： 0.3 g

Removed portion： base
Waste ratio： 15% for product with
roots
NO3： 0.3 g

06100 しゅんぎく　葉　ゆで Garland chrysanthemum, leaves, boiled 別名： きくな 硝酸イオン： 0.2 g NO3： 0.2 g

06101 じゅんさい　若葉　水煮びん詰 Water shield, young leaves, bottled in water 液汁を除いたもの Drained

06102 (しょうが類）　葉しょうが　根茎　生 Ginger, immature rhizome with stem, raw 別名： 盆しょうが、はじかみ
廃棄部位： 葉及び茎
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： leaves and stem
NO3： 0.2 g

06103 (しょうが類）　しょうが　根茎　生 Ginger, mature rhizome, raw ひねしょうが
試料： 輸入品を含む

廃棄部位： 皮
硝酸イオン： 0.1 g

Old rhizome
Removed portion： skin
NO3： 0.1 g

Sample： including imported product

06104 (しょうが類）　しょうが　漬物　酢漬 Ginger, mature rhizome, pickles
ひねしょうが
試料： 市販品
別名： 紅しょうが

液汁を除いたもの
Drained
Sample： commercial product

06105 (しょうが類）　しょうが　漬物　甘酢漬 Ginger, mature rhizome, pickles, sweetened
ひねしょうが
試料： 市販品
別名： ガリ

液汁を除いたもの
Drained
Sample： commercial product

06106 しろうり　果実　生 Oriental pickling melon, fruit, raw 別名： あさうり、つけうり
廃棄部位： わた及び両端
硝酸イオン： ?

Removed portion： cavity contents
and ends
NO3： ?

06107 しろうり　漬物　塩漬
Oriental pickling melon, fruits, pickles, salted
pickles 別名： あさうり、つけうり

廃棄部位： 両端
硝酸イオン： ?

Removed portion： ends
NO3： ?

06108 しろうり　漬物　奈良漬
Oriental pickling melon, fruits, pickles, "Nara-
zuke " (pickled with Sake  lees)

別名： あさうり、つけうり
試料： 市販品

Sample： commercial product

06109 ずいき　生ずいき　生 Taro, petiole, fresh, raw 廃棄部位： 株元及び表皮
硝酸イオン： Tr

Removed portion： stem base and
skin
NO3： Tr

06110 ずいき　生ずいき　ゆで Taro, petiole, fresh, boiled 株元及び表皮を除いたもの
硝酸イオン： Tr

Without stem base and skin
NO3： Tr

06111 ずいき　干しずいき　乾 Taro, petiole, dried, raw 別名： いもがら 硝酸イオン： 1.4 g NO3： 1.4 g

06112 ずいき　干しずいき　ゆで Taro, petiole, dried and boiled 別名： いもがら 硝酸イオン： Tr NO3： Tr
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(06175～180）

06113 すぐきな　葉　生 Turnip, "Sugukina ", leaves, raw 別名： かもな
廃棄部位： 葉柄基部
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： petiole base
NO3： 0.2 g

06114 すぐきな　根　生 Turnip, "Sugukina ", root, raw 廃棄部位： 根端及び葉柄基部
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： root tip and
petiole base
NO3： 0.2 g

06115 すぐきな　すぐき漬 Turnip, "Sugukina ", leaves and root, pickles 試料： 市販品 Sample： Commercial product

06116 ズッキーニ　果実　生 Zucchini, fruit, raw 別名： つるなしかぼちゃ
廃棄部位： 両端
硝酸イオン： 0.1 g

Removed portion： ends
NO3： 0.1 g

06117 せり　茎葉　生 Water dropwort, stems and leaves, raw 別名： かわな
廃棄部位： 根及び株元
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： roots and base
NO3： 0 g

06118 せり　茎葉　ゆで Water dropwort, stems and leaves, boiled
根を除いたもの
廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0 g

Without roots
Removed portion： base
NO3： 0 g

06119 セロリ　葉柄　生 Celery, petiole, raw
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

廃棄部位： 株元、葉身及び表皮
硝酸イオン： ?

Removed portion： base , leaf blades
and skin
NO3： ?

Sample： including imported product

06120 ぜんまい　生ぜんまい　若芽　生 Japanese royal fern, fiddlehead, fresh, raw 廃棄部位： 株元及び裸葉
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： base and coiled
rachis
NO3： 0 g

06121 ぜんまい　生ぜんまい　若芽　ゆで Japanese royal fern, fiddlehead, fresh, boiled 株元及び裸葉を除いたもの
硝酸イオン： 0 g

Without base and coiled rachis
NO3： 0 g

06122 ぜんまい　干しぜんまい　干し若芽　乾 Japanese royal fern, fiddlehead, dried, raw 硝酸イオン： 0 g NO3： 0 g

06123 ぜんまい　干しぜんまい　干し若芽　ゆで Japanese royal fern, fiddlehead, dried, boiled 硝酸イオン： 0 g NO3： 0 g

06124 そらまめ　未熟豆　生 Broad beans, immature beans, raw 廃棄部位： 種皮
廃棄率： さや入りの場合80%

Removed portion： seed coat
Waste ratio： 80% for product with
pods

06125 そらまめ　未熟豆　ゆで Broad beans, immature beans, boiled 廃棄部位： 種皮
廃棄率： さや入りの場合80%

Removed portion： seed coat
Waste ratio： 80% for product with
pods

06126 タアサイ　葉　生 Tatsoi, leaves, raw
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

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.7 g

Removed portion： base
NO3： 0.7 g

06127 タアサイ　葉　ゆで Tatsoi, leaves, boiled
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

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.5 g

Removed portion： base
NO3： 0.5 g

06128 (だいこん類）　かいわれだいこん　芽ばえ　生 Japanese radishes, "Daikon ", sprouts, raw 別名： かいわれ
茎基部約1 cmを除去したもの

硝酸イオン： 0.1 g

Without stem base
NO3： 0.1 g

06129 (だいこん類）　葉だいこん　葉　生
Japanese radishes, "Daikon ", cultivar for leaf
use, leaves, raw 試料： 水耕栽培品

廃棄部位： 株元及び根
硝酸イオン： 0.4 g

Removed portion： base and root
NO3： 0.4 g

06130 (だいこん類）　だいこん　葉　生 Japanese radishes, "Daikon ", leaves, raw 廃棄部位： 葉柄基部
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： petiole base
NO3： 0.2 g

06131 (だいこん類）　だいこん　葉　ゆで Japanese radishes, "Daikon ", leaves, boiled 葉柄基部を除いたもの
硝酸イオン： 0.1 g

Without petiole base
NO3： 0.1 g

06132 (だいこん類）　だいこん　根　皮つき　生
Japanese radishes, "Daikon ", root with skin,
raw

廃棄部位： 根端及び葉柄基部
硝酸イオン： 0.1 g

Removed portion : root tip and
petiole base
NO3： 0.1 g

06133 (だいこん類）　だいこん　根　皮つき　ゆで
Japanese radishes, "Daikon ", root with skin,
boiled

根端及び葉柄基部を除いたもの
硝酸イオン： 0.2 g

Without root tip and petiole base
NO3： 0.2 g
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06134 (だいこん類）　だいこん　根　皮むき　生
Japanese radishes, "Daikon ", root without skin,
raw

廃棄部位： 根端及び葉柄基部及び皮
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： root tip, petiole
base and skin
NO3： 0.2 g

06135 (だいこん類）　だいこん　根　皮むき　ゆで
Japanese radishes, "Daikon ", root without skin,
boiled

根端、葉柄基部及び皮を除いたもの
硝酸イオン： 0.1 g

Without root tip, petiole base and
skin
NO3： 0.1 g

06136 (だいこん類）　切干しだいこん　乾
Japanese radishes, "Daikon ", "Kiriboshi-
daikon " (cut and dried Daikon  root), raw 硝酸イオン： 2.6 g NO3： 2.6 g

新規 (だいこん類）　切干しだいこん　ゆで

Japanese radishes, "Daikon ", "Kiriboshi-
daikon " (cut and dried Daikon  root),
reconstituted and boiled

水もどし後、ゆで 硝酸イオン ： ?
NO3： ?

(水戻しの英訳については食品名に含
めたので略）

新規 (だいこん類）　切干しだいこん　油いため

Japanese radishes, "Daikon ", "Kiriboshi-
daikon " (cut and dried Daikon  root),
reconstituted and sauteed

水もどし後、油いため 硝酸イオン ： ?
NO3： ?

(水戻しの英訳については食品名に含
めたので略）

06137 (だいこん類）　漬物　ぬかみそ漬
Japanese radishes, "Daikon ", root, pickles,
"Nukamiso-zuke " (pickled in salty rice bran 根、皮つき Root with skin

06138
(だいこん類）　漬物　たくあん漬　塩押しだいこ
ん漬

Japanese radishes, "Daikon ", root, pickles,
"Takuan-zuke " (pickled with rice bran and
salt), made of salted Daikon

別名： 新漬たくあん、早漬たく
あん
試料： 市販品

ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
硝酸イオン： 0.1 g

NO3： 0.1 g

Sample： Commercial product. Some
products may contain ascorbic acid
as antioxidant

06139
(だいこん類）　漬物　たくあん漬　干しだいこん
漬

Japanese radishes, "Daikon ", root, pickles,
"Takuan-zuke " (pickled with rice bran and
salt), made of sun-dried Daikon

別名： 本たくあん
試料： 市販品

硝酸イオン： Tr NO3： Tr

Sample： Commercial product

06140 (だいこん類）　漬物　守口漬

Japanese radishes, "Daikon ", root, pickles,
"Moriguchi-zuke " (slender root cultivar pickled
with Sake  lees)

試料： 市販品 Sample： Commercial product

06141 (だいこん類）　漬物　べったら漬
Japanese radishes, "Daikon ", root, pickles,
"Bettara-zuke " (pickled with rice koji) 試料： 市販品 ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

Sample： Commercial product. Some
products may contain ascorbic acid
as antioxidant

06142 (だいこん類）　漬物　みそ漬
Japanese radishes, "Daikon ", root, pickles,
"Miso-zuke " (pickled with miso) 試料： 市販品 Sample： Commercial product

06143 (だいこん類）　漬物　福神漬

Japanese radishes, "Daikon ", root, pickles,
"Fukujin-zuke " (pickled with Daikon, eggplant,
immature sword pods and east Indian lotus
rhizome )

原材料： だいこん、なす、なた
まめ、れんこん、しょうが等
試料： 市販品

Sample： Commercial product

06144 (たいさい類）　つまみな　葉　生 Chinese mustard, "Taisai" , young leaves, raw 試料： 若採りせっぱくたいさい
（雪白体菜）

硝酸イオン： 0.3 g NO3： 0.3 g

06145 (たいさい類）　たいさい　葉　生 Chinese mustard, "Taisai"  , leaves, raw 別名： しゃくしな 硝酸イオン： 0.6 g NO3： 0.6 g

06146 (たいさい類）　たいさい　塩漬 Chinese mustard, "Taisai" , leaves, salted pickles 別名： しゃくしな

06147 たかな　葉　生 Leaf mustard, "Takana ", leaves, raw 廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： base
NO3： 0.2 g

06148 たかな　たかな漬 Leaf mustard, "Takana ", leaves, salted pickles 試料： 市販品 Sample： Commercial product

06149 たけのこ　若茎　生 Bamboo shoots, raw
廃棄部位： 竹皮及び基部
廃棄率： はちく、まだけ等の小型の場合
60%

Removed portion： sheaths and base
Waste ratio： 60% for small size
species

06150 たけのこ　若茎　ゆで Bamboo shoots, boiled 竹皮及び基部を除いたもの Without sheaths and base

06151 たけのこ　水煮缶詰 Bamboo shoots, canned in water 液汁を除いたもの
硝酸イオン： 0 g

Drained
NO3： 0 g
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06152 たけのこ　めんま　塩蔵　塩抜き
Bamboo shoots, "Shinachiku " (boiled,
fermented and salted bamboo shoots), desalted 別名： しなちく

06153 (たまねぎ類）　たまねぎ　りん茎　生 Onions, bulb, raw 試料： 輸入品を含む
廃棄部位： 皮（保護葉）、底盤部及び頭部
硝酸イオン： Tr

Removed portion： skin and ends
NO3： Tr

Sample： including imported product

06154 (たまねぎ類）　たまねぎ　りん茎　水さらし Onions, bulb, leached in water
皮（保護葉）、底盤部及び頭部を除いたも

の
硝酸イオン： Tr

Without skin and ends
NO3： Tr

06155 (たまねぎ類）　たまねぎ　りん茎　ゆで Onions, bulb, boiled
皮（保護葉）、底盤部及び頭部を除いたも

の
硝酸イオン： Tr

Without skin and ends
NO3： Tr

新規 (たまねぎ類）　たまねぎ　りん茎　油いため Onions, bulb, sauteed
植物油（調合油）： ○g
廃棄部位： 皮（保護葉）、底盤部及び頭部
硝酸イオン： ○ｇ

Including ○ g of vegetable oil, blend
Removed portion： skin and ends
NO3： ○ ｇ

06156 (たまねぎ類）　赤たまねぎ　りん茎　生 Onions, red onions, bulb, raw 別名： レッドオニオン、紫たま
ねぎ

廃棄部位： 皮（保護葉）、底盤部及び頭部
硝酸イオン： Tr

Removed portion： skin and ends
NO3： Tr

新規 (たまねぎ類）　葉たまねぎ　りん茎及び葉　生 Onions, inmature onions, bulb and stem, raw 廃棄部位： ○○
硝酸イオン： ○○

Removed portion： ○○
NO3： ○○

06157 たらのめ　若芽　生 Japanese angelica-tree, spears, raw 廃棄部位： 木質部及びりん片
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： woody portion and
scales
NO3： 0 g

06158 たらのめ　若芽　ゆで Japanese angelica-tree, spears, boiled 木質部及びりん片を除いたもの
硝酸イオン： 0 g

Without woody portion and scales
NO3： 0 g

06159 チコリ　若芽　生 Chicory, spears, raw
別名： きくにがな、アンディー
ブ、チコリー
試料： 輸入品

廃棄部位： 株元及びしん
硝酸イオン： Tr

Removed portion： base and core
NO3： Tr

Sample： imported product

06160 チンゲンサイ　葉　生 Green bok choy, leaves, raw 廃棄部位： しん
硝酸イオン： 0.5 g

Removed portion： core
NO3： 0.5 g

06161 チンゲンサイ　葉　ゆで Green bok choy, leaves, boiled 廃棄部位： しん
硝酸イオン： 0.5 g

Removed portion： core
NO3： 0.5 g

新規 チンゲンサイ　葉　油いため Green bok choy, leaves, sauteed 硝酸イオン： ○g
Removed portion： core
NO3： ？g

06162 つくし　胞子茎　生 Field horsetail, fertile shoot, raw 廃棄部位： 基部及びはかま（葉鞘）
Removed portion： base and leaf
sheath

06163 つくし　胞子茎　ゆで Field horsetail, fertile shoot, boiled 基部及びはかま（葉鞘）を除いたもの Without base and leaf sheath

06164 つるな　茎葉　生 New Zealand spinach, stems and leaves, raw 別名： はまぢしゃ 硝酸イオン： 0.2 g NO3： 0.2 g

06165 つるむらさき　茎葉　生 Malabar nightshade, stems and leaves, raw 硝酸イオン： 0.3 g NO3： 0.3 g

06166 つるむらさき　茎葉　ゆで Malabar nightshade, stems and leaves, boiled 硝酸イオン： 0.3 g NO3： 0.3 g

06167 つわぶき　葉柄　生 Leopard plant, petiole, raw 表皮を除いたもの
硝酸イオン： Tr

Without skin
NO3： Tr

06168 つわぶき　葉柄　ゆで Leopard plant, petiole, boiled 硝酸イオン： Tr NO3： Tr

06169 とうがらし　葉･果実　生 Hot peppers, leaves and fruits, raw 別名： なんばん、葉とうがらし
試料： 辛味種

廃棄部位： 硬い茎及びへた
硝酸イオン： 0.4 g
重量比： 葉6、実4

Removed portion： hard stem and
calyx
NO3： 0.4 g

Recipe： leaves 6, fruits 4

06170 とうがらし　葉･果実　油いため Hot peppers, leaves and fruits, sauteed 別名： なんばん、葉とうがらし
試料： 辛味種

植物油（調合油）： 4.8 g
硬い茎及びへたを除いたもの
硝酸イオン： 0.5 g

Including 4.8 g of vegetable oil, blend
Without hard stem and calyx
NO3： 0.5 g
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06171 とうがらし　果実　生 Hot peppers, fruit, raw 別名： なんばん
試料： 辛味種

廃棄部位： へた
硝酸イオン ： ?

Removed portion： calyx
NO3： ?

06172 とうがらし　果実　乾 Hot peppers, fruit, dried
別名： なんばん、赤とうがらし、
たかのつめ
試料： 辛味種

へたを除いたもの
廃棄率： へたつきの場合 10%

Without calyx
Waste ratio： 10% for product with
calyx

06173 とうがん　果実　生 Chinese preserving melon, fruit, raw 別名： かもうり
廃棄部位： 果皮、わた及びへた
硝酸イオン ： ?

Removed portion： skin, cavity
contents and calyx
NO3： ?

06174 とうがん　果実　ゆで Chinese preserving melon, fruit, boiled 別名： かもうり 果皮、わた及びへたを除いたもの
Without skin, cavity contents and
calyx

(06189～190）

(06272～273）

(06019)

06175 (とうもろこし類）　スイートコーン　未熟種子　生 Corn, sweet corn, immature kernels, raw 廃棄部位： 包葉、めしべ及び穂軸
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： bracts, silk and
cob
NO3： 0 g

06176
(とうもろこし類）　スイートコーン　未熟種子　ゆ
で

Corn, sweet corn, immature kernels, boiled
包葉及びめしべを除いたもの
廃棄部位： 穂軸
硝酸イオン： 0 g

Without bracts and silk
Removed portion： core
NO3： 0 g

新規
(とうもろこし類）　スイートコーン　電子レンジ調
理

Corn, sweet corn, immature kernels, sauteed

06177
(とうもろこし類）　スイートコーン　未熟種子　穂
軸つき　冷凍

Corn, sweet corn, immature kernels on cob,
frozen 試料： 輸入品

廃棄部位： 穂軸
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： core
NO3： 0 g

Sample： imported product

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

Corn, sweet corn, immature kernels, frozen 穂軸を除いた実のみ
試料： 輸入品

硝酸イオン： 0 g
NO3： 0 g

Sample： imported product

06179
(とうもろこし類）　スイートコーン　缶詰　クリーム
スタイル

Corn, sweet corn, canned products, cream style

06180
(とうもろこし類）　スイートコーン　缶詰　ホール
カーネルスタイル

Corn, sweet corn, canned products, whole kernel
style 液汁を除いたもの Drained

06181 (とうもろこし類）　ヤングコーン　幼雌穂　生 Corn, sweet corn, young ear, raw 別名： ベビーコーン、ミニコー
ン

穂軸基部を除いたもの
廃棄率： 穂軸基部つきの場合10%
硝酸イオン： 0 g

Without cob base
Waste ratio： 10% for product with
cob base
NO3： 0 g

06182 (トマト類）　トマト　果実　生 Tomatoes, fruit, raw 廃棄部位： へた
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： calyx
NO3：0  g

06183 (トマト類）　ミニトマト　果実　生 Tomatoes, cherry tomatoes, fruit, raw 別名： プチトマト、チェリートマト
廃棄部位： へた
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： calyx
NO3： 0 g

06184 (トマト類）　缶詰　ホール　食塩添加 Tomatoes, canned products, whole, with salt 別名： トマト水煮缶詰 液汁を除いたもの Drained

新規 (トマト類）　缶詰　ホール　食塩無添加 Tomatoes, canned products, whole, without salt 液汁を除いたもの Drained

06185 (トマト類）　缶詰　トマトジュース　食塩添加 Tomatoes, canned products, juice, with salt 果汁100% 100% fruit juice

新規 (トマト類）　缶詰　トマトジュース　食塩無添加 Tomatoes, canned products, juice, without salt 果汁100% 100% fruit juice

06186 (トマト類）　缶詰　ミックスジュース　食塩添加
Tomatoes, canned products, tomato-based
vegetable juice, with salt

原材料： トマト、にんじん、セロ
リー等

Ingredients： tomatoes, carrots,
celery, etc.

新規 (トマト類）　缶詰　ミックスジュース　食塩無添加
Tomatoes, canned products, tomato-based
vegetable juice, without salt 〃

Ingredients： tomatoes, carrots,
celery, etc.

(17034)
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(17035)

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

廃棄部位： しん
硝酸イオン： Tr

Removed portion： core
NO3： Tr

Sample： imported product

06188 とんぶり　ゆで Summer cypress, seeds, boiled
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

硝酸イオン： Tr
NO3： Tr

Sample： commercial product

06189 ながさきはくさい　葉　生
Semi-heading Chinese cabbage, "Nagasaki-
hakusai ", leaves, raw

別名： とうな、とうじんな、ちりめ
んはくさい

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.3 g

Removed portion： base
NO3： 0.3 g

06190 ながさきはくさい　葉　ゆで
Semi-heading Chinese cabbage, "Nagasaki-
hakusai ", leaves, boiled

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.3 g

Removed portion： base
NO3： 0.3 g

06191 (なす類）　なす　果実　生
Eggplant*, Japanese type, fruit, raw
[*Syn. Aubergine]

廃棄部位： へた
硝酸イオン： Tr

Removed portion： calyx
NO3： Tr

06192 (なす類）　なす　果実　ゆで
Eggplant*, Japanese type, fruit, boiled
[*Syn. Aubergine]

へたを除いたもの
硝酸イオン： Tr

Without calyx
NO3： Tr

新規 (なす類）　なす　果実　油いため
Eggplant*, Japanese type, fruit, sauteed
[*Syn. Aubergine]

へたを除いたもの?
植物油（調合油） ： ?
硝酸イオン : ？

Without calyx
Including ○ g of vegetable oil, blend
NO3： ？

新規 (なす類）　なす　果実　天ぷら
Eggplant*, Japanese type, fruit, tempura
[*Syn. Aubergine]

へたを除いたもの?
植物油（調合油） ： ?
硝酸イオン : ？

Without calyx
Including ○ g of vegetable oil, blend
NO3： ？

06193 (なす類）　べいなす　果実　生
Eggplant*, western type, fruit, raw
[*Syn. Aubergine] 別名： 洋なす

廃棄部位： へた及び果皮
硝酸イオン： Tr

Removed portion： calyx and skin
NO3： Tr

06194 (なす類）　べいなす　果実　素揚げ
Eggplant*, western type, fruit, fried
[*Syn. Aubergine] 別名： 洋なす

廃棄部位： へた及び果皮
植物油（調合油）： 16.9 g
硝酸イオン： 0g

Removed portion： calyx and skin
Including 16.9 g of vegetable oil,
blend
NO3： 0 g

06195 (なす類）　漬物　塩漬
Eggplant*, pickles, salted pickles
[*Syn. Aubergine]

06196 (なす類）　漬物　ぬかみそ漬

Eggplant*, pickles, "Nukamiso-zuke " (pickled
with salty rice bran paste)
[*Syn. Aubergine]

廃棄率： へたつきの場合10% Waste ratio： 10% for product with
calyx

06197 (なす類）　漬物　こうじ漬
Eggplant*, pickles, "Koji-zuke " (pickled small
oval type with rice koji ) [*Syn. Aubergine] 試料： 市販品

06198 (なす類）　漬物　からし漬
Eggplant*, pickles, "Karashi-zuke " (pickled
small oval type with mustard) [*Syn. Aubergine] 試料： 市販品 硝酸イオン： 0 g

NO3： 0 g

Sample： commercial product

06199 (なす類）　漬物　しば漬

Eggplant*, pickles, "Shiba-zuke " (pickled with
perilla leaf, cucumber and Myoga , etc.) [*Syn.
Aubergine]

試料： 市販品 硝酸イオン： 0.1 g
NO3： 0.1 g

Sample： commercial product

06200 なずな　葉　生 Shepherd's purse, leaves, raw 別名： ぺんぺんぐさ、三味線草
廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.1 g

Removed portion： base
NO3： 0.1 g

06201 (なばな類）　和種なばな　花らい・茎　生 Turnip rape, flower buds and stems, raw 別名： なのはな、しんつみな、
かぶれな

硝酸イオン： Tr NO3： Tr

06202 (なばな類）　和種なばな　花らい・茎　ゆで Turnip rape, flower buds and stems, boiled 別名： なのはな、しんつみな、
かぶれな

硝酸イオン： Tr NO3： Tr

06203 (なばな類）　洋種なばな　茎葉　生 Rape, stems and leaves, raw 別名： なのはな、しんつみな、
かぶれな

硝酸イオン： 0.1 g NO3： 0.1 g

06204 (なばな類）　洋種なばな　茎葉　ゆで Rape, stems and leaves, boiled 別名： なのはな、しんつみな、
かぶれな

硝酸イオン： Tr NO3： Tr
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06205 にがうり　果実　生 Bitter melon, fruit, raw 別名： つるれいし、ゴーヤ
廃棄部位： 両端、わた及び種子
硝酸イオン： Tr

Removed portion： ends and cavity
contents
NO3： Tr

06206 にがうり　果実　油いため Bitter melon, fruit, sauteed 別名： つるれいし、ゴーヤ 両端、わた及び種子を除いたもの
植物油（調合油）： 3.2 g

Without ends and cavity contents
Including 3.2 g of vegetable oil, blend

06207 (にら類）　にら　葉　生 Chinese chive, leaves, raw 廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.3g

Removed portion： base
NO3： 0.3 g

06208 (にら類）　にら　葉　ゆで Chinese chive, leaves, boiled 株元を除いたもの
硝酸イオン： 0.3 g

Without base
NO3： 0.3 g

新規 (にら類）　にら　葉　油いため Chinese chive, leaves, sauteed
株元を除いたもの

植物油（○○油）： ○ g
硝酸イオン： ○ g

Without base
Including ○ g of vegetable oil, blend
NO3： ？

06209 (にら類）　花にら　花茎・花らい　生 Chinese chive, scape and flower bud, raw, 廃棄部位： 花茎基部
硝酸イオン： Tr

Removed portion： flower stalk base
NO3： Tr

06210 (にら類）　黄にら　葉　生 Chinese chive, blanching culture, leaves, raw 硝酸イオン： Tr NO3： Tr

06211 (にんじん類）　葉にんじん　葉　生 Carrots, cultivar for leaf use, leaves, raw 試料： 水耕栽培品
別名： にんじんな

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.4 g

Removed portion： base
NO3： 0.4 g

Sample： hydroponic product

06212 (にんじん類）　にんじん　根　皮つき　生
Carrot, regular (European type), root with skin,
raw 試料： 輸入品を含む

廃棄部位： 根端及び葉柄基部
硝酸イオン： Tr

Removed portion： root tip and
petiole base
NO3： Tr

Sample： including imported product

06213 (にんじん類）　にんじん　根　皮つき　ゆで
Carrot, regular  (European type), root with skin,
boiled

根端及び葉柄基部を除いたもの
硝酸イオン ： Tr

Without root tip and petiole base
NO3： Tr

06214 (にんじん類）　にんじん　根　皮むき　生
Carrot, regular  (European type), root without
skin, raw 試料： 輸入品を含む

廃棄部位： 根端及び葉柄基部及び皮
硝酸イオン ： Tr

Removed portion： root tip, petiole
base and skin
NO3： Tr

Sample： including imported product

06215 (にんじん類）　にんじん　根　皮むき　ゆで
Carrot, regular  (European type), root without
skin, boiled

根端、葉柄基部及び皮を除いたもの
硝酸イオン： Tr

Without root tip, petiole base and
skin
NO3： Tr

新規 (にんじん類）　にんじん　根　皮むき　油いため
Carrot, regular  (European type), root without
skin, sauteed

新規 (にんじん類）　にんじん　根　素揚げ Carrot, regular  (European type), fried carrot 別名：フライドキャロット

新規 (にんじん類）　にんじん　根　皮　生 Carrot, regular  (European type), skin, raw

06216 (にんじん類）　にんじん　根　冷凍 Carrot, regular  (European type), root, frozen 試料： 輸入品 硝酸イオン： Tr
NO3： Tr

Sample： imported product

新規 (にんじん類）　にんじん　根　グラッセ Carrot, regular  (European type), glazed carrot
06217 (にんじん類）　にんじん　ジュース　缶詰 Carrot, regular  (European type), juice, canned

06218 (にんじん類）　きんとき　根　皮つき　生
Carrot, "Kintoki " (oriental type), root with
skin, raw 別名： きょうにんじん

廃棄部位： 根端及び葉柄基部
硝酸イオン： Tr

Removed portion： root tip and
petiole base
NO3： Tr

06219 (にんじん類）　きんとき　根　皮つき　ゆで
Carrot, "Kintoki " (oriental type), root with
skin, boiled 別名： きょうにんじん

根端及び葉柄基部を除いたもの
硝酸イオン： Tr

Without root tip and petiole base
NO3： Tr

06220 (にんじん類）　きんとき　根　皮むき　生
Carrot, "Kintoki " (oriental type), root without
skin, raw 別名： きょうにんじん

廃棄部位： 根端及び葉柄基部及び皮
硝酸イオン： Tr

Removed portion： root tip, petiole
base and skin
NO3： Tr
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06221 (にんじん類）　きんとき　根　皮むき　ゆで
Carrot, "Kintoki " (oriental type), root without
skin, boiled 別名： きょうにんじん 根端、葉柄基部及び皮を除いたもの

硝酸イオン： Tr

Without root tip, petiole base and
skin
NO3： Tr

06222 (にんじん類）　ミニキャロット　根　生 Carrot, baby carrot, root, raw 廃棄部位： 根端及び葉柄基部
硝酸イオン： Tr

Removed portion： root tip and
petiole base
NO3： Tr

06223 (にんにく類）　にんにく　りん茎　生 Garlic, bulb, raw 試料： 輸入品を含む
廃棄部位： 茎、りん皮及び根盤部
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： stems,
membranous scales and root base
NO3： 0 g

Sample： including imported product

新規 (にんにく類）　にんにく　りん茎　油いため Garlic, bulb, sauteed
茎、りん皮及び根盤部を除いたもの
植物油（○○油）： ○ g
硝酸イオン： ○ g

Without stems, membranous scales
and root base
Including ○ g of vegetable oil, blend
NO3： ○ g

06224 (にんにく類）　茎にんにく　花茎　生 Garlic, scape, raw 別名： にんにくの芽
試料： 輸入品

硝酸イオン： Tr
NO3： Tr

Sample： imported product

06225 (にんにく類）　茎にんにく　花茎　ゆで Garlic, scape, boiled 別名： にんにくの芽 硝酸イオン： Tr
NO3： Tr

Sample： imported product

06226 (ねぎ類）　根深ねぎ　葉　軟白　生
Welsh onions, "Nebuka-negi " (large variety,
blanching cultivation), leaves, raw 別名： 長ねぎ

廃棄部位： 株元及び緑葉部
硝酸イオン： 0.1 g

Removed portion： base and green
leaves
NO3： 0.1 g

新規 (ねぎ類）　根深ねぎ　葉　軟白　ゆで
Welsh onions, "Nebuka-negi " (large variety,
blanching cultivation), leaves, boiled 別名： 長ねぎ

株元及び緑葉部を除いたもの
硝酸イオン： ○ g

Without base and green leaves
NO3： ○ g

新規 (ねぎ類）　根深ねぎ　葉　軟白　油いため
Welsh onions, "Nebuka-negi " (large variety,
blanching cultivation), leaves, sauteed 別名： 長ねぎ

株元及び緑葉部を除いたもの
植物油（○○油）： ○ g
硝酸イオン： ○ g

Without base and green leaves
Including ○ g of vegetable oil, blend
NO3： ○ g

06227 (ねぎ類）　葉ねぎ　葉　生
Welsh onions, "Ha-negi " (large variety, green),
leaves, raw 別名： 長ねぎ

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： base
NO3： 0 g

新規 (ねぎ類）　葉ねぎ　葉　油いため
Welsh onions, "Ha-negi " (large variety, green),
leaves, sauteed 別名： 長ねぎ

株元を除いたもの
植物油（○○油）： ○ g
硝酸イオン： ○ g

Without base
Including ○ g of vegetable oil, blend
NO3： ○ g

06228 (ねぎ類）　こねぎ　葉　生
Welsh onions, "Konegi " (small variety), leaves,
raw 万能ねぎ等を含む

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.1 g

Removed portion： base
NO3： 0.1 g

06229 のざわな　葉　生 Turnip green, "Nozawana ", leaves, raw 廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.4 g

Removed portion： base
NO3： 0.4 g

06230 のざわな　漬物　塩漬
Turnip green, "Nozawana ", leaves, pickles,
salted pickles 試料： 市販品

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.4 g

Removed portion： base
NO3： 0.4 g

Sample： commercial product

06231 のざわな　漬物　調味漬
Turnip green, "Nozawana ", leaves, pickles,
seasoned 試料： 市販品

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： base
NO3： 0.2 g

Sample： commercial product

06232 のびる　りん茎葉　生 Wild onion, "Nobiru ", bulb and leaves, raw 廃棄部位： 根
硝酸イオン： Tr

Removed portion： root
NO3： Tr

06233 はくさい　結球葉　生 Heading Chinese cabbage, head, raw 廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.1 g

Removed portion： base
NO3： 0.1 g

06234 はくさい　結球葉　ゆで Heading Chinese cabbage, head, boiled 廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： base
NO3： 0.2 g
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06235 はくさい　漬物　塩漬
Heading Chinese cabbage, head, pickles, salted
pickles

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： ?

Removed portion： base
NO3： ?

06236 はくさい　漬物　キムチ Heading Chinese cabbage, head, pickles, Kimchi 試料： 市販品 硝酸イオン： 0.1 g
NO3： 0.1g

Sample： commercial product

06237 パクチョイ　葉　生 Bok choy, leaves, raw 別名： パイゲンサイ
廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.4 g

Removed portion： base
NO3： 0.4 g

06238 バジル　葉　生 Basil, leaves, raw 別名： バジリコ、スイートバジル
廃棄部位： 茎及び穂
硝酸イオン： 0.4 g

Removed portion： stem and
inflorescence
NO3： 0.4 g

06239 パセリ　葉　生 Parsley, leaves, raw 別名： オランダぜり
廃棄部位： 茎
硝酸イオン： ？

Removed portion： stem
NO3： ？

06240 はつかだいこん　根　生 Little radish, root, raw 別名： ラディッシュ
試料： 赤色球形種

廃棄部位： 根端、葉及び葉柄基部
硝酸イオン： ？

Removed portion： root tip, leaves
and petiole base
NO3： ？

Sample： red spherical type

06241 はやとうり　果実　白色種　生 Chayote, fruit, white-colored, raw 別名： せんなりうり
廃棄部位： 種子
硝酸イオン： Tr

Removed portion： seed
NO3： Tr

新規 はやとうり　果実　緑色種　生 Chayote, fruit, green-colored, raw 別名： せんなりうり
廃棄部位： 種子
硝酸イオン： Tr

Removed portion： seed
NO3： Tr

06242 はやとうり　果実　白色種　塩漬け Chayote, fruit, salted pickles 別名： せんなりうり 硝酸イオン： Tr NO3： Tr

06243 ビーツ　根　生
Red beet*, root, raw
[*Syn. Table beet]

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

廃棄部位： 根端、皮及び葉柄基部
硝酸イオン： 0.3 g

Removed portion： root ends, skin
and base
NO3： 0.3 g

06244 ビーツ　根　ゆで
Red beet*, root, boiled
[*Syn. Table beet]

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

根端及び葉柄基部を除いたもの
廃棄部位： 皮
硝酸イオン： 0.3 g

Without root ends and base
Removed portion： skin
NO3： 0.3 g

06245 (ピーマン類）　青ピーマン　果実　生 Sweet peppers, green sweet pepper, fruit, raw  
廃棄部位： へた、しん及び種子
硝酸イオン： Tr

Removed portion： calyx and cavity
contents
NO3： Tr

06246 (ピーマン類）　青ピーマン　果実　油いため
Sweet peppers, green sweet pepper, fruit,
sauteed

へた、しん及び種子を除いたもの
植物油（調合油）： 4.1 g
硝酸イオン： (Tr)

Without calyx and cavity contents
Including 4.1 g of vegetable oil, blend
NO3： (Tr)

06247 (ピーマン類）　赤ピーマン　果実　生 Sweet peppers, red sweet pepper, fruit, raw 別名： パプリカ、クィーンベル
試料： 輸入品

廃棄部位： へた、しん及び種子
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： calyx and cavity
contents
NO3： 0 g

06248 (ピーマン類）　赤ピーマン　果実　油いため Sweet peppers, red sweet pepper, fruit, sauteed 別名： パプリカ、クィーンベル
へた、しん及び種子を除いたもの
植物油（調合油）： 4.1 g
硝酸イオン： (0) g

Without calyx and cavity contents
Including 4.1 g of vegetable oil, blend
NO3： (0)g

06249 (ピーマン類）　黄ピーマン　果実　生 Sweet peppers, yellow sweet pepper, fruit, raw
別名： パプリカ、キングベル、イ
エローベル
試料： 輸入品

廃棄部位： へた、しん及び種子
硝酸イオン： 0g

Removed portion： calyx and cavity
contents
NO3： 0 g

06250 (ピーマン類）　黄ピーマン　果実　油いため
Sweet peppers, yellow sweet pepper, fruit,
sauteed

別名： パプリカ、キングベル、イ
エローベル

へた、しん及び種子を除いたもの
植物油（調合油）： 4.1 g
硝酸イオン： (0) g

Without calyx and cavity contents
Including 4.1 g of vegetable oil, blend
NO3： (0) g

06251 (ピーマン類）　トマピー　果実　生 Sweet peppers, "Tomapi ", fruit, raw 別名： ミニパプリカ
廃棄部位： へた、しん及び種子
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： calyx and cavity
contents
NO3： 0 g
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06252 ひのな　根・茎葉　生 Turnip, "Hinona ", root with tops, raw 別名： えびな
廃棄部位： 根端
硝酸イオン： 0.5 g

Removed portion： root tip
NO3： 0.5 g

06253 ひのな　根・茎葉　甘酢漬
Turnip, "Hinona ", root with tops, pickles,
sweetened

別名： えびな
試料： 市販品

硝酸イオン： 0.5 g
NO3： 0.5 g

Sample： commercial product

06254 ひろしまな　葉　生
Non-heading Chinese cabbage, "Hiroshimana ",
leaves, raw 別名： ひらくきな

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.3 g

Removed portion： base
NO3： 0.3 g

06255 ひろしまな　塩漬
Non-heading Chinese cabbage, "Hiroshimana ",
leaves, salted pickles

別名： えびな
試料： 市販品

廃棄部位： 株元
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
硝酸イオン： 0.1 g

Removed portion： base
NO3： 0.1 g

Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

06256 (ふき類）　ふき　葉柄　生 Japanese butterbur, petiole, raw 廃棄部位： 葉、表皮及び葉柄基部
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： leaves, skin and
petiole base
NO3： 0.2 g

06257 (ふき類）　ふき　葉柄　ゆで Japanese butterbur, petiole, boiled
葉及び葉柄基部を除いたもの
廃棄部位： 表皮
硝酸イオン： Tr

Without leaves and petiole base
Removed portion： skin
NO3： Tr

06258 (ふき類）　ふきのとう　花序　生 Japanese butterbur, inflorescence, raw 廃棄部位： 花茎
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： flower stalk
NO3： 0 g

06259 (ふき類）　ふきのとう　花序　ゆで Japanese butterbur, inflorescence, boiled 花茎を除いたもの
硝酸イオン： 0 g

Without flower stalk
NO3： 0 g

06260 ふじまめ　若ざや　生 Hyacinth beans, immature pods, raw 別名： いんげんまめ（関西）、せ
んごくまめ、あじまめ

廃棄部位： すじ及び両端
硝酸イオン： Tr

Removed portion： strings and ends
NO3： Tr

06261 ふだんそう　葉　生 Swiss chard, leaves, raw 別名： 唐ぢしゃ 硝酸イオン： 0.1 g NO3： 0.1 g

06262 ふだんそう　葉　ゆで Swiss chard, leaves, boiled 別名： 唐ぢしゃ 硝酸イオン： 0.1 g NO3： 0.1 g

06263 ブロッコリー　花序　生 Broccoli, inflorescence, raw 試料： 輸入品を含む
廃棄部位： 茎葉
硝酸イオン： Tr

Removed portion： stems and leaves
NO3： Tr

Sample： including imported product

06264 ブロッコリー　花序　ゆで Broccoli, inflorescence, boiled 茎葉を除いたもの
硝酸イオン： Tr

Without stems and leaves
NO3： Tr

新規 ブロッコリー　芽生え　生 Broccoli, sprouts, raw 別名： ブロッコリースプラウト

06265 へちま　果実　生 Sponge gourd, immature fruit, raw
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

廃棄部位： 両端及び皮
硝酸イオン： Tr

Removed portion： ends and skin
NO3： Tr

06266 へちま　果実　ゆで Sponge gourd, immature fruit, boiled
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

両端及び皮を除いたもの
硝酸イオン： 0 g

Without ends and skin
NO3： 0 g

新規 ほうれんそう　葉　通年平均　生 Spinach, leaves, all season, raw 廃棄部位： 株元
硝酸イオン：?

Removed portion： base
NO3： ?

06267 ほうれんそう　葉　夏採り　生 Spinach, leaves, summer harvest, raw 廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： base
NO3： 0.2 g

新規 ほうれんそう　葉　冬採り　生 Spinach, leaves, winter harvest, raw 廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： base
NO3： 0.2 g

新規 ほうれんそう　葉　通年平均　ゆで Spinach, leaves, all season,　boiled 廃棄部位： 株元
硝酸イオン：?

Removed portion： base
NO3： ?

06268 ほうれんそう　葉　夏採り　ゆで Spinach, leaves, summer harvest, boiled 廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： base
NO3： 0.2 g

新規 ほうれんそう　葉　冬採り　ゆで Spinach, leaves,  winter harvest, boiled 廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： base
NO3： 0.2 g
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新規 ほうれんそう　葉　冬採り　油いため Spinach, leaves, all season, sauteed
株元をのぞいたもの？
植物油（○○油）：○ｇ
硝酸イオン？

Without base
Including ○ g of vegetable oil, blend
NO3： ？

06269 ほうれんそう　葉　冷凍 Spinach, leaves, frozen 試料： 輸入品 硝酸イオン： 0.1g
NO3： 0.1g

Sample： imported product

06270 ホースラディシュ　根茎　生 Horseradish, rhizome, raw 別名： わさびだいこん、せいよ
うわさび

廃棄部位： 皮
硝酸イオン： Tr

Removed portion： skin
NO3： Tr

06271 まこも　茎　生 Manchurian wild rice, stem, raw 別名： まこもたけ
廃棄部位： 葉鞘及び基部
硝酸イオン： Tr

Removed portion： leaf sheath and
base
NO3： Tr

06272 みずかけな　葉　生 Turnip green, "Mizukakena ", leaves, raw 別名： とうな（薹菜） 硝酸イオン： 0.1 g NO3： 0.1 g

06273 みずかけな　塩漬
Turnip green, "Mizukakena ", leaves, salted
pickles

別名： とうな（薹菜）
試料： 市販品

硝酸イオン： 0.2 g
NO3： 0.2 g

Sample： commercial  product

06072 みずな　葉　生 Leaf green, "Mizuna ", leaves, raw 別名： きょうな、せんすじきょう
な

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： base
NO3： 0.2 g

06073 みずな　葉　ゆで Leaf green, "Mizuna ", leaves, boiled 別名： きょうな、せんすじきょう
な

株元を除いたもの
硝酸イオン： 0.3 g

Without base
NO3： 0.3 g

06074 みずな　塩漬 Leaf green, "Mizuna ", leaves, salted pickles 別名： きょうな、せんすじきょう
な

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.4 g

Removed portion： base
NO3： 0.4 g

06274 (みつば類）　切りみつば　葉　生
Japanese hornwort, "Kiri-mitsuba " (branched
in dark place),  leaves, raw 軟白栽培品 硝酸イオン： Tr

NO3： Tr

(栽培法は食品名に含めたので略）

06275 (みつば類）　切りみつば　葉　ゆで
Japanese hornwort, "Kiri-mitsuba " (branched
in dark place),  leaves, boiled 硝酸イオン： 0 g NO3： 0 g

06276 (みつば類）　根みつば　葉　生
Japanese hornwort, "Ne-mitsuba"  (blanched by
covering with soil) , leaves, raw 軟白栽培品

廃棄部位： 根及び株元
硝酸イオン： Tr

Removed portion： roots and base
NO3： Tr

06277 (みつば類）　根みつば　葉　ゆで
Japanese hornwort, "Ne-mitsuba"  (blanched by
covering with soil) , leaves, boiled

根及び株元を除いたもの
硝酸イオン： 0 g

Without rots and base
NO3： 0 g

06278 (みつば類）　糸みつば　葉　生
Japanese hornwort, "Ito-mitsuba"  (young
plants), leaves, raw 別名： あおみつば

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.3 g

Removed portion： base
NO3： 0.3 g

06279 (みつば類）　糸みつば　葉　ゆで
Japanese hornwort, " Ito-mitsuba" (young
plants), leaves, boiled 別名： あおみつば 株元を除いたもの

硝酸イオン： 0.3 g

Without base
NO3： 0.3 g

新規 みぶな　葉　生 Leaf green, "Mibuna ", leaves, raw 別名： きょうな
廃棄部位： 株元?
硝酸イオン：?

Removed portion： base?
NO3： ?

06280 (みょうが類）　みょうが　花穂　生 Japanese ginger, "Myoga ", spike, raw 別名： 花みょうが、みょうがの子
廃棄部位： 花茎
硝酸イオン：?

Removed portion： flower stalk
NO3： ?

06281 (みょうが類）　みょうがたけ　茎葉　生
Japanese ginger, "Myoga ", young stems and
leaves, raw 硝酸イオン： 0.1 g NO3： 0.1 g

06282 むかご 　肉芽　生 Yam, bulbil, raw 廃棄部位： 皮 Removed portion： skin

06283 めキャベツ　結球葉　生 Brussels sprouts, head, raw 別名： こもちかんらん、姫かんら
ん、姫キャベツ

硝酸イオン： Tr NO3： Tr

06284 めキャベツ　結球葉　ゆで Brussels sprouts, head, boiled 別名： こもちかんらん、姫かんら
ん、姫キャベツ

硝酸イオン： Tr NO3： Tr

06285 めたで　　芽ばえ　生 Water pepper sprouts, raw 紅たで 硝酸イオン： 0 g
Red type
NO3： 0 g

06286 (もやし類）　アルファルファもやし　生 Bean sprouts, alfalfa sprouts, raw 別名： 糸もやし 硝酸イオン： Tr NO3： Tr

06287 (もやし類）　だいずもやし　生 Bean sprouts, soybean sprouts, raw 廃棄部位： 種皮及び損傷部
Removed portion： seed coat and
bruised parts

06288 (もやし類）　だいずもやし　ゆで Bean sprouts, soybean sprouts, boiled 種皮及び損傷部を除いたもの Without seed coat and bruised parts
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06289 (もやし類）　ブラックマッペもやし　生 Bean sprouts, black gram sprouts, raw 廃棄部位： 種皮及び損傷部
Removed portion： seed coat and
bruised parts

06290 (もやし類）　ブラックマッペもやし　ゆで Bean sprouts, black gram sprouts, boiled 種皮及び損傷部を除いたもの Without seed coat and bruised parts

06291 (もやし類）　りょくとうもやし　生 Bean sprouts, mung bean   sprouts, raw 廃棄部位： 種皮及び損傷部
Removed portion： seed coat and
bruised parts

06292 (もやし類）　りょくとうもやし　ゆで Bean sprouts, mung bean   sprouts, boiled 種皮及び損傷部を除いたもの Without seed coat and bruised parts

06293 モロヘイヤ　茎葉　生
Nalta jute*, stems and leaves, raw
[*Syn. Tossa jute]

廃棄率： 木質茎つきの場合25%
硝酸イオン： 0.2 g

Waste ratio： 25% for product with
woody stems
NO3： 0.2 g

06294 モロヘイヤ　茎葉　ゆで
Nalta jute*, stems and leaves, boiled
[*Syn. Tossa jute] 硝酸イオン：0.1 g NO3： 0.1 g

06295 やまごぼう　みそ漬 Thistle root, "Yamagobo ", pickled with miso 試料： 市販品
別名： ごぼうあざみ

ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Sample： commercial product, some
products may contain ascorbic acid
as antioxidant

(02022～027）

06296 ゆりね　りん茎　生 Lily, bulb, raw 廃棄部位： 根、根盤部及び損傷部
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： roots, root base
and bruised parts
NO3： 0 g

06297 ゆりね　りん茎　ゆで Lily, bulb, boiled 根、根盤部及び損傷部を除いたもの
硝酸イオン： 0 g

Without roots, root base and bruised
parts
NO3： 0 g

06298 ようさい　茎葉　生 Water convolvulus, stems and leaves, raw 別名： あさがおな、えんさい、く
うしんさい

硝酸イオン： 0.2 g NO3： 0.2 g

06299 ようさい　茎葉　ゆで Water convolvulus, stems and leaves, boiled 〃 硝酸イオン： 0.2 g NO3： 0.2 g

06300 よめな　葉　生 Aster, "Yomena ", leaves, raw 若葉
別名： おはぎ、うはぎ、はぎな

硝酸イオン： Tr
NO3： Tr

Young leaves

06301 よもぎ　葉　生 Japanese wormwood, leaves, raw 別名： もちぐさ、よもぎな 硝酸イオン： Tr NO3： Tr

06302 よもぎ　葉　ゆで Japanese wormwood, leaves, boiled 〃 硝酸イオン： Tr NO3： Tr

06303 らっかせい　未熟豆　生 Peanuts, immature beans, raw 別名： なんきんまめ、ピーナッ
ツ

廃棄部位： さや
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： pods
NO3： 0 g

06304 らっかせい　未熟豆　ゆで Peanuts, immature beans, boiled 試料： 市販品
廃棄部位： さや
硝酸イオン： Tr

Removed portion： pods
NO3： Tr

(05034～35）

06305 (らっきょう類）　らっきょう　りん茎　生 Japanese scallion, "Rakkyo ", mature bulb, raw 別名： おおにら、さとにら
廃棄部位： 根、膜状りん片及び両端
硝酸イオン：？

Removed portion： roots,
membranous scale and ends
NO3： ?

06306 (らっきょう類）　らっきょう　甘酢漬
Japanese scallion, "Rakkyo ", mature bulb,
pickles, sweetened

別名： おおにら、さとにら
試料： 市販品

液汁を除いたもの
Drained
Sample： commercial product

06307 (らっきょう類）　エシャレット　りん茎　生
Japanese scallion, "Rakkyo ", immature bulb,
raw

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

廃棄部位： 株元及び緑葉部
硝酸イオン： Tr

Immature product blanched by
covering with soil
Removed portion： base and green
leaves
NO3： Tr

06308 リーキ　りん茎葉　生 Leeks, bulb and leaves, raw 別名： 西洋ねぎ、ポロねぎ
廃棄部位： 株元及び緑葉部
硝酸イオン： Tr

Removed portion： base and green
leaves
NO3： Tr

06309 リーキ　りん茎葉　ゆで Leeks, bulb and leaves, boiled 別名： 西洋ねぎ、ポロねぎ 株元及び緑葉部を除いたもの
硝酸イオン： Tr

Without base and green leaves
NO3： Tr
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06319 ルッコラ　　葉　生 Rocket salad, leaves, raw 別名： ロケットサラダ、エルカ、
ルコラ

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.4 g

Removed portion： base
NO3： 0.4 g

06310 ルバーブ　葉柄　生 Garden rhubarb, petiole, raw 別名： しょくようだいおう
廃棄部位： 表皮及び両端
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： skin and ends
NO3： 0.2 g

06311 ルバーブ　葉柄　ゆで Garden rhubarb, petiole, boiled 別名： しょくようだいおう
表皮及び両端を除いたもの
硝酸イオン： 0.１ g

Without skin and ends
NO3： 0.1 g

06312 (レタス類）　レタス　土耕栽培　結球葉　生
Lettuce, head lettuce, crisp type, soil culture,
head, raw 別名： たまちしゃ

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.１ g

Removed portion： base
NO3： 0.1 g

新規 (レタス類）　レタス　水耕栽培　結球葉　生
Lettuce, head lettuce, crisp type, hydroculture,
head, raw

廃棄部位： 株元
硝酸イオン：？

Removed portion： base
NO3： ？

06313 (レタス類）　サラダな　葉　生 Lettuce, head lettuce, butter type, leaves, raw 廃棄部位：株元
硝酸イオン：？

Removed portion： base
NO3： ？

06314 (レタス類）　リーフレタス　葉　生 Lettuce, green leaf lettuce, leaves, raw 別名： ちりめんちしゃ、あおちり
めんちしゃ

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： base
NO3： 0.2 g

06315 (レタス類）　サニーレタス　葉　生 Lettuce, red leaf lettuce, leaves, raw 別名： あかちりめんちしゃ
廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.2 g

Removed portion： base
NO3： 0.2 g

新規 (レタス類）　サンチュ　葉　生 Lettuce, Sang-chu lettuce, leaves, raw 別名： かきちしゃ
廃棄部位：？
硝酸イオン：？

Removed portion： ？
NO3： ？

06316 (レタス類）　コスレタス　葉　生 Lettuce, cos lettuce, leaves, raw
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

廃棄部位： 株元
硝酸イオン： 0.1 g

Removed portion： base
NO3： 0.1 g

Sample： including imported product

06317 れんこん　根茎　生 East Indian lotus root, rhizome, raw 廃棄部位： 節部及び皮
硝酸イオン： 0 g

Removed portion： node and skin
NO3： 0 g

06318 れんこん　根茎　ゆで East Indian lotus root, rhizome, boiled 節部及び皮を除いたもの
硝酸イオン： 0 g

Without node and skin
NO3： 0 g

06320 わけぎ　葉　生 Green onion, "Wakegi ", leaves, raw 廃棄部位： 株元
硝酸イオン： Tr

Removed portion： base
NO3： Tr

06321 わけぎ　葉　ゆで Green onion, "Wakegi ", leaves, boiled 株元を除いたもの
硝酸イオン： Tr

Without base
NO3： Tr

06322 わさび　根茎　生 Wasabi, rhizome, raw 廃棄部位： 側根基部及び葉柄
硝酸イオン： 0.1g

Removed portion： fibrous root base
and petioles
NO3： 0.1 g

06323 わさび　わさび漬 Wasabi, pickled with Sake  lees 試料： 市販品 硝酸イオン： Tr
NO3： Tr

Sample： commercial product

(06270)

06324 わらび　生わらび　生 Bracken fern, fiddlehead, raw 廃棄部位： 基部
硝酸イオン： Tr

Removed portion： base
NO3： Tr

06325 わらび　生わらび　ゆで Bracken fern, fiddlehead, boiled 基部を除いたもの
硝酸イオン： 0 g

Without base
NO3： 0 g

06326 わらび　干しわらび　乾 Bracken fern, fiddlehead, dried, raw 硝酸イオン： Tr NO3： Tr

７ 果実類 7. Fruits

07001 あけび　果肉　生 Akebia, flesh, raw 試料： みつばあけび 全果に対する割合： 果肉20%、種子7% Portion of whole fruit： flesh 20%,
seeds 7%

07002 あけび　果皮　生 Akebia, peel, raw 試料： みつばあけび 全果に対する割合： 果皮70%、へた3% Portion of whole fruit： peel 70%,
calyx 3%

07003 アセロラ　酸味種　生 Acerola, sour type, raw 試料： 輸入冷凍品 廃棄部位： 果柄及び種子
Removed portion： peduncle and seed
Sample： imported frozen fruit
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新規 アセロラ　甘味種　生 Acerola, sweet type, raw 試料： 輸入冷凍品 廃棄部位： 果柄及び種子
Removed portion： peduncle and seed
Sample： imported frozen fruit

07004 アセロラ　生　10 %果汁入り飲料 Acerola, 10 % fruit juice beverage

07005 アテモヤ　生 Atemoya, raw 廃棄部位： 果皮及び種子 Removed portion： skin and seed

07006 アボカド　生 Avocados, raw 試料： 輸入品
別名： アボガド

廃棄部位： 果皮及び種子
Removed portion： skin and seed
Sample： imported product

07007 あんず　生 Apricots, raw 別名： アプリコット（あんず全体
にかかる別名）

廃棄部位： 核及び果柄
Removed portion： stone and
peduncle
Sample： imported product

07008 あんず　乾 Apricots, dried 試料： 輸入品 果皮及び核を除いたもの Without skin and stone

07009 あんず　缶詰 Apricots, canned in heavy syrup 試料: ヘビーシラップ漬、輸入
品

液汁を含んだもの (液汁40%)
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

With syrup (syrup portion： 40%)
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant
Sample： imported product

07010 あんず　ジャム　高糖度 Apricots, jam, heavily sweetened ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07011 あんず　ジャム　低糖度 Apricots, jam, lightly sweetened ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07012 いちご　生 Strawberries, raw 別名： オランダイチゴ 廃棄部位： へた及び果梗
Removed portion： calyx and
peduncle

07013 いちご　ジャム　高糖度 Strawberries, jam, heavily sweetened 別名： オランダイチゴ ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07014 いちご　ジャム　低糖度 Strawberries, jam, lightly sweetened 別名： オランダイチゴ ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

新規 いちご　乾 Strawberries, dried ドライフルーツ

07015 いちじく　生 Figs, raw 廃棄部位： 果皮及び果柄 Removed portion： skin and peduncle

07016 いちじく　乾 Figs, dried

07017 いちじく　缶詰 Figs, Canned in heavy syrup 試料： ヘビーシラップ漬
液汁を含んだもの (液汁40%)
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

With syrup (syrup portion： 40%)
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant
Sample： imported product

07019 うめ　生
Mume*, raw
[*Syn. Japanese apricot] 未熟果（青梅） 廃棄部位： 核

Unripe fruit
Removed portion： stone

07020 うめ　梅漬　塩漬
Mume*, salted pickles
[*Syn. Japanese apricot] 廃棄部位： 核 Removed portion： stone

07021 うめ　梅漬　調味漬
Mume*, pickles, seasoned
[*Syn. Japanese apricot] 廃棄部位： 核 Removed portion： stone

07022 うめ　梅干し　塩漬

Mume*, "Umemoboshi " (pickled and dried
mume), salted pickles
[*Syn. Japanese apricot]

廃棄部位： 核 Removed portion： stone

07023 うめ　梅干し　調味漬

Mume*, "Umemoboshi " (pickled and dried
mume),  seasoned pickles
[*Syn. Japanese apricot]

廃棄部位： 核 Removed portion： stone

07024 うめ　梅びしお

Mume*,"Umebishio " (sweetened puree of
pickled mume)
[*Syn. Japanese apricot]

07025 うめ　20 %果汁入り飲料
Mume*, 20 % fruit juice beverage
[*Syn. Japanese apricot]
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07037 オリーブ　塩漬け　グリーンオリーブ Olives, in brine, green 緑果の塩漬け
試料: びん詰

液汁を除いたもの
廃棄部位： 種子

Drained
Removed portion： seed
Sample： bottled product

07038 オリーブ　塩漬け　ブラックオリーブ Olives, in brine, ripe
熟果の塩漬け
別名： ライプオリーブ
試料： びん詰

液汁を除いたもの
廃棄部位： 種子

Drained
Removed portion： seed
Sample： bottled product

07039 オリーブ　塩漬け　スタッフドオリーブ Olives, in brine, stuffed olives 緑果にピメントを詰めた塩漬け
試料： びん詰

液汁を除いたもの
Pimento-stuffed green olives
Drained

07049 かき　甘がき　生
Japanese persimmon*, nonastringent, raw
[*Syn. Kaki] 廃棄部位： 果皮、種子及びへた

Removed portion： skin, seeds and
calyx

07050 かき　渋抜きがき　生
Japanese persimmon*, astringency removed,
raw 廃棄部位： 果皮、種子及びへた

Removed portion： skin, seeds and
calyx

07051 かき　干しがき
Japanese persimmon*, dried
[*Syn. Kaki] つるしがきを含む 廃棄部位： 種子及びへた Removed portion： seeds and calyx

07053 かりん　生 Chinese quinces, raw 廃棄部位： 果皮及び果しん部 Removed portion： peel and core

07018 （かんきつ類）　いよかん　砂じょう　生 Citrus fruit, "Iyo ", juice sacs 別名： いよ 廃棄部位： 果皮、じょうのう膜及び種子
Removed portion： peel, segment wall
and seeds

07026
（かんきつ類）　うんしゅうみかん　じょうのう　早
生　生

Satsuma mandarins, segments, early ripening
type, raw 廃棄部位： 果皮 Removed portion： peel

07027
（かんきつ類）　うんしゅうみかん　じょうのう　普
通　生

Satsuma mandarins, segments, normal ripening
type, raw 廃棄部位： 果皮 Removed portion： peel

07028
（かんきつ類）　うんしゅうみかん　砂じょう　早生
生

Satsuma mandarins, juice sacs, early ripening
type, raw 廃棄部位： 果皮及びじょうのう膜

Removed portion： peel and segment
wall

07029
（かんきつ類）　うんしゅうみかん　砂じょう　普通
生

Satsuma mandarins, juice sacs, normal ripening
type, raw 廃棄部位： 果皮及びじょうのう膜

Removed portion： peel and segment
wall

07030
（かんきつ類）　うんしゅうみかん　果実飲料　スト
レートジュース

Satsuma mandarins, straight fruit juice

07031
（かんきつ類）　うんしゅうみかん　果実飲料　濃
縮還元ジュース

Satsuma mandarins, reconstituted fruit juice

07032
（かんきつ類）　うんしゅうみかん　果実飲料　果
粒入りジュース

Satsuma mandarins, juice with juice sacs 果粒（砂じょう）20%を含む Containing 20% of juice sacs

07033
（かんきつ類）　うんしゅうみかん　果実飲料　50
%果汁入り飲料

Satsuma mandarins, 50 % fruit juice beverage

07034
（かんきつ類）　うんしゅうみかん　果実飲料　20
%果汁入り飲料

Satsuma mandarins, 20 % fruit juice beverage ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07035 （かんきつ類）　うんしゅうみかん　缶詰　果肉
Satsuma mandarins, canned in light syrup,
solids 試料： ライトシラップ漬 内容総量に対する果肉分： 60% Flesh portion of total content： 60%

07036 （かんきつ類）　うんしゅうみかん　缶詰　液汁
Satsuma mandarins, canned in light syrup,
liquid 試料： ライトシラップ漬 内容総量に対する液汁分： 40% Syrup portion of total content： 40%

07040
（かんきつ類）　オレンジ　ネーブル　砂じょう
生

Oranges, navel, juice sacs, raw 試料： 輸入品及び国産品
別名： ネーブルオレンジ

廃棄部位： 果皮、じょうのう膜及び種子

Removed portion： peel, segment wall
and seeds
Sample： imported product and
domestic product

07041
（かんきつ類）　オレンジ　バレンシア　米国産
砂じょう

Oranges, Valencia, imported from U.S.A., juice
sacs, raw

別名： バレンシアオレンジ
試料： 輸入品

廃棄部位： 果皮、じょうのう膜及び種子
Removed portion： peel, segment wall
and seeds
Sample： imported product

新規
（かんきつ類）　オレンジ　バレンシア　福原オレ
ンジ　砂じょう

Oranges, Valencia, Fukuhara-orange, juice sacs,
raw

別名： バレンシアオレンジ
試料： 国産品

廃棄部位： 果皮、じょうのう膜及び種子
Removed portion： peel, segment wall
and seeds
Sample： domestic product

07042 （かんきつ類）　オレンジ　バレンシア　果実飲料 Oranges, Valencia, straight fruit juice 別名： バレンシアオレンジ
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07043 （かんきつ類）　オレンジ　バレンシア　果実飲料 Oranges, Valencia, reconstituted fruit juice 別名： バレンシアオレンジ

07044 （かんきつ類）　オレンジ　バレンシア　果実飲料 Oranges, Valencia, 50 % fruit juice beverage 別名： バレンシアオレンジ

07045 （かんきつ類）　オレンジ　バレンシア　果実飲料 Oranges, Valencia, 30 % fruit juice beverage 別名： バレンシアオレンジ

07046
（かんきつ類）　オレンジ　バレンシア　マーマ
レード

Oranges, Valencia, marmalade, heavily
sweetened 別名： バレンシアオレンジ

07047
（かんきつ類）　オレンジ　バレンシア　マーマ
レード

Oranges, Valencia, marmalade, lightly
sweetened 別名： バレンシアオレンジ

07048 （かんきつ類）　オロブランコ　砂じょう　生 Oroblanco, juice sacs, raw 試料： 輸入品
別名： スイーティー

廃棄部位： 果皮、じょうのう膜及び種子
Removed portion： peel, segment wall
and seeds
Sample： imported product

07052 （かんきつ類）　かぼす　果汁　生 Citrus fruit, "Kabosu ", juice, fresh 全果に対する果汁分： 35% Juice portion of whole fruit： 35%

新規 （かんきつ類）　かわちばんかん　砂じょう　生 Citrus fruit, "Kawachi-bankan ", juice sacs, raw

新規 （かんきつ類）　きよみ　砂じょう　生 Citrus fruit, "Kiyomi ", juice sacs, raw

07056 （かんきつ類）　きんかん　全果　生 Kumquats, whole, raw 廃棄部位： 種子及びへた Removed portion： seeds and calyx

07062
（かんきつ類）　グレープフルーツ　白肉種　砂
じょう　生

Grapefruit, white flesh type, juice sacs, raw 試料： 輸入品 廃棄部位： 果皮、じょうのう膜及び種子
Removed portion： peel, segment wall
and seeds
Sample： imported product

新規
（かんきつ類）　グレープフルーツ　紅肉種　砂
じょう　生

Grapefruit, red flesh type,  juice sacs, raw 廃棄部位： 果皮、じょうのう膜及び種子
Removed portion： peel, segment wall
and seeds

07063
（かんきつ類）　グレープフルーツ　果実飲料
ストレートジュース

Grapefruit, straight fruit juice

07064
（かんきつ類）　グレープフルーツ　果実飲料
濃縮還元ジュース

Grapefruit, reconstituted fruit juice

07065
（かんきつ類）　グレープフルーツ　果実飲料
50 %果汁入り飲料

Grapefruit, 50 % fruit juice beverage

07066
（かんきつ類）　グレープフルーツ　果実飲料
20 %果汁入り飲料

Grapefruit, 20 % fruit juice beverage

07067 （かんきつ類）　グレープフルーツ　缶詰　缶詰 Grapefruit, canned in light syrup 試料： ライトシラップ漬 液汁を含んだもの (液汁40%) With syrup (syrup portion： 40%)

(07126～127）

07074 （かんきつ類）　さんぼうかん　砂じょう　生 Citrus fruit, "Sanbokan ", juice sacs, raw 廃棄部位： 果皮、じょうのう膜及び種子
Removed portion： peel, segment wall
and seeds

07075 （かんきつ類）　シークヮーサー　果汁　生 Citrus  fruit, "Shiikuwasha ", juice, fresh
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

全果に対する果汁分： 20% Juice portion of whole fruit： 20%

07076
（かんきつ類）　シークヮーサー　10 %果汁入り
飲料

Citrus  fruit, "Shiikuwasha ", 10 % fruit juice
beverage

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

新規 （かんきつ類）　しらぬひ　砂じょう　生 Citrus fruit, "Shiranuhi ", juice sacs, raw
別名： デコポン（全国糖酸度統
一基準を満たすもの）、しらぬ
い

(07048)

07078 （かんきつ類）　すだち　果皮　生 Citrus fruit, "Sudachi ", peel, raw 全果に対する果皮分： 30% Peel portion of whole fruit： 30%

07079 （かんきつ類）　すだち　果汁　生 Citrus fruit, "Sudachi ", juice, fresh 全果に対する果汁分： 25% Juice portion of whole fruit： 25%

新規 （かんきつ類）　せとか　砂じょう　生 Citrus fruit, "Setoka ", juice sacs, raw 廃棄部位：? Removed portion： ?

07085 （かんきつ類）　セミノール　砂じょう　生 Citrus fruit, Seminole, juice sacs, raw  品種 : セミノール等 廃棄部位： 果皮、じょうのう膜及び種子
Removed portion： peel, segment wall
and seeds

07083 （かんきつ類）　だいだい　果汁　生 Citrus fruit, sour oranges, juice, fresh 全果に対する果汁分： 30% Juice portion of whole fruit： 30%
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07084  （かんきつ類）　タンゴール　砂じょう　生 Tangors, juice sacs, raw  品種 : 清見、不知火(しらぬひ、
 市販通称名 ： デコポン)

*
 果皮、じょうのう膜及び種子

1)

07093 （かんきつ類）　なつみかん　砂じょう　生 Citrus fruit, "Natsudaidai ", juice sacs, raw
別名： なつだいだい
なつかん、あまなつみかんを含
む

廃棄部位： 果皮、じょうのう膜及び種子
Removed portion： peel, segment wall
and seeds

07094 （かんきつ類）　なつみかん　缶詰
Citrus fruit, "Natsudaidai ", canned in heavy
syrup

別名： なつだいだい
なつかん、あまなつみかんを含
む
試料： ヘビーシラップ漬

液汁を含んだもの (液汁45%) With syrup (syrup portion： 45%)

(07040）

07105 （かんきつ類）　はっさく　砂じょう　生 Citrus fruit, "Hassaku ", juice sacs, raw 廃棄部位： 果皮、じょうのう膜及び種子
Removed portion： peel, segment wall
and seeds

新規 （かんきつ類）　はるみ　砂じょう　生 Citrus fruit, "Harumi ", juice sacs, raw 廃棄部位：? Removed portion： ?

07112
（かんきつ類）　ひゅうがなつ　じょうのう及びア
ルベド　生

Citrus fruit, "Hyuga-natsu ", segments and
albedo, raw

別名： ニューサマーオレンジ、
小夏みかん

廃棄部位： 果皮、フラベド及び種子
Removed portion： peel, flavedo and
seeds

07113 （かんきつ類）　ひゅうがなつ　砂じょう　生 Citrus fruit, "Hyuga-natsu ", juice sacs, raw 別名： ニューサマーオレンジ、
小夏みかん

廃棄部位： 果皮、フラベド、アルベド、じょう
のう膜及び種子

Removed portion： peel, flavedo,
albedo, segment wall and seeds

07126 （かんきつ類）　ぶんたん　砂じょう　生 Pummelo, juice sacs, raw 別名： ざぼん、ぼんたん 廃棄部位： 果皮、じょうのう膜及び種子
Removed portion： peel, segment wall
and seeds

07127 （かんきつ類）　ぶんたん　ざぼん漬 Pummelo, candied peel 別名： ざぼん、ぼんたん

07129 （かんきつ類）　ぽんかん　砂じょう　生 Ponkan mandarin, juice sacs, raw 廃棄部位： 果皮、じょうのう膜及び種子
Removed portion： peel, segment wall
and seeds

07142 （かんきつ類）　ゆず　果皮　生 Citrus fruit, "Yuzu ", peel, raw 全果に対する果皮分： 40% Peel portion of whole fruit： 40%

07143 （かんきつ類）　ゆず　果汁　生 Citrus fruit, "Yuzu ", juice, fresh 全果に対する果汁分： 25% Juice portion of whole fruit： 25%

07145 （かんきつ類）　ライム　果汁　生 Limes, juice, fresh 試料： 輸入品 全果に対する果汁分： 35% 
Juice portion of whole fruit： 35%
Sample： imported product

07155 （かんきつ類）　レモン　全果　生 Lemons, whole, raw 試料： 輸入品及び国産品 廃棄部位： 種子及びへた
Removed portion： seeds and calyx
Sample： imported product and
domestic product

07156 （かんきつ類）　レモン　果汁　生 Lemons, juice, fresh 全果に対する果汁分： 30% Juice portion of whole fruit： 30%

07054 キウイフルーツ　綠肉種　生 Kiwifruit, green flesh type, raw 試料： 輸入品を含む
別名： キウイ

廃棄部位： 果皮及び両端
Removed portion： rind and ends
Sample： imported product and
domestic product

新規 キウイフルーツ　黄肉種　生 Kiwifruit, gold flesh type, raw 試料： 輸入品?
別名： ゴールデンキウイ

廃棄部位： 果皮及び両端
Removed portion： rind and ends
Sample： imported product?

07055 キワノ　生 Kiwano, raw 試料： 輸入品
別名： キワノフルーツ

廃棄部位： 果皮
Removed portion： rind
Sample： imported product

07057 グァバ　赤肉種　生 Guava, red flesh type, raw

別名： グアバ、ばんじろう、ばん
ざくろ
 国産品を含む（試料はすべて
国産のため削除）

廃棄部位： 果皮及び種子
Removed portion： skin and seeds
Sample： imported product and
domestic product

新規 グァバ　白肉種　生 Guava, white flesh type, raw 別名： グアバ、ばんじろう、ばん
ざくろ

廃棄部位： 果皮及び種子

07058 グァバ　果実飲料　20 %果汁入り飲料(ネクター）
Guava, fruit juice, 20 % fruit juice beverage
(nectar)

別名： グアバ、ばんじろう、ばん
ざくろ

果肉（ピューレー）分： 20%
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

Flesh (puree) portion： 20%
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07059 グァバ　果実飲料　10 %果汁入り飲料 Guava, fruit juices, 10 % fruit juice beverage 別名： グアバ、ばんじろう、ばん
ざくろ

ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

07060 グーズベリー　生 Gooseberries, raw 別名： グズベリー、西洋すぐり、
まるすぐり、おおすぐり

廃棄部位： 両端 Removed portion： ends

07061 ぐみ　生 Oleasters, raw 廃棄部位： 種子及び果柄 Removed portion： seed and peduncle

07068 　（欠番） Unused code number
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07157 ココナッツ　ココナッツウォーター Coconut, coconut water 試料： 輸入品 全果に対する割合： 20%
Juice portion of whole fruit： 20%
Sample： imported product

07158 ココナッツ　ココナッツミルク Coconut, coconut milk 試料： 輸入品、缶詰 Sample： imported canned product

新規 ココナッツ　ナタデココ Coconut, Nata de coco
(05016)

07070 さくらんぼ　国産　生 Sweet cherries, domestic, raw 別名： おうとう、スイートチェリー 廃棄部位： 種子及び果柄
Removed portion： stone and
peduncle

07071 さくらんぼ　米国産　生 Sweet cherries, imported from U.S.A., raw 別名： おうとう、スイートチェリー 廃棄部位： 種子及び果柄
Removed portion： stone and
peduncle

07072 さくらんぼ　米国産　缶詰 Sweet cherries, canned in heavy syrup 別名： おうとう、スイートチェリー
試料： ヘビーシラップ漬

液汁を除いたもの
内容総量に対する果肉分： 50%
廃棄部位： 種子及び果柄
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

Drained
Flesh portion of total content： 50%
Removed portion： stone and
peduncle
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07073 ざくろ　生 Pomegranates, raw 廃棄部位： 皮及び種子
廃棄率： 輸入品（大果）の場合60%

Removed portion： rind and seeds
Waste ratio： 60% for imported big
fruit type

07077 すいか　赤肉種　生 Watermelon, red flesh type, raw 廃棄部位： 果皮及び種子
廃棄率： 小玉種の場合50%

Removed portion： rind and seeds
Waste ratio： 50% for small type fruit

新規 すいか　黄肉腫　生 Watermelon, yellow flesh type, raw 廃棄部位： 果皮及び種子
廃棄率： 小玉種の場合50%

Removed portion： rind and seeds
Waste ratio： 50% for small type fruit

07069 スターフルーツ　生 Carambola, raw 別名： ごれんし
試料： 輸入品

廃棄部位： 種子及びへた
Removed portion： seeds and
peduncle

07080 (すもも類）　にほんすもも　生 Plums, Japanese plums, raw 別名： すもも、はたんきょう、プ
ラム

廃棄部位： 核 Removed portion： stone

07081 (すもも類）　プルーン　生 Plums, European plums, raw 別名： ヨーロッパすもも 廃棄部位： 核及び果柄
Removed portion： stone and
peduncle

07082 (すもも類）　プルーン　乾 Plums, European plums, dried 別名： ヨーロッパすもも
試料： 輸入品

廃棄率： 核付きの場合20%
Waste ratio： 20% for product with
stone
Sample： imported product

07086 チェリモヤ　生 Cherimoya, raw 試料： 輸入品 廃棄部位： 果皮、種子及びへた
Removed portion： skin, seeds and
calyx

07111 ドラゴンフルーツ　生 Pitaya, raw 別名： ピタヤ
試料： レッドピタヤ、輸入品

廃棄部位： 果皮
Removed portion： skin
Sample： red type

07087 ドリアン　生 Durian, raw 試料： 果皮を除いた輸入冷凍
品

廃棄部位： 種子
Removed portion： seeds
Sample： imported frozen fruit
without skin

07088 (なし類）　日本なし　生
Pears, sand pears*, raw
[Syn. Nashi pears] 廃棄部位： 果皮及び果しん部 Removed portion： skin and core

07089 (なし類）　日本なし　缶詰
Pears, sand pears*, canned in heavy syrup
[*Syn. Nashi pears] 試料： ヘビーシラップ漬

液汁を含んだもの (液汁40%)
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

With syrup (syrup portion： 40%)
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07090 (なし類）　中国なし　生 Pears, Chinese white pears, raw 廃棄部位： 果皮及び果しん部 Removed portion： skin and core

07091 (なし類）　西洋なし　生 Pears, European pears, raw 別名： 洋なし 廃棄部位： 果皮及び果しん部 Removed portion： skin and core

07092 (なし類）　西洋なし　缶詰 Pears, European pears, canned in heavy syrup 別名： 洋なし
試料： ヘビーシラップ漬

液汁を含んだもの (液汁40%)
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

With syrup (syrup portion： 40%)
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07095 なつめ　乾 Jujube, dried 試料： 輸入品 廃棄部位： 核
Removed portion： stone
Sample： imported product
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07096 なつめやし　乾 Dates, dried 試料： 輸入品
別名： デーツ

廃棄部位： へた及び核
Removed portion： calyx and stone
Sample： imported product

(07140）

07097 パインアップル　生 Pineapple, raw 別名： パイナップル
試料： 輸入品及び国産品

廃棄部位： はく皮及び果しん部

07098 パインアップル　果実飲料　ストレートジュース Pineapple, straight fruit juice 別名： パイナップル

07099 パインアップル　果実飲料　濃縮還元ジュース Pineapple, reconstituted fruit juice 別名： パイナップル

07100 パインアップル　果実飲料　50 %果汁入り飲料 Pineapple, 50 % fruit juice beverage 別名： パイナップル ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07101 パインアップル　果実飲料　10 %果汁入り飲料 Pineapple, 10 % fruit juice beverage 別名： パイナップル ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07102 パインアップル　缶詰 Pineapple, canned in heavy syrup 別名： パイナップル
試料： ヘビーシラップ漬

液汁を含んだもの (液汁37%) With syrup (syrup portion： 37%)

07103 パインアップル　砂糖漬 Pineapple, candied
07104 ハスカップ　生 Blue-berried honeysuckle, raw 別名： くろみのうぐいすかぐら 果実全体 Whole fruit

07106 パッションフルーツ　果汁　生 Passion fruit, juice, fresh 別名： くだものとけいそう 全果に対する果汁分： 30% Juice portion of whole fruit： 30%

07107 バナナ　生 Bananas, raw 試料： 輸入品及び国産品 廃棄部位： 果皮及び果柄
Removed portion： skin and peduncle
Sample： imported product and
domestic product

07108 バナナ　乾 Bananas, dried 試料： 輸入品 Sample： imported product

07109 パパイア　完熟　生 Papaya, ripe, raw 別名 : パパイヤ
試料 : 輸入品及び国産品

廃棄部位： 果皮及び種子
Removed portion： skin and seeds
Sample： imported product and
domestic product

07110 パパイア　未熟　生 Papaya, unripe, raw 別名： パパイヤ 廃棄部位： 果皮及び種子 Removed portion： skin and seeds

07114 びわ　生 Loquats, raw 廃棄部位： 果皮及び種子 Removed portion： skin and seeds

07115 びわ　缶詰 Loquats, Raw, canned in heavy syrup 試料： ヘビーシラップ漬
液汁を含んだもの (液汁45%)
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

With syrup (syrup portion： 45%)
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07116 ぶどう　生 Grapes, raw 廃棄部位： 果皮及び種子
廃棄率： 大粒種の場合20%

Removed portion： skin and seeds
Waste ratio： 20% for imported large
fruit type

07117 ぶどう　干しぶどう Grapes, raisins 別名： レーズン

07118 ぶどう　果実飲料　ストレートジュース Grapes, straight fruit juice

07119 ぶどう　果実飲料　濃縮還元ジュース Grapes, reconstituted fruit juice

07120 ぶどう　果実飲料　70 %果汁入り飲料 Grapes, 70 % fruit juice beverage ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07121 ぶどう　果実飲料　10 %果汁入り飲料 Grapes, 10 % fruit juice beverage ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07122 ぶどう　缶詰 Grapes, canned in heavy syrup 試料： ヘビーシラップ漬 液汁を含んだもの (液汁37%) With syrup (syrup portion： 37%)

07123 ぶどう　ジャム Grapes, jam ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07124 ブルーベリー　生 Blueberries, raw 試料： ハイブッシュブルーベ
リー

果実全体
Whole fruit
Sample： high-bush blueberry

07125 ブルーベリー　ジャム Blueberries, jam 試料： ハイブッシュブルーベ
リー

Sample： high-bush blueberry

新規 ブルーベリー　乾 Blueberries, dried ドライフルーツ

(07081～082）

38／92



食品番号 食品名(全体） 英名 (食品名、エクセルファイルのみに掲載）
別名、食品の説明、試料の説
明等

その他の備考 備考の英訳

07128 ホワイトサポテ　生 White sapote, raw 試料： 輸入品 廃棄部位： 果皮及び種子
Removed portion： peel and seeds
Sample： imported product

07130 まくわうり　黄肉種　生 Oriental melon, yellow flesh type, raw  黄肉種 廃棄部位： 果皮及び種子 Removed portion： rind and seeds

新規 まくわうり　白肉種　生 Oriental melon, white flesh type, raw 廃棄部位： 果皮及び種子 Removed portion： rind and seeds

07131 マルメロ　生 Common quinces, raw 廃棄部位： 果皮及び果しん Removed portion： skin and core

07132 マンゴー　生 Mangoes, raw 試料： 輸入品 廃棄部位： 果皮及び種子 Removed portion： skin and seeds

07133 マンゴスチン　生 Mangosteen, raw 試料： 輸入冷凍品 廃棄部位： 果皮及び種子
Removed portion： skin and seeds
Sample： imported frozen fruit

(07026～036)

07134 メロン　温室メロン　生 Muskmelon, greenhouse culture, raw 試料： アールス系（緑肉種） 廃棄部位： 果皮及び種子
Removed portion： rind and seeds
Sample： earls type

07135 メロン　露地メロン　緑肉種　生 Muskmelon, open culture, green flesh type, raw  白肉種 廃棄部位： 果皮及び種子 Removed portion： rind and seeds

新規 メロン　露地メロン　赤肉種　生
Muskmelon, open culture, orange flesh type,
raw 廃棄部位： 果皮及び種子 Removed portion： rind and seeds

07136 (もも類）　もも　生 Peaches, raw 別名： 毛桃
試料 ： 白肉種

廃棄部位： 果皮及び核
Removed portion： skin and stone
Sample： white flesh type

07137 (もも類）　もも　30 %果汁入り飲料(ネクター） Peaches, 30 % fruit juice beverage (nectar) 別名： 毛桃
果肉（ピューレー）分： 30%
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

Flesh (puree) portion： 30%
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07138 (もも類）　もも　缶詰　白肉種　果肉
Peaches, white flesh type, canned in heavy
syrup, solids

別名： 毛桃
試料 ： ヘビーシラップ漬

内容総量に対する果肉分： 60%
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

Flesh portion of total content： 60%
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

新規 (もも類）　もも　缶詰　黄肉種　果肉
Peaches, yellow flesh type, canned in heavy
syrup, solids 別名： 毛桃

内容総量に対する果肉分： 60%
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

Flesh portion of total content： 60%
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07139 (もも類）　もも　缶詰　液汁 Peaches, canned in heavy syrup, liquid 別名： 毛桃
内容総量に対する液汁分： 40%
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

Syrup portion of total content： 40%
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07140 (もも類）　ネクタリン　生 Nectarines, raw 別名： 油桃 廃棄部位： 果皮及び核 Removed portion： skin and stone

07141 やまもも　生 Red bayberries, raw 試料： 栽培品 廃棄部位： 種子
Removed portion： stone
Sample： cultivated fruit

07144 ライチー　生
Lychees*, raw
[*Syn. Litchi]

試料： 輸入冷凍品
別名： れいし

廃棄部位： 果皮及び種子
Removed portion： peel and stone
Sample： imported frozen fruit

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

果実全体 Whole fruit

07147 りゅうがん　乾 Longans, dried 試料： 輸入品 廃棄部位： 果皮及び種子 Removed portion： skin and seeds

07148 りんご　皮むき　生 Apples, without skin, raw 廃棄部位： 果皮及び果しん部 Removed portion： skin and core

新規 りんご　皮つき　生 Apples, with skin, raw

07149 りんご　果実飲料　ストレートジュース Apples, straight fruit juice

07150 りんご　果実飲料　濃縮還元ジュース Apples, reconstituted fruit juice

07151 りんご　果実飲料　50 %果汁入り飲料 Apples, 50 % fruit juice beverage ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07152 りんご　果実飲料　30 %果汁入り飲料 Apples, 30 % fruit juice beverage ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant
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07153 りんご　缶詰 Apples, canned in heavy syrup 試料： ヘビーシラップ漬
液汁を含んだもの (液汁50%)
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

With syrup (syrup portion： 50%)
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

07154 りんご　ジャム Apples, jam ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

８ きのこ類 8. Mushrooms

08001 えのきたけ　生
Mushrooms, winter mushrooms*, raw
[*Syn. Enokitake, Enoki]

別名： なめたけ
試料： 栽培品

廃棄部位： 柄の基部（いしづき）
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

08002 えのきたけ　ゆで
Mushrooms, winter mushrooms*, boiled
[*Syn. Enokitake, Enoki] 別名： なめたけ

柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値

Without stalk base
Energy： tentative value

新規 えのきたけ　油いため
Mushrooms, winter mushrooms*, sauteed
[*Syn. Enokitake, Enoki] 別名： なめたけ

柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値

Without stalk base
Energy： tentative value

08003 えのきたけ　味付け瓶詰

Mushrooms, winter mushrooms*, bottled in
seasoning
[*Syn. Enokitake, Enoki]

別名： なめたけ
液汁を除いたもの
エネルギー： 暫定値
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

Drained
Energy： tentative value
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

08004 (きくらげ類）　あらげきくらげ　乾
Mushrooms, tree ears, hairy Jew's ear, dried,
raw 試料： 輸入栽培品 エネルギー： 暫定値

Energy： tentative value
Sample： imported cultured product

08005 (きくらげ類）　あらげきくらげ　ゆで
Mushrooms, tree ears, hairy Jew's ear, dried,
boiled エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

新規 (きくらげ類）　あらげきくらげ　油いため
Mushrooms, tree ears, hairy Jew's ear, dried,
rehydrated and sauteed 水戻し後、油いため エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

08006 (きくらげ類）　きくらげ　乾 Mushrooms, tree ears, Jew's ear, dried, raw 試料： 輸入栽培品 エネルギー： 暫定値
Energy： tentative value
Sample： imported cultured product

08007 (きくらげ類）　きくらげ　ゆで Mushrooms, tree ears, Jew's ear, dried, boiled エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

08008 (きくらげ類）　しろきくらげ　乾
Mushrooms, tree ears, white jelly fungus, dried,
raw 試料： 輸入栽培品 エネルギー： 暫定値

Energy： tentative value
Sample： imported cultured product

08009 (きくらげ類）　しろきくらげ　ゆで
Mushrooms, tree ears, white jelly fungus, dried,
boiled エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

08010 くろあわびたけ　生 Mushrooms, abalone mushrooms, raw 試料： 栽培品
廃棄部位： 柄の基部（いしづき）
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

08011 しいたけ　生しいたけ　菌床栽培　生
Mushrooms, "Shiitake ", bed-log cultivation,
fresh, raw 試料： 栽培品

廃棄部位： 柄全体
廃棄率： 柄の基部（いしづき）のみを除い
た場合○%
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk
Waste ratio： ○% for removal of only
stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

08012 しいたけ　生しいたけ　菌床栽培　ゆで
Mushrooms, "Shiitake ", bed-log cultivation,
fresh, boiled

柄全体を除いた傘のみ
エネルギー： 暫定値

Without stalk
Energy： tentative value

新規 しいたけ　生しいたけ　菌床栽培　油いため
Mushrooms, "Shiitake ", bed-log cultivation,
fresh, sauteed

柄全体を除いた傘のみ
エネルギー： 暫定値
植物油（○○油）： ○ g

Without stalk
Energy： tentative value
Including ○ g of vegetable oil, blend

新規 しいたけ　生しいたけ　原木栽培　生
Mushrooms, "Shiitake ", wood-log cultivation,
fresh, raw 試料： 栽培品

廃棄部位： 柄全体
廃棄率： 柄の基部（いしづき）のみを除い
た場合○%
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk
Waste ratio： ○% for removal of only
stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

新規 しいたけ　生しいたけ　原木栽培　ゆで
Mushrooms, "Shiitake ", wood-log cultivation,
fresh, boiled

柄全体を除いた傘のみ
エネルギー： 暫定値

Without stalk
Energy： tentative value
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新規 しいたけ　生しいたけ　原木栽培　油いため
Mushrooms, "Shiitake ", wood-log cultivation,
fresh, sauteed

柄全体を除いた傘のみ
エネルギー： 暫定値
植物油（○○油）： ○g

Without stalk
Energy： tentative value
Including ○g of vegetable oil, blend

08013 しいたけ　乾しいたけ　乾 Mushrooms, "Shiitake ",  dried, raw どんこ、こうしんを含む
試料： 栽培品

廃棄部位： 柄全体
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk
Energy： tentative value
Sample： cultured product

08014 しいたけ　乾しいたけ　ゆで Mushrooms, "Shiitake ", dried, boiled どんこ、こうしんを含む
柄全体を除いた傘のみ
エネルギー： 暫定値

Without stalk
Energy： tentative value

08015 (しめじ類）　はたけしめじ　生 Mushrooms, Hatakeshimeji ", raw 試料： 栽培品
廃棄部位： 柄の基部（いしづき）
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

新規 (しめじ類）　はたけしめじ　ゆで Mushrooms, "Hatakeshimeji ", boiled 柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値

Without stalk base
Energy： tentative value

08016 (しめじ類）　ぶなしめじ　生 Mushrooms, beech mushrooms, raw 試料： 栽培品
廃棄部位： 柄の基部（いしづき）
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

08017 (しめじ類）　ぶなしめじ　ゆで Mushrooms, beech mushrooms, boiled 柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値

Without stalk base
Energy： tentative value

新規 (しめじ類）　ぶなしめじ　油いため Mushrooms, beech mushrooms, sauteed
柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値
植物油（○○油）： ○ g

Without stalk base
Energy： tentative value
Including ○ g of vegetable oil, blend

08018 (しめじ類）　ほんしめじ　生 Mushrooms, "Honshimeji" , raw 別名： だいこくしめじ
廃棄部位： 柄の基部（いしづき）
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk base
Energy： tentative value

新規 (しめじ類）　ほんしめじ　ゆで Mushrooms, "Honshimeji" , boiled 柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値

Without stalk base
Energy： tentative value

08019 たもぎたけ　生 Mushrooms, golden oyster mushrooms, raw 別名： にれたけ、たもきのこ
試料： 栽培品

廃棄部位： 柄の基部（いしづき）
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

08020 なめこ　生 Mushrooms, "Nameko ", raw 試料： 栽培品
柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値

Without stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

08021 なめこ　ゆで Mushrooms, "Nameko ", boiled
液汁を含んだもの
柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値

With liquid
Without stalk base
Energy： tentative value

08022 なめこ　水煮缶詰 Mushrooms, "Nameko ", canned in brine
液汁を除いたもの
エネルギー： 暫定値
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

Drained
Energy： tentative value
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

08023 ぬめりすぎたけ　生 Mushrooms, "Numerisugitake ", raw 試料： 栽培品
廃棄部位： 柄の基部（いしづき）
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

08024 (ひらたけ類）　うすひらたけ　生 Mushrooms, phoenix  mushrooms, raw 試料： 栽培品
廃棄部位： 柄の基部（いしづき）
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

08025 (ひらたけ類）　エリンギ　生 Mushrooms, king oyster mushrooms, raw 試料： 栽培品
廃棄部位： 柄の基部（いしづき）
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

新規 (ひらたけ類）　エリンギ　ゆで Mushrooms, king oyster mushrooms, boiled 柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値

Without stalk base
Energy： tentative value

新規 (ひらたけ類）　エリンギ　焼き Mushrooms, king oyster mushrooms, baked 柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値

Without stalk base
Energy： tentative value
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新規 (ひらたけ類）　エリンギ　油いため Mushrooms, king oyster mushrooms, sauteed
柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値
植物油（○○油）： ○ g

Without stalk base
Energy： tentative value
Including ○ g of vegetable oil, blend

08026 (ひらたけ類）　ひらたけ　生 Mushrooms, oyster mushrooms, raw 別名： かんたけ
試料： 栽培品

廃棄部位： 柄の基部（いしづき）
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

08027 (ひらたけ類）　ひらたけ　ゆで Mushrooms, oyster mushrooms, boiled 別名： かんたけ
柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値

Without stalk base
Energy： tentative value

08028 まいたけ　生 Mushrooms, "Maitake ", raw 試料： 栽培品
廃棄部位： 柄の基部（いしづき）
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

08029 まいたけ　ゆで Mushrooms, "Maitake ", boiled 柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値

Without stalk base
Energy： tentative value

新規 まいたけ　油いため Mushrooms, "Maitake ", sauteed
柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値
植物油（○○油）： ○ g

Without stalk base
Energy： tentative value
Including ○ g of vegetable oil, blend

08030 まいたけ　乾 Mushrooms, "Maitake ", dried, raw 柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値

Without stalk base
Energy： tentative value

08031 マッシュルーム　生 Mushrooms, button  mushrooms, fresh, raw 試料： 栽培品
廃棄部位： 柄の基部（いしづき）
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

08032 マッシュルーム　ゆで Mushrooms, button  mushrooms, fresh, boiled 柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値

Without stalk base
Energy： tentative value

新規 マッシュルーム　油いため Mushrooms, button  mushrooms, fresh, sauteed
柄の基部（いしづき）を除いたもの
エネルギー： 暫定値
植物油（○○油）： ○ g

Without stalk base
Energy： tentative value
Including ○ g of vegetable oil, blend

08033 マッシュルーム　水煮缶詰
Mushrooms, button  mushrooms, canned in
brine, solids

液汁を除いたもの
エネルギー： 暫定値
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

Drained
Energy： tentative value
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

08034 まつたけ　生 Mushrooms, "Matsutake ", raw 試料： 輸入品を含む
廃棄部位： 柄の基部（いしづき）
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk base
Energy： tentative value
Sample： including imported product

08035 まつたけ　水煮缶詰 Mushrooms, "Matsutake ", canned in water
液汁を除いたもの
エネルギー： 暫定値
ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

Drained
Energy： tentative value
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

08036 やなぎまつたけ　生 Mushrooms, black poplar mushrooms, raw 試料： 栽培品
廃棄部位： 柄の基部（いしづき）
エネルギー： 暫定値

Removed portion： stalk base
Energy： tentative value
Sample： cultured product

９ 藻類 9. Algae

09001 あおさ　素干し Algae, Sea lettuce, dried エネルギー： 暫定値

09002 あおのり　素干し Algae, green laver, dried エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09003 あまのり　ほしのり Algae, purple laver, dried すき干ししたもの
別名： のり

エネルギー： 暫定値
Made into sheets and dried
Energy： tentative value

09004 あまのり　焼きのり Algae, purple laver, dried, toasted 別名： のり エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09005 あまのり　味付けのり Algae, purple laver, dried, seasoned and toasted 別名： のり エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09006 あらめ　蒸し干し Algae, "Arame ", steamed and dried エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09007 いわのり　素干し Algae, "Iwa-nori ", dried すき干ししたもの エネルギー： 暫定値
Made into sheets and dried
Energy： tentative value
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09012 うみぶどう　生 Algae, Green caviar, raw 別名： くびれずた(和名）、くび
れづた

エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09008 えごのり　素干し Algae, "Ego-nori ", dried エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09009 えごのり　おきうと Algae, "Ego-nori ", "Okyuto " (algae jelly cake) 別名： おきゅうと エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

(09009) エネルギー： 暫定値 Energy : tentative value

09010 おごのり　塩蔵　塩抜き Algae, "Ogo-nori ", salted products, desalted エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09011 かわのり　素干し Algae, "Kawa-nori ", dried すき干ししたもの エネルギー： 暫定値
Made into sheets and dried
Energy： tentative value

(09027～028） エネルギー： 暫定値

09013 (こんぶ類）　えながおにこんぶ　素干し Algae, kombu, "Enaga-oni-kombu ", dried 別名： らうすこんぶ、おにこん
ぶ(和名）

エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09014 (こんぶ類）　がごめこんぶ　素干し Algae, kombu, "Gagome-kombu ", dried 別名： がごめ(和名） エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09015 (こんぶ類）　ながこんぶ　素干し Algae, kombu, "Naga-kombu ", dried エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09016 (こんぶ類）　ほそめこんぶ　素干し Algae, kombu, "Hosome-kombu ", dried エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09017 (こんぶ類）　まこんぶ　素干し Algae, kombu, "Ma-kombu ", dried エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09018 (こんぶ類）　みついしこんぶ　素干し Algae, kombu, "Mitsuishi-kombu ", dried 別名： 日高こんぶ エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09019 (こんぶ類）　りしりこんぶ　素干し Algae, kombu, "Rishiri-kombu ", dried エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09020 (こんぶ類）　刻み昆布
Algae, kombu, "Kizami-kombu " (dried and cut
into thin strips) エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09021 (こんぶ類）　削り昆布
Algae, kombu, "Kezuri-kombu " (dried and
thinly shaved)

別名： おぼろこんぶ、とろろこ
んぶ

エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09022 (こんぶ類）　塩昆布
Algae, kombu, "Shio-kombu "  (seasoned and
dried) エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09023 (こんぶ類）　つくだ煮
Algae, kombu, "Tsukudani " (simmered in soy
sauce and sugar) 試料： ごま入り エネルギー： 暫定値

Energy： tentative value
Sample： with sesame seeds

09024 すいぜんじのり　素干し　水戻し Algae, "Suizenji-nori ", dried, soaked in water エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09025 てんぐさ　素干し Algae, "Tengusa ", dried 別名： まくさ(和名） エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09026 てんぐさ　ところてん
Algae, "Tengusa ", "Tokoroten " (Gelidium
jelly) 別名 ： まくさ(和名） エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09027 てんぐさ　角寒天 Algae, "Tengusa ", agar-agar 別名： まくさ(和名）、棒寒天
細寒天（糸寒天）を含む

エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09028 てんぐさ　寒天 Algae, "Tengusa ", agar jelly 別名： まくさ(和名）
角寒天をゼリー状にしたもの

角寒天2.2 g使用

エネルギー： 暫定値
Containing agar-agar 2.2 g
Energy： tentative value

新規 てんぐさ　粉寒天 Algae, "Tengusa ", agar-agar powder 別名： まくさ(和名） エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09029 とさかのり　赤とさか　塩蔵　塩抜き
Algae, "Tosaka-nori ", red, salted products,
desalted エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09030 とさかのり　青とさか　塩蔵　塩抜き
Algae, "Tosaka-nori ", green, salted products,
desalted 石灰処理したもの エネルギー： 暫定値

Lime-treated product
Energy： tentative value

(09026) エネルギー： 暫定値

(09003～005） エネルギー： 暫定値

(09033) エネルギー： 暫定値

09031 ひじき　ほしひじき　乾 Algae, "Hijiki ", boiled and dried, raw 煮熟後乾燥したもの エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

新規 ひじき　ほしひじき　ゆで Algae, "Hijiki ", boiled and dried, boiled エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

新規 ひじき　ほしひじき　油いため
Algae, "Hijiki ", boiled and dried, rehydrated
and sauteed 水もどし後、油いため エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value
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09032 ひとえぐさ　素干し Algae, "Hitoegusa ", dried すき干ししたもの エネルギー： 暫定値
Made into sheets and dried
Energy： tentative value

09033 ひとえぐさ　つくだ煮
Algae, "Hitoegusa ", "Tsukudani " (simmered in
soy sauce and sugar) 別名： のりのつくだ煮 エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09034 ふのり　素干し Algae, "Fu-nori ", dried 別名： のげのり エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09035 まつも　素干し Algae, "Matsumo ", dried すき干ししたもの エネルギー： 暫定値
Made into sheets and dried
Energy： tentative value

09036 むかでのり　塩蔵　塩抜き Algae, "Mukade-nori ", salted products, desalted 石灰処理したもの エネルギー： 暫定値
Lime-treated product
Energy： tentative value

09037 (もずく類）　おきなわもずく　塩蔵　塩抜き
Algae, "Okinawa-mozuku ", salted products,
desalted エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09038 (もずく類）　もずく　塩蔵　塩抜き Algae, "Mozuku ", salted products, desalted エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09039 わかめ　原藻　生 Algae, "Wakame ", raw
基部を除いたもの
廃棄部位： 茎、中肋及びめかぶ
エネルギー： 暫定値

Without base
Removed portion： stipe, center vein
and fruit-bearing leaves
Energy： tentative value

09040 わかめ　乾燥わかめ　素干し Algae, "Wakame ", dried エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09041 わかめ　乾燥わかめ　素干し　水戻し Algae, "Wakame ", dried, soaked in water エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09042 わかめ　乾燥わかめ　板わかめ
Algae, "Wakame ", dried, "Ita-wakame " (made
into sheets and dried) エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09043 わかめ　乾燥わかめ　灰干し　水戻し
Algae, "Wakame ", "Haiboshi " (coated with ash
and dried), soaked in water エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09044 わかめ　カットわかめ Algae, "Wakame ", cut and dried エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09045 わかめ　湯通し塩蔵わかめ　塩抜き
Algae,  "Wakame ", blanched and salted
products, desalted 別名： 生わかめ エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09046 わかめ　くきわかめ　湯通し塩蔵　塩抜き
Algae, "Wakame ", stipe and center vein,
blanched and salted products, desalted エネルギー： 暫定値 Energy： tentative value

09047 わかめ　めかぶわかめ　生 Algae, "Wakame ", fruit-bearing leaves, raw 試料： 冷凍品
別名： めかぶ

エネルギー： 暫定値
Energy： tentative value
Sample： frozen product

１０ 魚介類

<Fishes>

10001 ＜魚類＞あいなめ　生 Fish, fat greenling, raw 別名： あぶらめ、あぶらこ
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion：　head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10002 ＜魚類＞あこうだい　生 Fish, Matsubara's red rockfish, raw
切り身
（魚体全体から調理する場合、廃棄率：

60%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等）

Sliced fish
（For whole fish, waste ratio： 60%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. ）

10003 ＜魚類＞(あじ類)　まあじ　生
Fish, horse mackerel, Japanese Jack mackerel＊,
raw
[*Syn. horse mackerel]

別名： あじ
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion：　head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

新規 ＜魚類＞（あじ類)　まあじ　刺身

Fish, horse mackerel, Japanese Jack mackerel*,
sashimi
[*Syn. horse mackerel]

別名： あじ 廃棄部位： ○○ Removed portion：　○○

10004 ＜魚類＞(あじ類)　まあじ　水煮
Fish, horse mackerel, Japanese Jack mackerel＊,
boiled
[*Syn. horse mackerel]

別名： あじ
内臓等を除き水煮したもの
廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Boiled after removing viscera, etc.
Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10005 ＜魚類＞(あじ類)　まあじ　焼き
Fish, horse mackerel, Japanese Jack mackerel＊,
baked
 [Syn. horse mackerel]

別名： あじ
内臓等を除き焼いたもの
廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Baked after removing viscera, etc.
Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10 Fish, mollusks and crustacean
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新規 ＜魚類＞(あじ類)　まあじ　フライ

Fish, horse mackerel, Japanese Jack mackerel*,
breaded and fried
[*Syn. horse mackerel]

別名： あじ

10006 ＜魚類＞(あじ類)　まあじ　開き干し　生
Fish, horse mackerel, Japanese Jack mackerel＊,
"Hirakiboshi" (salted and semi-dried split), raw
[*Syn. horse mackerel]

別名： あじ 廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等
Removed portion：　head, bones, fins,
etc.

10007 ＜魚類＞(あじ類)　まあじ　開き干し　焼き
Fish, horse mackerel, Japanese Jack mackerel＊,
"Hirakiboshi"  (salted and semi-dried split),
baked

別名： あじ 廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等
Removed portion：　head, bones, fins,
etc.

新規 ＜魚類＞(あじ類)　まあじ　小型　骨付き　生

Fish, horse mackerel, Japanese Jack mackerel*,
small fish, with bone, raw
[*Syn. horse mackerel]

別名： あじ 廃棄部位： ○○ Removed portion： ○○

新規
＜魚類＞(あじ類)　まあじ　小型　骨付き　素揚
げ

Fish, horse mackerel, Japanese Jack mackerel*,
small fish, with bone, fried
[*Syn. horse mackerel]

別名： あじ 廃棄部位： ○○ Removed portion： ○○

新規 ＜魚類＞あじ類)　まるあじ　生 Fish, horse mackerel, blue mackerel, raw 廃棄部位： ○○ Removed portion： ○○

新規 ＜魚類＞(あじ類)　まるあじ　焼き Fish, horse mackerel, blue mackerel, baked 廃棄部位： ○○ Removed portion： ○○

10008 ＜魚類＞(あじ類)　にしまあじ　生
Fish, horse mackerel, Atlantic horse mackerel,
raw

 市販通称名： ドーバーあじ等
試料： 輸入品

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)
Sample： imported product

10009 ＜魚類＞(あじ類)　にしまあじ　水煮
Fish, horse mackerel, Atlantic horse mackerel,
boiled 試料： 輸入品

内臓等を除き水煮したもの
廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Boiled after removing viscera, etc.
Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10010 ＜魚類＞(あじ類)　にしまあじ　焼き
Fish, horse mackerel, Atlantic horse mackerel,
baked 試料： 輸入品

内臓等を除き焼いたもの
廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Baked after removing viscera, etc.
Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10011 ＜魚類＞(あじ類)　むろあじ　生
Fish, horse mackerel, brownstriped mackerel
scad, raw

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10012 ＜魚類＞（あじ類)　むろあじ　焼き
Fish, horse mackerel, brownstriped mackerel
scad, baked

内臓等を除き焼いたもの
廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Baked after removing viscera, etc.
Removed portion: head, bones, fins,
etc.

10013 ＜魚類＞(あじ類)　むろあじ　開き干し
Fish, horse mackerel, brownstriped mackerel
scad, "Hirakiboshi" (salted and semi-dried split) 廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10014 ＜魚類＞(あじ類)　むろあじ　くさや
Fish, horse mackerel, brownstriped mackerel
scad, "Kusaya" (brine-soaked and dried scad) 廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10015 ＜魚類＞あなご　生 Fish, common Japanese conger, raw 試料： まあなご 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等
Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.

10016 ＜魚類＞あなご　蒸し Fish, common Japanese conger, steamed 試料： まあなご 切り身 Sliced fish

10017 ＜魚類＞あまご　養殖　生 Fish, Amago salmon, cultured, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10018 ＜魚類＞あまだい　生 Fish, tile fish, raw 試料： あかあまだい
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10019 ＜魚類＞あまだい　水煮 Fish, tile fish, boiled 試料： あかあまだい 切り身 Sliced fish

10020 ＜魚類＞あまだい　焼き Fish, tile fish, baked 試料： あかあまだい 切り身 Sliced fish

10021 ＜魚類＞あゆ　天然　生 Fish, Ayu, wild, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10022 ＜魚類＞あゆ　天然　焼き Fish, Ayu, wild, baked 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等
Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.

10023 ＜魚類＞あゆ　天然　内臓　生 Fish, Ayu, wild, viscera, raw
10024 ＜魚類＞あゆ　天然　内臓　焼き Fish, Ayu, wild, viscera, baked 魚体全体を焼いた後、 取り出したもの Picked out after baking whole
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10025 ＜魚類＞あゆ　養殖　生 Fish, Ayu, cultured, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10026 ＜魚類＞あゆ　養殖　焼き Fish, Ayu, cultured, baked 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等
Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.

10027 ＜魚類＞あゆ　養殖　内臓　生 Fish, Ayu, cultured, viscera, raw
10028 ＜魚類＞あゆ　養殖　内臓　焼き Fish, Ayu, cultured, viscera, baked 魚体全体を焼いた後、取り出したもの Picked out after baking whole

10029 ＜魚類＞あゆ　うるか
Fish, Ayu, "Uruka " (salted and fermented
viscera)

10030 ＜魚類＞アラスカめぬけ　生 Fish, Pacific ocean perch, raw 別名： あかうお
試料： 輸入品

切り身
Sliced fish
Sample： imported product

10031 ＜魚類＞あんこう　生 Fish, anglerfish, raw 試料： きあんこう
切り身
（魚体全体から調理する場合、廃棄率：
65%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等）

Sliced fish
（For whole fish, waste ratio： 65%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. ）

10032 ＜魚類＞あんこう　きも　生 Fish, anglerfish, liver, raw 肝臓

10033 ＜魚類＞いかなご　生 Fish, Japanese sand lance, raw 別名： こうなご 小型魚全体 whole body of small-size fish

10034 ＜魚類＞いかなご　煮干し
Fish, Japanese sand lance, "Niboshi " (boiled
and dried whole) 別名： こうなご

10035 ＜魚類＞いかなご　つくだ煮
Fish, Japanese sand lance, "Tsukudani "
(simmered whole in soy sauce and sugar) 別名： こうなご

10036 ＜魚類＞いかなご　あめ煮
Fish, Japanese sand lance, "Ameni " (simmered
whole in glucose syrup and soy sauce) 別名： こうなご

(10140)

10037 ＜魚類＞いさき　生 Fish, three-line grunt, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10038 ＜魚類＞いしだい　生 Fish, Japanese parrot fish, raw 別名： くちぐろ
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10039 ＜魚類＞いとよりだい　生 Fish, golden-thread, raw 別名： いとより
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10040 ＜魚類＞いとよりだい　すり身　すり身 Fish, golden-thread, Surimi 別名： いとより
試料： 輸入品

Sample： imported product

10041 ＜魚類＞いぼだい　生
Fish, Japanese butterfish*, raw
[*Syn. butterfish] 別名： えぼだい

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10042 ＜魚類＞(いわし類)　うるめいわし　生
Fish, sardine, Pacific round herring*, raw
[*Syn. red-eye round herring]

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10043 ＜魚類＞(いわし類)　うるめいわし　丸干し

Fish, sardine, Pacific round herring*,
"Maruboshi " (salted and dried whole), raw
[*Syn. red-eye round herring]

廃棄部位： 頭部、ひれ等 Removed portion： head, fins, etc.

10044 ＜魚類＞(いわし類)　かたくちいわし　生 Fish, sardine, Japanese anchovy, raw 別名： しこいわし、ひしこ、せぐ
ろ

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10045 ＜魚類＞(いわし類)　かたくちいわし　煮干し
Fish, sardine, Japanese anchovy, "Niboshi "
(boiled and dried whole)

別名： しこいわし、ひしこ、せぐ
ろ、いりこ、ちりめん

魚体全体 Whole fish

10046 ＜魚類＞(いわし類)　かたくちいわし　田作り
Fish, sardine, Japanese anchovy, "Tazukuri "
(dried young anchovy)

別名： しこいわし、ひしこ、せぐ
ろ、ごまめ
幼魚の乾燥品（調理前）

10047 ＜魚類＞(いわし類)　まいわし　生 Fish, sardine, Japanese pilchard, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10048 ＜魚類＞(いわし類)　まいわし　水煮 Fish, sardine, Japanese pilchard, boiled 頭部、内臓等を除き水煮したもの
廃棄部位： 骨、ひれ等

Boiled after removing head, viscera,
etc.
Removed portion： bones, fins, etc.
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10049 ＜魚類＞(いわし類)　まいわし　焼き Fish, sardine, Japanese pilchard, baked 内臓等を除き焼いたもの
廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Baked after removing viscera, etc.
Removed portion： head, bones, fins,
etc.

新規 ＜魚類＞(いわし類)　まいわし　フライ
Fish, sardine, Japanese pilchard, breaded and
fried 廃棄部位： ○○ Removed portion： ○○

10050 ＜魚類＞(いわし類)　まいわし　塩いわし
Fish, sardine, Japanese pilchard, "Shioiwashi "
(salted pilchard), raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.

10051 ＜魚類＞(いわし類)　まいわし　生干し
Fish, sardine, Japanese pilchard,  "Namaboshi "
(mild salted and semi-dried whole), raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.

10052 ＜魚類＞(いわし類)　まいわし　丸干し
Fish, sardine, Japanese pilchard, "Maruboshi "
(salted and dried whole), raw 廃棄部位： 頭部、ひれ等 Removed portion： head, fins, etc.

10053 ＜魚類＞(いわし類)　めざし　生
Fish, sardine, "Mezashi " (skewered, salted and
semi-dried whole), raw

原材料： かたくちいわし、まい
わし等

廃棄部位： 頭部、ひれ等
Ingredients： Japanese anchovy,
Japanese pilchard, etc.
Removed portion： head, fins, etc.

10054 ＜魚類＞(いわし類)　めざし　焼き
Fish, sardine, "Mezashi " (skewered, salted and
semi-dried whole), baked

原材料： かたくちいわし、まい
わし等

廃棄部位： 頭部、ひれ等
Ingredients： Japanese anchovy,
Japanese pilchard, etc.
Removed portion： head, fins, etc.

新規 ＜魚類＞(いわし類)　しらす　生 Fish, sardine, whitebait, raw かたくちいわし、まわいし等の
幼魚

Whitebait of Japanese anchovy,
Japanese pilchard, etc.

10055 ＜魚類＞(いわし類)　しらす干し　微乾燥品
Fish, sardine, "Shirasuboshi " (boiled and dried
whitebait), mild dried

原材料： かたくちいわし、まい
わし等の幼魚
主として関東向け

Ingredient：  whitebait of Japanese
anchovy, Japanese pilchard, etc.

10056 ＜魚類＞(いわし類)　しらす干し　半乾燥品
Fish, sardine, "Shirasuboshi " (boiled and dried
whitebait), semi-dried

原材料： かたくちいわし、まい
わし等の幼魚
主として関西向け

Ingredient： whitebait of Japanese
anchovy, Japanese pilchard, etc.

10057 ＜魚類＞（いわし類）　たたみいわし
Fish, sardine, "Tatamiiwashi " (sheet of dried
whitebait )

原材料： かたくちいわし、まい
わし等の幼魚

ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり

Ingredient： whitebait of Japanese
anchovy, Japanese pilchard, etc.
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

10058
＜魚類＞（いわし類）　みりん干し　かたくちいわ
し

Fish, sardine, Japanese anchovy, "Mirinboshi "
(split seasoned with Mirin and dried)

10059 ＜魚類＞（いわし類）　みりん干し　まいわし
Fish, sardine, Japanese pilchard,  "Mirinboshi "
(split seasoned with Mirin and dried)

10060 ＜魚類＞（いわし類）　缶詰　水煮
Fish, sardine, Japanese pilchard, canned
products, in brine まいわし製品 液汁を除いたもの Drained

10061 ＜魚類＞（いわし類）　缶詰　味付け
Fish, sardine,  Japanese pilchard, canned
products, with seasoning まいわし製品 液汁を除いたもの Drained

10062 ＜魚類＞（いわし類）　缶詰　トマト漬
Fish, sardine,  Japanese pilchard, canned
products, in tomato sauce まいわし製品 液汁を除いたもの Drained

10063 ＜魚類＞（いわし類）　缶詰　油漬
Fish, sardine,  Japanese pilchard, canned
products, in oil

別名： オイルサーディン
まいわし製品

液汁を含んだもの Drained

10064 ＜魚類＞（いわし類）　缶詰　かば焼
Fish, sardine,  Japanese pilchard, "Kabayaki "
(baked and seasoned fillet), canned products, まいわし製品 液汁を含んだもの Drained

新規 ＜魚類＞（いわし類）　缶詰　アンチョビ Fish, sardine, anchovy, canned products, in oil かたくちいわし製品 液汁？

10065 ＜魚類＞いわな　養殖　生
Fish, white-spotted char*, cultured, raw
[*Syn. char, Japanese char]

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10066 ＜魚類＞うぐい　生 Fish, Japanese dace, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10067 ＜魚類＞うなぎ　養殖　生 Fish, eel, cultured, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等
Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.

10068 ＜魚類＞うなぎ　きも　生 Fish, eel, viscera, raw 内臓

10069 ＜魚類＞うなぎ　白焼き
Fish, eel, "Shirayaki " (mild-baked and steamed
fillet)
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10070 ＜魚類＞うなぎ　かば焼
Fish, eel, "Kabayaki " (seasoned and baked
fillet)

10071 ＜魚類＞うまづらはぎ　生
Fish, black scraper*, raw
[*Syn. filefish]

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、皮、ひれ等
（三枚下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, skin, fins, etc. (filleting)

10072 ＜魚類＞うまづらはぎ　味付け開き干し
Fish, black scraper*, "Ajitsuke-hirakiboshi "
(seasoned and dried fillet)  [*Syn. filefish] 廃棄部位： 骨、ひれ等 Removed portion： bones, fins, etc.

(10029)

10073 ＜魚類＞えい　生 Fish, ray, raw  あかえい、がんぎえい等
別名： かすべ

切り身
（魚体全体から調理する場合、廃棄率：

60%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等）

Sliced fish
（For whole fish, waste ratio： 60%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.）

10074 ＜魚類＞えそ　生 Fish, lizardfish, raw 試料： わにえそ、とかげえそ、
まえそ等

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10075 ＜魚類＞おいかわ　生 Fish, pale chub, raw 別名： はや、やまべ
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10076 ＜魚類＞おおさが　生 Fish, angry rockfish, raw 別名： こうじんめぬけ

切り身
（魚体全体から調理する場合、廃棄率：

60%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等）

Sliced fish
（For whole fish, waste ratio： 60%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. ）

10077 ＜魚類＞おこぜ　生 Fish, devil stinger, raw 試料： おにおこぜ
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10078 ＜魚類＞おひょう　生 Fish, Pacific halibut, raw 試料： 輸入品
別名： おおひらめ

切り身
Sliced fish
Sample： imported product

10079 ＜魚類＞かさご　生
Fish, marbled rockfish*, raw
[*Syn. scorpionfish]

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion：　head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10080 ＜魚類＞かじか　生
Fish, Japanese sculpin*, raw
[*Syn. Japanese fluvial sculpin] 別名： ごり 魚体全体 Whole fish

10081 ＜魚類＞かじか　水煮
Fish, Japanese sculpin*, boiled
[*Syn. Japanese fluvial sculpin] 魚体全体を水煮したもの Boiled whole fish

10082 ＜魚類＞かじか　つくだ煮

Fish, Japanese sculpin*, "Tsukudani "
(simmered whole fish in soy sauce and sugar)
[*Syn. Japanese fluvial sculpin]

10083 ＜魚類＞(かじき類)　くろかじき　生
Fish, Pacific blue marlin*, raw
[*Syn. blue marlin, black marlin] 別名： くろかわ 切り身（皮なし） Sliced fish without skin

10084 ＜魚類＞(かじき類)　まかじき　生 Fish, striped marlin, raw 試料： 輸入品 切り身（皮なし）
Sliced fish without skin
Sample： imported product

10085 ＜魚類＞(かじき類)　めかじき　生 Fish, swordfish, raw 試料： 輸入品
別名： めか

切り身（皮なし）
Sliced fish without skin
Sample： imported product

新規 ＜魚類＞(かじき類)　めかじき　焼き Fish, swordfish, baked
(10222～224）

10086 ＜魚類＞（かつお類）　かつお　春獲り　生
Fish, skipjack tuna*, caught in spring, raw
[*Syn. bonito, skipjack]

別名： ほんがつお、まがつお、
初がつお

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10087 ＜魚類＞（かつお類）　かつお　秋獲り　生
Fish, skipjack tuna*, caught in autumn, raw
[*Syn. bonito, skipjack]

別名： ほんがつお、まがつお、
戻りがつお

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion: head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10088 ＜魚類＞（かつお類）　そうだがつお　生 Fish, frigate mackerel, raw 試料： まるそうだ、ひらそうだ
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion: head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10089 ＜魚類＞（かつお類）　加工品　なまり
Fish, skipjack tuna and frigate mackerel,
processed products, "Namari " (boiled meat)

10090 ＜魚類＞（かつお類）　加工品　なまり節

Fish, skipjack tuna and frigate mackerel,
processed products, "Namari-bushi " (boiled
and semi-dried fillet)
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10091 ＜魚類＞（かつお類）　加工品　かつお節

Fish, skipjack tuna and frigate mackerel,
processed products, "Katsuo-bushi " (boiled,
smoke-dried and fermented skipjack tuna fillet)

10092 ＜魚類＞（かつお類）　加工品　削り節

Fish, skipjack tuna and frigate mackerel,
processed products, "Kezuri-bushi " (shaved
"Katsuo-bushi" ) , uncooked  (cf. 10091"Katsuo-
bushi ")

試料： 包装品 Sample： packed product

10093 ＜魚類＞（かつお類）　加工品　削り節つくだ煮

Fish, skipjack tuna and frigate mackerel,
processed products, "Kezuri-bushi " (shaved
"Katsuo-bushi" ) , simmered in soy sauce and
sugar (cf. 10091"Katsuo-bushi ")

10094 ＜魚類＞（かつお類）　加工品　角煮

Fish, skipjack tuna and frigate mackerel,
processed products, "Kakuni " (meat cube
boiled in soy sauce and sugar)

10095 ＜魚類＞（かつお類）　加工品　塩辛

Fish, skipjack tuna and Frigate mackerel,
processed products, "Shiokara " (salted and
fermented viscera)

別名： 酒盗

10096 ＜魚類＞（かつお類）　缶詰　味付け　フレーク
Fish, skipjack tuna and frigate mackerel, canned
products, flaked meat with seasoning 別名： ツナ缶 液汁を含んだもの With liquid

10097 ＜魚類＞（かつお類）　缶詰　油漬　フレーク
Fish, skipjack tuna and frigate mackerel, canned
products, flaked meat in oil 別名： ツナ缶 液汁を含んだもの

10098 ＜魚類＞かます　生 Fish, barracuda, raw 試料： あかかます
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)
Sample： red barracuda

10099 ＜魚類＞ます　焼き Fish, barracuda, baked 試料： あかかます
内臓等を除き焼いたもの
廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Baked after removing viscera, etc.
Removed portion： head, bones, fins,
etc.
Sample： red barracuda

(10204)

(10250)

10100 ＜魚類＞（かれい類）　まがれい　生 Fish, righteye flounder, brown sole, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（五枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting into 5
pieces)

10101 ＜魚類＞（かれい類）　まがれい　水煮 Fish, righteye flounder, brown sole, boiled 内臓等を除き水煮したもの
廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Boiled after removing viscera, etc.
Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10102 ＜魚類＞（かれい類）　まがれい　焼き Fish, righteye flounder, brown sole, baked 内臓等を除き焼いたもの
廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Baked after removing viscera, etc.
Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10103 ＜魚類＞（かれい類）　まこがれい　生 Fish, righteye flounder, marbled sole, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（五枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting into 5
pieces)

新規 ＜魚類＞（かれい類）　まこがれい　焼き Fish, righteye flounder, marbled sole, baked 内臓等を除き焼いたもの
廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Baked after removing viscera, etc.
Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10104 ＜魚類＞（かれい類）　子持ちがれい　生 Fish, righteye flounder, with ovary, raw 試料： あかがれい及びばばが
れい

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等
Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.

10105 ＜魚類＞（かれい類）　子持ちがれい　水煮 Fish, righteye flounder, with ovary, boiled 試料： あかがれい及びばばが
れい

頭部、内臓等を除き水煮したもの
廃棄部位： 骨、ひれ等

Boiled after removing head, viscera,
etc.
Removed portion： bones, fins, etc.
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10106 ＜魚類＞（かれい類）　干しかれい Fish, righteye flounder, dried
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）。

廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等
Mild salted and semi-dried whole fish
Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10107 ＜魚類＞かわはぎ　生
Fish, leatherfish*, raw
[*Syn. Triggerfish, threadsail filefish]

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、皮、ひれ等
（三枚下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, skin, fins, etc. (filleting)

10108 ＜魚類＞かんぱち　生
Fish, greater amberjack*, raw
[*Syn. amberjack]

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10109 ＜魚類＞きす　生 Fish, Japanese whiting, raw 試料： しろぎす
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

新規 ＜魚類＞きす　天ぷら Fish, Japanese whiting, tempura

10110 ＜魚類＞きちじ　生
Fish, Kichiji rockfish*, raw
[*Syn. thornyhead; broadbanded thornyhead] 別名： きんきん、きんき

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10111 ＜魚類＞きびなご　生 Fish, blue sprat, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10112 ＜魚類＞きびなご　調味干し Fish, blue sprat, seasoned and dried
10113 ＜魚類＞キャビア　塩蔵品 Fish, caviar, salted product 試料： 輸入品 Sample： imported product

10114 ＜魚類＞キングクリップ　生 Fish, kingclip, raw 切り身 Sliced fish

10115 ＜魚類＞ぎんだら　生 Fish, sablefish, raw 切り身 Sliced fish

新規 ＜魚類＞ぎんだら　水煮 Fish, sablefish, boiled

10116 ＜魚類＞きんめだい　生
Fish, splendid alfonsino*, raw
[*Syn. alfonsino]

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

(10014)
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion: head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10117 ＜魚類＞ぐち　生 Fish, croaker, raw  いしもち（しろぐち）、にべ
試料： しろぐち（別名：いしもち）

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10118 ＜魚類＞ぐち　焼き Fish, croaker, baked 内臓等を除き焼いたもの
廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Baked after removing viscera, etc.
Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10119 ＜魚類＞こい　養殖　生 Fish, common carp, cultured, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10120 ＜魚類＞こい　養殖　水煮 Fish, common carp, cultured, boiled 頭部、尾及び内臓等を除き水煮したもの
廃棄部位： 骨、ひれ等

Boiled after removing head, tail,
viscera, etc.
Removed portion： bones, fins, etc.

10121 ＜魚類＞こい　養殖　内臓　生 Fish, common carp, cultured, viscera, raw 胆のうを除いたもの Without gallbladder

10122 ＜魚類＞(こち類)　まごち　生 Fish, flathead, bar-tailed flathead, raw 別名： こち、がらごち、ぜにご
ち、ほんごち

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10123 ＜魚類＞(こち類)　めごち　生 Fish, flathead, big-eyed flathead, raw 関東で流通するめごち（ネズミ
ゴチ）とは別種

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10124 ＜魚類＞このしろ　生
Fish, dotted gizzard shad*, raw
[*Syn. gizzard shad] 別名： こはだ（小型魚）、つなし

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10125 ＜魚類＞このしろ　甘酢漬

Fish, dotted gizzard shad*, "Amazu-zuke "
(marinated in vinegar and sugar)  [*Syn.
gizzard shad]

10126 ＜魚類＞（さけ・ます類）　からふとます　生 Fish, salmon and trout, pink salmon, raw 別名： あおます　 せっぱります
試料： 輸入品

切り身
Sliced fish
Sample： imported product

10127 ＜魚類＞（さけ・ます類）　からふとます　焼き Fish, salmon and trout, pink salmon, baked 別名： あおます
試料： 輸入品

切り身
Sliced fish
Sample： imported product
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10128 ＜魚類＞（さけ・ます類）　からふとます　塩ます Fish, salmon and trout, pink salmon, salted 廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等
Removed portion: head, bones, fins,
etc.

10129
＜魚類＞（さけ・ます類）　からふとます　水煮缶
詰

Fish, salmon and trout, pink salmon, canned in
brine 別名： あおます 液汁を除いたもの Drained

10130 ＜魚類＞（さけ・ます類）　ぎんざけ　養殖　生
Fish, salmon and trout, Coho salmon, cultured,
raw 別名： ぎんます

切り身
（魚体全体から調理する場合、廃棄率：

35%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等）

Sliced fish
（For whole fish, waste ratio： 35%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. ）

10131 ＜魚類＞（さけ・ます類）　ぎんざけ　養殖　焼き
Fish, salmon and trout, Coho salmon, cultured,
baked 別名： ぎんます 切り身 Sliced fish

10132 ＜魚類＞（さけ・ます類）　さくらます　生 Fish, salmon and trout, cherry salmon, raw 別名： ます

切り身
（魚体全体から調理する場合、廃棄率：

30%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等）

Sliced fish
（For whole fish, waste ratio： 30%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.）

10133 ＜魚類＞（さけ・ます類）　さくらます　焼き Fish, salmon and trout, cherry salmon, baked 別名： ます 切り身 Sliced fish

10134 ＜魚類＞（さけ・ます類）　しろさけ　生 Fish, salmon and trout, chum salmon, raw 別名： さけ（標準和名）、あきさ
け、あきあじ

切り身
（魚体全体から調理する場合、廃棄率：

40%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等）

Sliced fish
（For whole fish, waste ratio： 40%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. ）

10135 ＜魚類＞（さけ・ます類）　しろさけ　水煮 Fish, salmon and trout, chum salmon, boiled 別名： さけ（標準和名）、あきさ
け、あきあじ

切り身 Sliced fish

10136 ＜魚類＞（さけ・ます類）　しろさけ　焼き Fish, salmon and trout, chum salmon, baked 別名： さけ（標準和名）、あきさ
け、あきあじ

切り身 Sliced fish

10137 ＜魚類＞（さけ・ます類）　しろさけ　新巻き　生
Fish, salmon and trout, chum salmon,
"Aramaki " (mild salted whole body), raw

別名： さけ（標準和名）、あきさ
け、あきあじ

切り身
（魚体全体から調理する場合、廃棄率：
30%、廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等）

Sliced fish
（For whole fish, waste ratio： 30%,
removed portion： head, bones, fins,
etc. ）

10138
＜魚類＞（さけ・ます類）　しろさけ　新巻き　焼
き

Fish, salmon and trout,  chum salmon,
"Aramaki " (mild salted whole body), baked

別名： さけ（標準和名）、あきさ
け、あきあじ

切り身 Sliced fish

10139 ＜魚類＞（さけ・ます類）　しろさけ　塩ざけ
Fish, salmon and trout, chum salmon,
"Shiozake " (salted salmon), raw

別名： さけ（標準和名）、あきさ
け、あきあじ

切り身
（魚体全体から調理する場合、廃棄率：

20%、廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Sliced fish
(For whole fish, waste ratio： 20%,
removed portion： head, bones, fins,
etc. )

10140 ＜魚類＞（さけ・ます類）　しろさけ　イクラ
Fish, salmon and trout, chum salmon, "Ikura "
(salted roe)

別名： さけ（標準和名）、あきさ
け、あきあじ

10141 ＜魚類＞（さけ・ます類）　しろさけ　すじこ
Fish, salmon and trout, chum salmon, "Sujiko "
(salted ovary)

別名： さけ（標準和名）、あきさ
け、あきあじ
卵巣を塩蔵したもの

10142 ＜魚類＞（さけ・ます類）　しろさけ　めふん
Fish, salmon and trout, chum salmon, "Mefun "
(salted and fermented kidney)

別名： さけ（標準和名）、あきさ
け、あきあじ
腎臓を塩辛にしたもの

10143 ＜魚類＞（さけ・ます類）　しろさけ　水煮缶詰
Fish, salmon and trout, chum salmon, canned in
brine

別名： さけ（標準和名）、あきさ
け、あきあじ

液汁を除いたもの Drained

10144
＜魚類＞（さけ・ます類）　たいせいようさけ　養
殖　生

Fish, salmon and trout, Atlantic salmon,
cultured, raw

別名： アトランティックサーモン
試料： 輸入品

切り身
Sliced fish
Sample： imported product

10145
＜魚類＞（さけ・ます類）　たいせいようさけ　養
殖　焼き

Fish, salmon and trout, Atlantic salmon,
cultured, baked

別名： アトランティックサーモン
試料： 輸入品

切り身
Sliced fish
Sample： imported product

10146
＜魚類＞（さけ・ます類）　にじます　海面養殖
生

Fish, salmon and trout, rainbow trout, cultured
in sea, raw

別名： スチールヘッドトラウト、
サーモントラウト
試料： 輸入品

切り身
Sliced fish
Sample： imported product

新規
＜魚類＞（さけ・ます類）　にじます　海面養殖
刺身

Fish, salmon and trout, rainbow trout, cultured
in sea, sashimi

別名： スチールヘッドトラウト、
サーモントラウト
試料： 輸入品
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10147
＜魚類＞（さけ・ます類）　にじます　海面養殖
焼き

Fish, salmon and trout, rainbow trout, cultured
in sea, baked

別名： スチールヘッドトラウト、
サーモントラウト
試料： 輸入品

切り身
Sliced fish
Sample： imported product

10148
＜魚類＞（さけ・ます類）　にじます　淡水養殖
生

Fish, salmon and trout, rainbow trout, cultured
in freshwater, raw 試料： 国産品

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)
Sample： domestic product

10149 ＜魚類＞（さけ・ます類）　べにざけ　生 Fish, salmon and trout, sockeye salmon, raw 試料： 輸入品 切り身 Sliced fish

10150 ＜魚類＞（さけ・ます類）　べにざけ　焼き Fish, salmon and trout, sockeye salmon, baked 試料： 輸入品 切り身 Sliced fish

10151 ＜魚類＞（さけ・ます類）　べにざけ　くん製 Fish, salmon and trout, sockeye salmon, smoked 切り身
皮の割合： 10%

Sliced fish
Skin portion： 10%

10152 ＜魚類＞（さけ・ます類）　ますのすけ　生 Fish, salmon and trout, chinook salmon, raw 別名： キングサーモン
試料： 輸入品

切り身
Sliced fish
Sample： imported product

10153 ＜魚類＞（さけ・ます類）　ますのすけ　焼き Fish, salmon and trout, chinook salmon, baked 別名： キングサーモン
試料： 輸入品

切り身
Sliced fish
Sample： imported product

10154 ＜魚類＞（さば類）　まさば　生
Fish, mackerel, chub mackerel*,  raw
[*Syn. mackerel] 別名： さば

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10155 ＜魚類＞（さば類）　まさば　水煮
Fish, mackerel, chub mackerel*, boiled
[*Syn. mackerel] 別名： さば 切り身 Sliced fish

10156 ＜魚類＞（さば類）　まさば　焼き
Fish, mackerel, chub mackerel*, baked
[*Syn. mackerel] 別名： さば 切り身 Sliced fish

新規 ＜魚類＞（さば類）　まさば　フライ
Fish, mackerel, chub mackerel*, breaded and
fried [*Syn. mackerel] 別名： さば 切り身 Sliced fish

10157 ＜魚類＞（さば類）　まさば　さば節

Fish, mackerel, chub mackerel*, "Saba-bushi "
(boiled,  smoke-dried and fermented mackerel
fillet)
[*Syn. mackerel]

新規 ＜魚類＞（さば類）　ごまさば　生 Fish, mackerel, spotted mackerel, raw
新規 ＜魚類＞（さば類）　ごまさば　水煮 Fish, mackerel, spotted mackerel, boiled
新規 ＜魚類＞（さば類）　ごまさば　焼き Fish, mackerel, spotted mackerel, baked

10158 ＜魚類＞（さば類）　たいせいようさば　生 Fish, mackerel, Atlantic mackerel, raw 別名： ノルウェーさば
試料： 輸入品

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)
Sample： imported product

10159 ＜魚類＞（さば類）　たいせいようさば　水煮 Fish, mackerel, Atlantic mackerel, boiled 別名： ノルウェーさば
試料： 輸入品

切り身
Sliced fish
Sample： imported product

10160 ＜魚類＞（さば類）　たいせいようさば　焼き Fish, mackerel, Atlantic mackerel, baked 別名： ノルウェーさば
試料： 輸入品

切り身
Sliced fish
Sample： imported product

10161 ＜魚類＞（さば類）　加工品　塩さば
Fish, mackerel, processed products, "Shiosaba "
(plain salted fillet) 試料（原材料）： 輸入魚 切り身

Sliced fish
Sample： made from imported fish

10162 ＜魚類＞（さば類）　加工品　開き干し
Fish, mackerel, processed products,
"Hirakiboshi " (mild salted and semi-dried split) 廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10163 ＜魚類＞（さば類）　加工品　しめさば
Fish, mackerels, processed products,
"Shimesaba " (vinegar marinated fillet )

10164 ＜魚類＞（さば類）　缶詰　水煮 Fish, mackerel, canned products, boiled in brine 液汁を除いたもの Drained

10165 ＜魚類＞（さば類）　缶詰　みそ煮
Fish, mackerel, canned products, boiled with
miso 液汁を含んだもの With liquid

10166 ＜魚類＞（さば類）　缶詰　味付け
Fish, mackerel, canned products, boiled with
seasoning 液汁を除いたもの Drained

10167 ＜魚類＞(さめ類)　あぶらつのざめ　生 Fish, shark, dogfish, raw 別名： ふか、あぶらざめ 切り身 Sliced fish

10168 ＜魚類＞(さめ類)　よしきりざめ　生 Fish, shark, blue shark, raw 別名： ふか 切り身 Sliced fish

10169 ＜魚類＞(さめ類)　ふかひれ Fish, shark, dried shark fin 別名： さめひれ、きんし
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10170 ＜魚類＞さより　生 Fish, halfbeak, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10171 ＜魚類＞さわら　生
Fish, Japanese Spanish mackerel*, raw
[*Syn. Spanish mackerel]

切り身
（魚体全体から調理する場合、廃棄率：
30%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等）

Sliced fish
（For whole fish, waste ratio： 30%,
removed portion: head, viscera,
bones, fins, etc. ）

10172 ＜魚類＞さわら　焼き
Japanese Spanish mackerel*, baked
[*Syn. Spanish mackerel] 切り身 Sliced fish

10173 ＜魚類＞さんま　生 Fish, Pacific saury, raw 別名： さいら
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

新規 ＜魚類＞さんま　刺身 Fish, Pacific saury, sashimi 別名： さいら

10174 ＜魚類＞さんま　焼き Fish, Pacific saury, baked 別名： さいら
魚体全体を焼いたもの（第３章表14参照）
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（第３
章表14参照）

Baked whole
Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.
（See Chapter 3 Table 14）

10175 ＜魚類＞さんま　開き干し
Fish, Pacific saury, "Hirakiboshi " (mild salted
and semi-dried split) 別名： さいら 廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10176 ＜魚類＞さんま　みりん干し
Fish, Pacific saury, "Mirinboshi " (seasoned with
Mirin and dried fillet) 別名： さいら 廃棄部位： 骨、ひれ等 Removed portion： bones, fins, etc.

10177 ＜魚類＞さんま　缶詰　味付け
Fish, Pacific saury, canned products, boiled with
seasoning 別名： さいら 液汁を除いたもの Drained

10178 ＜魚類＞さんま　缶詰　かば焼
Fish, Pacific saury, canned products,
"Kabayaki " (baked and seasoned fillet) 別名： さいら 液汁を含んだもの With liquid

10179 ＜魚類＞しいら　生 Fish, dolphinfish, raw 別名： まんびき
切り身
(魚体全体から調理する場合、廃棄率：
55%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等)

Sliced fish
(For whole fish, waste ratio： 55%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. )

10180 ＜魚類＞(ししゃも類)　ししゃも　生干し　生 Fish, Shishamo smelt, semi-dried, raw 試料： ひと塩品 廃棄部位： 頭部及び尾
Mild salted
Removed portion： head and tail

10181 ＜魚類＞(ししゃも類)　ししゃも　生干し　焼き Fish, Shishamo smelt, semi-dried, baked 試料： ひと塩品 廃棄部位： 頭部及び尾
Mild salted
Removed portion： head and tail

10182
＜魚類＞(ししゃも類)　からふとししゃも　生干し
生

Fish, Atlantic capelin, semi-dried, raw 別名： カペリン
試料 ： 輸入品、ひと塩品

魚体全体
Whole fish
Sample： imported product

10183
＜魚類＞(ししゃも類)　からふとししゃも　生干し
焼き

Fish, Atlantic capelin, semi-dried, baked 別名： カペリン
試料 ： 輸入品、ひと塩品

魚体全体
Whole fish
Sample： imported product

10184 ＜魚類＞したびらめ　生 Fish, sole, raw 試料： くろうしのした、あかした
びらめ

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（五枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting in 5 pieces)

10185 ＜魚類＞しまあじ　養殖　生
Fish, striped jack*, cultured, raw
[*Syn. white trevally]

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10186 ＜魚類＞しらうお　生 Fish, Japanese icefish, raw

10187 ＜魚類＞シルバー　生 Fish, silver warehou, raw 別名： 銀ひらす、銀ワレフ-
試料： 輸入品

切り身
Whole fish
Sample： imported product

10188 ＜魚類＞すずき　生 Fish, Japanese sea bass, raw
切り身
(魚体全体から調理する場合、廃棄率：
55%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等)

Sliced fish
(For whole fish, waste ratio： 55%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. )

10189 ＜魚類＞＜魚類＞（たい類）　きだい　生 Fish, sea bream, yellow sea bream, raw 別名： れんこだい
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10190 ＜魚類＞（たい類）　くろだい　生 Fish, sea bream, black sea bream, raw 別名： ちぬ
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10191 ＜魚類＞（たい類）　ちだい　生 Fish, sea bream, crimson sea bream, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： :head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)
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10192 ＜魚類＞（たい類）　まだい　天然　生 Fish, sea bream, red sea bream, wild, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10193 ＜魚類＞（たい類）　まだい　養殖　生 Fish, sea bream, red sea bream, cultured, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

新規 ＜魚類＞（たい類）　まだい　養殖　刺身
Fish, sea bream, red sea bream, cultured,
sashimi

10194 ＜魚類＞（たい類）　まだい　養殖　水煮 Fish, sea bream, red sea bream, cultured, boiled 頭部、内臓等を除き水煮したもの
廃棄部位： 骨、ひれ等

Boiled after removing head, viscera,
etc.
Removed portion： bones, fins, etc.

10195 ＜魚類＞（たい類）　まだい　養殖　焼き Fish, sea bream, red sea bream, cultured, baked 内臓等を除き焼いたもの
廃棄部位： 頭部､骨、ひれ等

Baked after removing viscera, etc.
Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10196 ＜魚類＞たかさご　生 Fish, double-lined fusilier, raw 別名： ぐるくん
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10197 ＜魚類＞たかべ　生 Fish, yellowstriped butterfish, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10198 ＜魚類＞たちうお　生
Fish, Atlantic cutlassfish*, raw
[*Syn. Hairtail, cutlass fish]

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10199 ＜魚類＞（たら類）　すけとうだら　生
Fish, cod, walleye pollock*, raw
[*Syn. Alaska pollock]

別名： すけそう、すけそうだら、
すけとう

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

新規 ＜魚類＞（たら類）　すけとうだら　フライ
Fish, cod, walleye pollock*, breaded and fried
[*Syn. Alaska pollock] 廃棄部位：?

10200 ＜魚類＞（たら類）　すけとうだら　すり身
Fish, cod, walleye pollock*, surimi
[*Syn. Alaska pollock] 試料： 輸入品 Sample： imported product

10201 ＜魚類＞（たら類）　すけとうだら　すきみだら

Fish, cod, walleye pollock*, "Sukimidara "
(skinned, salted and dried fillet)
[*Syn. Alaska pollock]

10202 ＜魚類＞（たら類）　すけとうだら　たらこ　生
Fish, cod, walleye pollock*, "Tarako " (salted
roe), raw [*Syn. Alaska pollock] 別名： もみじこ

10203 ＜魚類＞（たら類）　すけとうだら　たらこ　焼き
Fish, cod, walleye pollock*, "Tarako " (salted
roe), baked [*Syn. Alaska pollock] 別名： もみじこ

10204
＜魚類＞（たら類）　すけとうだら　からしめんた
いこ

Fish, cod, walleye pollock*, "Karashi-mentaiko "
(salted roe with red hot pepper powder) [*Syn.
Alaska pollock]

ビタミンC： 添加品を含む Including ascorbic acid as antioxidant

10205 ＜魚類＞（たら類）　まだら　生 Fish, cod, Pacific cod, raw 別名： たら
切り身
(魚体全体から調理する場合、廃棄率：
65%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等)

Sliced fish
(For whole fish, waste ratio： 65%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. )

10206 ＜魚類＞（たら類）　まだら　焼き Fish, cod, Pacific cod, baked 別名： たら 切り身 Sliced fish

10207 ＜魚類＞（たら類）　まだら　しらこ　生 Fish, cod, Pacific cod, milt, raw 別名： たら

10208 ＜魚類＞（たら類）　まだら　塩だら Fish, cod, Pacific cod, salted fillet 別名： たら 切り身 Sliced fish

10209 ＜魚類＞（たら類）　まだら　干しだら Fish, cod, Pacific cod, dried split 別名： たら
試料： 無頭開き干し品

廃棄部位： 骨、皮等 Removed portion： bones, skin, etc.

10210 ＜魚類＞（たら類）　まだら　でんぶ
Fish, cod, Pacific cod, "Denbu " (mashed and
seasoned meat ) 別名： たら、そぼろ、おぼろ

10211 ＜魚類＞ちか　生 Fish, Japanese surfsmelt, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10213 ＜魚類＞どじょう　生
Fish, Asian pond loach*, raw
[*Syn. loach, pond loach] 魚体全体 Whole fish

10214 ＜魚類＞どじょう　水煮
Fish, Asian pond loach*, boiled
[*Syn. loach, pond loach] 魚体全体 Whole fish
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10215 ＜魚類＞とびうお　生 Fish, flying fish, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10212 ＜魚類＞ナイルティラピア　生 Fish, Nile tilapia, raw 別名： いずみだい、ちかだい､
テラピア

切り身
(魚体全体から調理する場合、廃棄率：
55%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等)

Sliced fish
(For whole fish, waste ratio： 55%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. )

10216 ＜魚類＞なまず　生 Fish, catfish, raw 試料： なまず（国産）、アメリカ
なまず

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10217 ＜魚類＞にぎす　生 Fish, Japanese argentine, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10218 ＜魚類＞にしん　生 Fish, Pacific herring, raw 別名： かどいわし
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10219 ＜魚類＞にしん　身欠きにしん
Fish, Pacific herring, "Migaki-nishin " (dried
fillet) 別名： かどいわし 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.

10220 ＜魚類＞にしん　開き干し
Fish, Pacific herring, "Hirakiboshi " (dried
split) 別名： かどいわし 廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10221 ＜魚類＞にしん　くん製 Fish, Pacific herring, smoked 別名： かどいわし 廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等
Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10222 ＜魚類＞にしん　かずのこ　生 Fish, Pacific herring, roe, raw 別名： かどいわし

10223 ＜魚類＞にしん　かずのこ　乾 Fish, Pacific herring, roe, dried 別名： かどいわし

10224 ＜魚類＞にしん　かずのこ　塩蔵　水戻し
Fish, Pacific herring, roe, salt-cured products,
desalted 別名： かどいわし

10225 ＜魚類＞はぜ　生 Fish, yellowfin goby, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10226 ＜魚類＞はぜ　つくだ煮
Fish, yellowfin goby, "Tsukudani " (boiled
whole in soy sauce)

10227 ＜魚類＞はぜ　甘露煮
Fish, yellowfin goby, "Kanroni " (simmered
whole in soy sauce and sugar)

10228 ＜魚類＞はたはた　生
Fish, sailfin sandfish*, raw
[*Syn. sandfish]

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10229 ＜魚類＞はたはた　生干し
Fish, sailfin sandfish*, "Namaboshi " (salted and
semi-dried whole)  [*Syn. sandfish] 廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等

Removed portion： head, bones, fins,
etc.

(10243)

10230 ＜魚類＞はまふえふき　生 Fish, spangled emperor, raw 別名： たまみ
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10231 ＜魚類＞はも　生 Fish, conger pike, raw
切り身
(魚体全体から調理する場合、廃棄率：
40%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等)

Sliced fish
(For whole fish, waste ratio： 40%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. )

10233 ＜魚類＞らまさ　生 Fish, goldstriped amberjack, raw
切り身
(魚体全体から調理する場合、廃棄率：
40%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等)

Sliced fish
(For whole fish, waste ratio： 40%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. )

10234 ＜魚類＞ひらめ　天然　生
Fish, olive flounder*, wild, raw
[*Syn. bastard halibut, Japanese flounder]

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（五枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting in 5 pieces)

10235 ＜魚類＞ひらめ　養殖　生
Fish, olive flounder*, cultured, raw
[*Syn. bastard halibut, Japanese flounder]

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（五枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting in 5 pieces)

新規 ＜魚類＞ひらめ　養殖　刺身
Fish, olive flounder*, cultured, sashimi
[*Syn. bastard halibut, Japanese flounder]

(10169)
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10236 ＜魚類＞(ふぐ類)　とらふぐ　養殖　生 Fish, puffer, ocellate puffer, cultured, raw

切り身（皮なし）
(魚体全体から調理する場合、廃棄率：
80%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、皮、ひ
れ等)

Sliced fish without skin
(For whole fish, waste ratio： 80%,
removed portion： head, viscera,
bones, skin, fins, etc.)

10237 ＜魚類＞(ふぐ類)　まふぐ　生 Fish, puffer, purple puffer, cultured, raw

切り身（皮なし）
(魚体全体から調理する場合、廃棄率：
75%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、皮、ひ
れ等)

Sliced fish without skin
(For whole fish, waste ratio： 75%,
removed portion： head, viscera,
bones, skin, fins, etc.)

10238 ＜魚類＞ふな　生 Fish, crucian carp, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10239 ＜魚類＞ふな　水煮 Fish, crucian carp, boiled 内臓等を除去後水煮したもの
廃棄部位： 頭部､骨、ひれ等

Boiled after removing viscera, etc.
Removed portion： head, bones, fins,
etc.

10240 ＜魚類＞ふな　甘露煮
Fish, crucian carp, "Kanroni " (simmered whole
in soy sauce, sugar and glucose syrup)

10241 ＜魚類＞ぶり　成魚　生
Fish, yellowtail*, mature, raw
[*Syn. five-ray yellowtail]

切り身
(魚体全体から調理する場合、廃棄率：
40%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等)

Sliced fish
(For whole fish, waste ratio： 40%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.)

10242 ＜魚類＞ぶり　成魚　焼き
Fish, yellowtail*, mature, baked
[*Syn. five-ray yellowtail] 切り身 Sliced fish

10243 ＜魚類＞ぶり　はまち　養殖　生
Fish, yellowtail*, young, cultured, raw
[*Syn. five-ray yellowtail]

切り身
(魚体全体から調理する場合、廃棄率：
40%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等)

Sliced fish
(For whole fish, waste ratio： 40%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.)

新規 ＜魚類＞ぶり　はまち　養殖　刺身
Fish, yellowtail*, young, cultured, sashimi
[*Syn. five-ray yellowtail]

10244 ＜魚類＞ほうぼう　生
Fish, red gurnard*, raw
[*Syn. sea robin, gurnard, gurnet]

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion:： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10245 ＜魚類＞ホキ　生 Fish, hoki, raw 切り身 Sliced fish

10246 ＜魚類＞ほっけ　生
Fish, Atka mackerel*, raw
[*Syn. Arabesque greenling]

廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10247 ＜魚類＞ほっけ　塩ほっけ
Fish, Atka mackerel*, salted
[*Syn. Arabesque greenling] 廃棄部位： 骨、ひれ、皮等

Removed portion： bones, fins, skin,
etc.

10248 ＜魚類＞ほっけ　開き干し　生

Fish, Atka mackerel*, "Hirakiboshi " (mild
salted and semi-dried split), raw
[*Syn. Arabesque greenling]

廃棄部位： 頭部、骨、ひれ等
Removed portion： head, bones, fins,
etc.

新規 ＜魚類＞ほっけ　開き干し　焼き

Fish, Atka mackerel*, "Hirakiboshi " (mild
salted and semi-dried split), baked
[*Syn. Arabesque greenling]

10249 ＜魚類＞ぼら　生 Fish, striped mullet, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10250 ＜魚類＞ぼら　からすみ
Fish, striped mullet, "Karasumi " (salted and
dried roe )

10251 ＜魚類＞ほんもろこ　生 Fish, willow shiner, raw 別名： もろこ 魚体全体 Whole fish

10252 ＜魚類＞（まぐろ類）　きはだ　生 Fish, tuna, yellowfin tuna, raw 別名： きはだまぐろ、きわだ 切り身（皮なし） Sliced fish without skin

10253 ＜魚類＞（まぐろ類）　くろまぐろ　赤身　生 Fish, tuna, bluefin tuna, lean meat, raw 別名： まぐろ、ほんまぐろ、しび 切り身（皮なし） Sliced fish without skin

10254 ＜魚類＞（まぐろ類）　くろまぐろ　脂身　生 Fish, tuna, bluefin tuna, fatty meat, raw 別名： まぐろ、ほんまぐろ、し
び、とろ

切り身（皮なし） Sliced fish without skin
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10255 ＜魚類＞（まぐろ類）　びんなが　生 Fish, tuna, albacore, raw 別名： びんちょう、とんぼ、びん
ながまぐろ

切り身（皮なし） Sliced fish without skin

10256 ＜魚類＞（まぐろ類）　みなみまぐろ　赤身　生
Fish, tuna, southern bluefin tuna, lean meat,
raw 別名： インドまぐろ 切り身（皮なし） Sliced fish without skin

10257 ＜魚類＞（まぐろ類）　みなみまぐろ　脂身　生
Fish, tuna, southern bluefin tuna, fatty meat,
raw 別名： とろ 切り身（皮なし） Sliced fish without skin

10258 ＜魚類＞（まぐろ類）　めじまぐろ　生 Fish, tuna, young bluefin tuna, raw くろまぐろの幼魚
別名： まめじ

切り身（皮なし） Sliced fish without skin

10259 ＜魚類＞（まぐろ類）　めばち　生 Fish, tuna, big-eye tuna, raw 別名： ばちまぐろ、めばちまぐ
ろ

切り身（皮なし） Sliced fish without skin

10260
＜魚類＞（まぐろ類）　缶詰　水煮　フレーク　ラ
イト

Fish, tuna, canned products, flaked light meat in
brine

別名： ツナ缶
原材料： きはだ

液汁を含んだもの
Material： yellowfin tuna
With liquid

10261
＜魚類＞（まぐろ類）　缶詰　水煮　フレーク　ホ
ワイト

Fish, tuna, canned products, flaked white meat
in brine

別名： ツナ缶
材料： びんなが

液汁を含んだもの
Material： albacore
With liquid

10262 ＜魚類＞（まぐろ類）　缶詰　味付け　フレーク
Fish, tuna, canned products, flaked meat with
seasoning 別名： ツナ缶 液汁を含んだもの With liquid

10263
＜魚類＞（まぐろ類）　缶詰　油漬　フレーク　ラ
イト

Fish, tuna, canned products, flaked light meat in oil別名： ツナ缶
原材料： きはだ

液汁を含んだもの
Material： yellowfin tuna
With liquid

10264
＜魚類＞（まぐろ類）　缶詰　油漬　フレーク　ホ
ワイト

Fish, tuna, canned products, flaked white meat
in oil

別名： ツナ缶
原材料： びんなが

液汁を含んだもの
Material： albacore
With liquid

10265 ＜魚類＞マジェランあいなめ　生 Fish, Patagonian toothfish, raw
別名： メロ、おおくち、マゼラン
あいなめ
試料： 輸入品

切り身
Sliced fish
Sample： imported product

(10126～153）

10266 ＜魚類＞まながつお　生 Fish, silver pomfret, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10232 ＜魚類＞みなみくろたち　生 Fish, barracouta, raw 別名： バラクータ、みなみおお
すみやき、おおしびかます

切り身 Sliced fish

10267 ＜魚類＞みなみだら　生 Fish, southern blue whiting, raw 切り身 Sliced fish

10268 ＜魚類＞むつ　生 Fish, gnomefish, raw
切り身
(魚体全体から調理する場合、廃棄率：
50%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等)

Sliced fish
(For whole fish, waste ratio： 50%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.)

10269 ＜魚類＞むつ　水煮 Fish, gnomefish, boiled 切り身 Sliced fish

10270 ＜魚類＞めじな　生 Fish, Girella, raw 別名： ぐれ
切り身
(魚体全体から調理する場合、廃棄率：
55%、廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等)

Sliced fish
(For whole fish, waste ratio： 55%,
removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.)

10271 ＜魚類＞めばる　生 Fish, Japanese stingfish, raw 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10272 ＜魚類＞メルルーサ　生 Fish, hake, raw 試料： 輸入品
別名： ヘイク

切り身
廃棄部位： 皮

Sliced fish
Removed portion： skin

(10265)

10273 ＜魚類＞やつめうなぎ　生 Fish, lamprey, raw 試料： かわやつめ 廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等
Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc.

10274 ＜魚類＞やつめうなぎ　干しやつめ Fish, lamprey, dried 試料： かわやつめ
内臓を含んだもの
廃棄部位： 頭部、皮等

Including viscera
12) Head, skin, etc.

10275 ＜魚類＞やまめ　養殖　生 Fish, seema, cultured, raw 別名： やまべ
廃棄部位： 頭部、内臓、骨、ひれ等（三枚
下ろし）

Removed portion： head, viscera,
bones, fins, etc. (filleting)

10276 ＜魚類＞わかさぎ　生
Fish, Japanese smelt*, raw
[*Syn. Pond smelt]
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10277 ＜魚類＞わかさぎ　つくだ煮

Fish, Japanese smelt*, "Tsukudani " (simmered
whole in soy sauce and sugar)
[*Syn. Pond smelt]

10278 ＜魚類＞わかさぎ　あめ煮

Fish, Japanese smelt*, "Ameni " (simmered
whole in glucose syrup and soy sauce)
[*Syn. Pond smelt]
 ＜SHELLFISHES ＞

(10305)

10279 ＜貝類＞あかがい　生 Mollusks, bloody clam, raw 廃棄部位： 貝殻及び内臓 Removed portion： shell and viscera

(10318)

10280 ＜貝類＞あげまき　生 Mollusks, jackknife clam, raw 廃棄部位： 貝殻 Removed portion： shell

10281 ＜貝類＞あさり　生

Mollusks, short-neck clam*, raw
[*Syn. baby-neck clam, Manila clam, Japanese
littleneck]

廃棄部位： 貝殻 Removed portion： shell

10282 ＜貝類＞あさり　つくだ煮

Mollusks, short-neck clam*, "Tsukudani "
(simmered meat in soy sauce and sugar)
[*Syn. baby-neck clam, Manila clam, Japanese
littleneck]

10283 ＜貝類＞あさり　缶詰　水煮

Mollusks, short-neck clam*, canned products,
boiled in brine
[*Syn. baby-neck clam, Manila clam, Japanese
littleneck]

液汁を除いたもの Drained

10284 ＜貝類＞あさり　缶詰　味付け

Mollusks, short-neck clam*, canned products,
boiled with seasoning
[*Syn. baby-neck clam, Manila clam, Japanese
littleneck]

液汁を除いたもの Drained

10285 ＜貝類＞あわび　生 Mollusks, abalone, raw 試料： くろあわび、まだかあわ
び、めがいあわび

廃棄部位： 貝殻及び内臓 Removed portion： shell and viscera

10286 ＜貝類＞あわび　干し Mollusks, abalone, steamed and dried

10287 ＜貝類＞あわび　塩辛
Mollusks, abalone, "Shiokara" (salted and
fermented)

10288 ＜貝類＞あわび　水煮缶詰 Mollusks, abalone, canned in brine 試料： 輸入品 液汁を除いたもの
Drained
Sample： imported product

10289 ＜貝類＞いがい　生 Mollusks, mussel, raw 廃棄部位： 貝殻、足糸等 Removed portion： shell, byssus, etc.

10290 ＜貝類＞いたやがい　養殖　生 Mollusks, Japanese scallop, cultured, raw 別名： しゃくしがい 廃棄部位： 貝殻 Removed portion： shell

10291 ＜貝類＞エスカルゴ　　水煮缶詰 Mollusks, Escargot Apple snails, canned in brine 試料： 輸入品 液汁を除いたもの
Drained
Sample： imported product

10292 ＜貝類＞かき　養殖　生 Mollusks, oyster, cultured, raw 廃棄部位： 貝殻 Removed portion： shell

10293 ＜貝類＞かき　養殖　水煮 Mollusks, oyster, cultured, boiled むき身 Meat without shell

10294 ＜貝類＞かき　くん製油漬缶詰 Mollusks, oyster, canned in oil, smoked 液汁を含んだもの With liquid

10295 ＜貝類＞さざえ　生 Mollusks, turban shell, raw 廃棄部位： 貝殻及び内臓 Removed portion： shell and viscera

10296 ＜貝類＞さざえ　焼き Mollusks, turban shell, baked 廃棄部位： 貝殻及び内臓 Removed portion： shell and viscera

10318 ＜貝類＞さるぼう　味付け缶詰
Mollusks, ark shell*, canned with seasoning
[*Syn. Mogai clam]

別名： もがい、赤貝（さるぼう）
味付け缶詰

液汁を除いたもの Drained

10297 ＜貝類＞しじみ　生 Mollusks, freshwater clam, raw 廃棄部位： 貝殻 Removed portion： shell

新規 ＜貝類＞しじみ　水煮 Mollusks, freshwater clam, boiled 廃棄部位： 貝殻 Removed portion： shell
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10298 ＜貝類＞たいらがい　貝柱　生
Mollusks, pen shell*, adductor muscle, raw
[*Syn. comb pen shell] 別名： たいらぎ（標準和名）

10299 ＜貝類＞たにし　生 Mollusks, pond snail, raw 試料： まるたにし、ひめたにし 廃棄部位： 貝殻 Removed portion： shell

10300 ＜貝類＞つぶ　生 Mollusks, whelk, raw
別名： ばい
試料： えぞぼら、ひめえぞぼ
ら、えぞばい

むき身
（貝全体の場合、廃棄率： 70%、廃棄部位：
貝殻及び内臓）

Meat without shell and viscera
（For whole body, waste ratio： 70%,
removed portion： shell and viscera)

10301 ＜貝類＞とこぶし　生 Mollusks, Japanese abalone, raw 廃棄部位： 貝殻及び内臓 Removed portion： shell and viscera

10302  ＜貝類＞トップシェル　味付け缶詰 Topshells, Canned with seasoning
 あかにし等を含む
  さざえの缶詰といわれていたも
 の。

 輸入品
6)
 。液汁を除いたもの

7)

10303 ＜貝類＞とりがい　斧足　生 Mollusks, cockle,  foot, raw

10304 ＜貝類＞ばい　生 Mollusks, whelk and Ivory shell, raw
別名： つぶ
試料： ちじみえぞぼら、おお
えっちゅうばい等

廃棄部位： 貝殻及び内臓 Removed portion： shell and viscera

10305 ＜貝類＞ばかがい　生
Mollusks, hen clam*, raw
[*Syn. Chinese surf clam] 別名： あおやぎ 廃棄部位： 貝殻及び内臓 Removed portion: shell and viscera

10306 ＜貝類＞（はまぐり類）　はまぐり　生 Mollusks, hard clam, raw 廃棄部位： 貝殻 Removed portion： shell

10307 ＜貝類＞（はまぐり類）　はまぐり　水煮 Mollusks, hard clam, boiled 廃棄部位： 貝殻 Removed portion： shell

10308 ＜貝類＞（はまぐり類）　はまぐり　焼き Mollusks, hard clam, baked 液汁を含んだもの
廃棄部位： 貝殻

With liquid
Removed portion： shell

10309 ＜貝類＞（はまぐり類）　はまぐり　つくだ煮
Mollusks, hard clam, "Tsukudani " (simmered
meat in soy sauce and sugar)

10310 ＜貝類＞（はまぐり類）　ちょうせんはまぐり　生 Mollusks, common shield-clam, raw 廃棄部位： 貝殻 Removed portion： shell

10311 ＜貝類＞ほたてがい　生
Mollusks, giant ezo-scallop*, raw
[*Syn. common scallop] 廃棄部位： 貝殻 Removed portion： shell

10312 ＜貝類＞ほたてがい　水煮
Mollusks, giant ezo-scallop*, boiled
[*Syn. common scallop] 廃棄部位： 貝殻 Removed portion： shell

10313 ＜貝類＞ほたてがい　貝柱　生
Mollusks, giant ezo-scallop*, adductor muscle,
raw

新規 ＜貝類＞ほたてがい　貝柱　焼き
Mollusks, giant ezo-scallop*, adductor muscle,
baked  [*Syn. common scallop]

10314 ＜貝類＞ほたてがい　貝柱　煮干し

Mollusks, giant ezo-scallop*, adductor muscle,
"Niboshi " (boiled and dried) [*Syn. common
scallop]

10315 ＜貝類＞ほたてがい　貝柱　水煮缶詰

Mollusks, giant ezo-scallop*, adductor muscle,
canned products, boiled in brine [*Syn. common
scallop]

液汁を除いたもの Drained

10316 ＜貝類＞ほっきがい　生
Mollusks, Sakhalin surf clam*, raw
[*Syn. surf clam] 別名： うばがい（標準和名） 廃棄部位： 貝殻 Removed portion： shell

10317 ＜貝類＞みるがい　水管　生 Mollusks, keen's gaper, siphon, raw 別名： みるくい（標準和名） 廃棄部位： 貝殻及び内臓 Removed portion： shell and viscera

 ＜PRAWNS, SHRIMPS AND CRABS ＞

10319 ＜えび・かに類＞（えび類）　あまえび　生
Crustacean, northern shrimp*, raw
[*Syn. pink shrimp]

別名： ほっこくあかえび(標準和
名）

廃棄部位： 頭部、殻、内臓、尾部等
Removed portion： head, shell,
viscera, telson and uropods, etc.

10320 ＜えび・かに類＞（えび類）　いせえび　生 Crustacean, Japanese spiny lobster, raw 廃棄部位： 頭部、殻、内臓、尾部等
Removed portion： head, shell,
viscera, telson and uropods, etc.

10321
＜えび・かに類＞（えび類）　くるまえび　養殖
生

Crustacean, Kuruma prawn, cultured, raw 廃棄部位： 頭部、殻、内臓、尾部等
Removed portion： head, shell,
viscera, telson and uropods, etc.

10322
＜えび・かに類＞（えび類）　くるまえび　養殖
ゆで

Crustacean, Kuruma prawn, cultured, boiled 廃棄部位： 頭部、殻、内臓、尾部等
Removed portion： head, shell,
viscera, telson and uropods, etc.
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10323
＜えび・かに類＞（えび類）　くるまえび　養殖
焼き

Crustacean, Kuruma prawn, cultured, baked 廃棄部位： 頭部、殻、内臓、尾部等
Removed portion： head, shell,
viscera, telson and uropods, etc.

10324 ＜えび・かに類＞（えび類）　さくらえび　ゆで Crustacean, Sakura shrimp, boiled 殻つき With shell

10325 ＜えび・かに類＞（えび類）　さくらえび　素干し Crustacean, Sakura shrimp, dried 殻つき With shell

10326 ＜えび・かに類＞（えび類）　さくらえび　煮干し
Crustacean, Sakura shrimp, "Niboshi " (boiled
and dried) 殻つき With shell

10327 ＜えび・かに類＞（えび類）　大正えび　生
Crustacean, Chinese prawn*, raw
[*Syn. fleshy prawn]

試料： 輸入品
別名： こうらいえび（標準和名）

廃棄部位： 頭部、殻、内臓、尾部等
Removed portion： head, shell,
viscera, telson and uropods, etc.
Sample： imported product

10328 ＜えび・かに類＞（えび類）　しばえび　生 Crustacean, Shiba shrimp, raw 廃棄部位： 頭部、殻、内臓、尾部等
Removed portion： head, shell,
viscera, telson and uropods, etc.

新規
＜えび・かに類＞（えび類）　バナメイエビ　養殖
生

Crustacean, whiteleg shrimp, raw 廃棄部位：? Removed portion： ?

新規
＜えび・かに類＞（えび類）　バナメイエビ　養殖
天ぷら

Crustacean, whiteleg shrimp, tempura 廃棄部位：? Removed portion： ?

10329
＜えび・かに類＞（えび類）　ブラックタイガー
養殖　生

Crustacean, giant tiger prawn, cultured, raw 試料： 輸入品
別名： うしえび（標準和名）

無頭、殻つき
廃棄部位： 殻及び尾部

Headless prawn with shell
Removed portion： shell, telson and
uropods

10330 ＜えび・かに類＞（えび類）　加工品　干しえび
Crustacean, processed shrimp, boiled and dried
shrimp 試料（原材料）： さるえび 殻つき With shell

10331 ＜えび・かに類＞（えび類）　加工品　つくだ煮
Crustacean, processed shrimp, "Tsukudani "
(simmered whole in soy sauce and sugar)

10332 ＜えび・かに類＞（かに類）　がざみ　生
Crustacean, blue crab*, raw
[*Syn. swimming crab, oriental blue crab] 別名： わたりがに 廃棄部位： 殻、内臓等 Removed portion： shell, viscera, etc.

10333 ＜えび・かに類＞（かに類）　毛がに　生 Crustacean, horsehair crab, raw 廃棄部位： 殻、内臓等 Removed portion： shell, viscera, etc.

10334 ＜えび・かに類＞（かに類）　毛がに　ゆで Crustacean, horsehair crab, boiled 殻つきでゆでたもの
廃棄部位： 殻、内臓等

Boiled with shell
Removed portion： shell, viscera, etc.

10335 ＜えび・かに類＞（かに類）　ずわいがに　生
Crustacean, snow crab*, raw
[*Syn. tanner crab] 別名： まつばがに 廃棄部位： 殻、内臓等 Removed portion： shell, viscera, etc.

10336 ＜えび・かに類＞（かに類）　ずわいがに　ゆで
Crustacean, snow crab*, boiled
[*Syn. tanner crab] 別名： まつばがに

殻つきでゆでたもの
廃棄部位： 殻、内臓等

Boiled with shell
Removed portion： shell, viscera, etc.

10337
＜えび・かに類＞（かに類）　ずわいがに　水煮
缶詰

Crustacean, snow crab*, canned products,
boiled in brine [*Syn. tanner crab] 別名： まつばがに 液汁を除いたもの Drained

10338 ＜えび・かに類＞（かに類）　たらばがに　生
Crustacean, red king crab*, raw
[*Syn. king crab] 廃棄部位： 殻、内臓等 Removed portion： shell, viscera, etc.

10339 ＜えび・かに類＞（かに類）　たらばがに　ゆで
Crustacean, red king crab*, boiled
[*Syn. king crab]

殻つきでゆでたもの
廃棄部位： 殻、内臓等

Boiled with shell
Removed portion： shell, viscera, etc.

10340
＜えび・かに類＞（かに類）　たらばがに　水煮
缶詰

Crustacean, red king crab*, canned products,
boiled in brine  [*Syn. king crab] 液汁を除いたもの Drained

(10332)

10341 ＜えび・かに類＞（かに類）　加工品　がん漬
Crustacean, processed crab,  "Ganzuke " (salted
and fermented fiddler crabs) しおまねきの塩辛

 ＜CEPHALOPODS ＞

10342 ＜いか・たこ類＞（いか類）　あかいか　生 Mollusks, neon flying squid, raw 別名： ばかいか、むらさきいか 廃棄部位： 内臓等 Removed portion： viscera, etc.

10343 ＜いか・たこ類＞（いか類）　けんさきいか　生 Mollusks, swordtip squid, raw 廃棄部位： 内臓等 Removed portion： viscera, etc.

10344 ＜いか・たこ類＞（いか類）　こういか　生
Mollusks, golden cuttlefish*, raw
[*Syn. cuttlefish] 別名： すみいか、まいか 廃棄部位： 内臓等 Removed portion： viscera, etc.
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10345 ＜いか・たこ類＞（いか類）　するめいか　生
Mollusks, Japanese common squid*, boiled
[*Syn. short-finned squid] 廃棄部位： 内臓等 Removed portion： viscera, etc.

10346 ＜いか・たこ類＞（いか類）　するめいか　水煮
Mollusks, Japanese common squid*, baked
[*Syn. short-finned squid] 内臓等を除き水煮したもの Boiled after removing viscera, etc.

10347 ＜いか・たこ類＞（いか類）　するめいか　焼き
Mollusks, Japanese common squid*, raw
[*Syn. short-finned squid] 内臓等を除き焼いたもの Baked after removing viscera, etc.

新規
＜いか・たこ類＞（いか類）　するめいか　胴　皮
つき　生

Mollusks, Japanese common squid*, mantle,
with skin, raw
[*Syn. short-finned squid]

新規
＜いか・たこ類＞（いか類）　するめいか　胴　刺
身

Mollusks, Japanese common squid*, mantle,
sashimi  [*Syn. short-finned squid]

新規
＜いか・たこ類＞（いか類）　するめいか　胴　皮
つき　天ぷら

Mollusks, Japanese common squid*, mantle,
with skin, tempera
[*Syn. short-finned squid]

新規
＜いか・たこ類＞（いか類）　するめいか　耳・足
生

Mollusks, Japanese common squid*, arms,
tentacles and fins, raw
[*Syn. short-finned squid]

10348 ＜いか・たこ類＞（いか類）　ほたるいか　生 Mollusks, firefly squid, raw 内臓等を含んだもの With viscera, etc.

10349 ＜いか・たこ類＞（いか類）　ほたるいか　ゆで Mollusks, firefly squid, boiled 内臓等を含んだもの With viscera, etc.

10350 ＜いか・たこ類＞（いか類）　ほたるいか　くん製 Mollusks, firefly squid, seasoned and smoked

10351
＜いか・たこ類＞（いか類）　ほたるいか　つくだ
煮

Mollusks, firefly squid, "Tsukudani " (simmered
whole in soy sauce and sugar)

10352 ＜いか・たこ類＞（いか類）　やりいか　生 Mollusks, spear squid, raw 廃棄部位： 内臓等 Removed portion： viscera, etc.

10353 ＜いか・たこ類＞（いか類）　加工品　するめ
Mollusks, processed squid,  "Surume " (dried
squid)

10354 ＜いか・たこ類＞（いか類）　加工品　さきいか
Mollusks, processed squid,  "Saki-ika " (dried,
seasoned and shredded squid)

10355 ＜いか・たこ類＞（いか類）　加工品　くん製
Mollusks, processed squid,  seasoned and
smoked

10356
＜いか・たこ類＞（いか類）　加工品　切りいかあ
め煮

Mollusks, processed squid,  "Kiriika-ameni "
(dried shredded squid, simmered in glucose
syrup and soy sauce)

10357
＜いか・たこ類＞（いか類）　加工品　いかあら
れ

Mollusks, processed squid,  "Ika-arare " (dried
squid flakes, simmered in glucose syrup and soy
sauce)

10358 ＜いか・たこ類＞（いか類）　加工品　塩辛
Mollusks, processed squid,  "Shiokara " (salted
and fermented meat and liver) 試料： 赤作り

10359
＜いか・たこ類＞（いか類）　加工品　味付け缶
詰

Mollusks, processed squid, canned with
seasoning 液汁を除いたもの Drained

10360 ＜いか・たこ類＞（たこ類）　いいだこ　生 Mollusks, ocellated octopus, raw 内臓等を含んだもの With viscera, etc.

10361 ＜いか・たこ類＞（たこ類）　まだこ　生 Mollusks, common octopus, raw 廃棄部位： 内臓等 Removed portion： viscera, etc.

10362 ＜いか・たこ類＞（たこ類）　まだこ　ゆで Mollusks, common octopus, boiled 内臓等を除きゆでたもの Boiled after removing viscera, etc.

 ＜OTHERS ＞

10363 ＜その他＞あみ　つくだ煮
Crustacean, opossum shrimp, "Tsukudani "
(simmered whole in soy sauce and sugar)

別名： にほんいさざあみ（標準
和名）

10364 ＜その他＞あみ　塩辛
Crustacean, opossum shrimp, "Shiokara "
(salted and fermented)

別名： にほんいさざあみ（標準
和名）

10365 ＜その他＞うに　生うに Sea urchin, raw gonads 試料： むらさきうに、ばふんうに

生殖巣のみ
(うに全体の場合、廃棄率： 95%、廃棄部

位： 殻等）

Gonads only
（For whole body, waste ratio： 95%,
removed portion： shell, etc.)
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10366 ＜その他＞うに　粒うに Sea urchin, "Tsubu-uni " (salted whole gonads)
10367 ＜その他＞うに　練りうに

Sea urchin, "Neri-uni " (salted whole gonad
paste)

10368 ＜その他＞おきあみ　生 Crustacean, Antarctic krill, raw 試料： なんきょくおきあみ、冷凍
品（殻つき）

Sample： frozen product with shell

10369 ＜その他＞おきあみ　ゆで Crustacean, Antarctic krill, boiled 試料： なんきょくおきあみ、
海水でゆでた後冷凍したもの

Boiled in seawater and frozen

10370 ＜その他＞くらげ　塩蔵　塩抜き Jellyfish, Salted, desalted
(10373)

10371 ＜その他＞しゃこ　ゆで Crustacean, mantis shrimp, boiled ゆでしゃこ（むきみ） Commercial product without shell

10372 ＜その他＞なまこ　生 Sea cucumber, raw 廃棄部位： 内臓等 Removed portion： viscera, etc.

10373 ＜その他＞なまこ　このわた
Sea cucumber, "Konowata " (salted and
fermented viscera) 内臓を塩辛にしたもの

10374 ＜その他＞ほや　生
Sea squirt*, raw
[*Syn. Ascidian] 試料： まぼや、あかぼや 廃棄部位： 外皮及び内臓

Removed portion： outer skin and
viscera

10375 ＜その他＞ほや　塩辛

Sea squirt*, "Shiokara " (salted and fermented
meat and viscera）

[*Syn. Ascidian]
 ＜FISH  PASTE  PRODUCTS ＞

10376 ＜水産練り製品＞かに風味かまぼこ
Fish paste products, "Kanifumi-kamaboko "
(imitation crab meat made from surimi) 別名： かにかま

10377 ＜水産練り製品＞昆布巻きかまぼこ
Fish paste products, "Kobumaki-kamaboko"
(surimi rolled by kombu, steamed) 昆布10%を使用したもの Containing 10% of kombu

10378 ＜水産練り製品＞す巻きかまぼこ
Fish paste products, "Sumaki-kamaboko "
(steamed kamaboko covered with straw)

10379 ＜水産練り製品＞蒸しかまぼこ
Fish paste products, "Mushi-kamaboko "
(steamed kamaboko) 蒸し焼きかまぼこを含む

Including baked product after
steaming

10380 ＜水産練り製品＞焼き抜きかまぼこ
Fish paste products, "Yakinuki-kamaboko "
(baked kamaboko )

10381 ＜水産練り製品＞焼き竹輪
Fish paste products, "Yaki-chikuwa " (baked
tubular kamaboko)

10382 ＜水産練り製品＞だて巻
Fish paste products, "Datemaki " (sweet rolled
omelet made of egg and surimi)

10383 ＜水産練り製品＞つみれ
Fish paste products, "Tsumire " (boiled red
meat fish paste)

10384 ＜水産練り製品＞なると
Fish paste products, "Naruto " (boiled stick
kamaboko with cross section of red swirl)

10385 ＜水産練り製品＞はんぺん
Fish paste products, "Hanpen " (boiled fishcake
made of surimi, yam paste and starch)

10386 ＜水産練り製品＞さつま揚げ
Fish paste products, "Satsuma-age " (fried
surimi) 別名： あげはん

10387 ＜水産練り製品＞魚肉ハム Fish paste products, fish ham 別名： フィッシュハム

10388 ＜水産練り製品＞魚肉ソーセージ Fish paste products, fish sausage 別名： フィッシュソーセージ

１１ 肉類 11. Meat
 ＜ANIMAL MEATS ＞

11001 ＜畜肉類＞いのしし　肉　脂身つき　生 Wild boar, meat, lean and fat, raw 別名： ぼたん肉

11002 ＜畜肉類＞いのぶた　肉　脂身つき　生 Pig-wild boar crossbred, meat, lean and fat, raw
11003 ＜畜肉類＞うさぎ　肉　赤肉　生 Rabbit, meat, lean, raw 試料： 家うさぎ Sample： domestic rabbit
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11004 ＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　かた　脂身つき　生
Beef, Japanese beef cattle, chuck, lean and fat,
raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪： 4.3%、筋間脂肪： 11.0%

Subcutaneous fat： 4.3%
Intermuscular fat： 11.0%
Sample： Japanese black

11005
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　かた　皮下脂肪なし
生

Beef, Japanese beef cattle, chuck, without
subcutaneous fat, raw 試料： 黒毛和種 筋間脂肪： 11.5% Intermuscular fat： 11.5%

Sample： Japanese black

11006 ＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　かた　赤肉　生 Beef, Japanese beef cattle, chuck, lean, raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Japanese black

11007 ＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　かた　脂身　生 Beef, Japanese beef cattle, chuck, fat, raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and intermuscular
fat
Sample： Japanese black

11008
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　かたロース　脂身つ
き　生

Beef, Japanese beef cattle, chuck roll, Lean and
fat, raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪： 1.8%、筋間脂肪： 17.0%

Subcutaneous fat： 1.8%
Intermuscular fat： 17.0%
Sample： Japanese black

11009
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　かたロース　皮下脂
肪なし　生

Beef, Japanese beef cattle, chuck roll, without
subcutaneous fat, raw 試料： 黒毛和種 筋間脂肪： 17.4% Intermuscular fat： 17.4%

Sample： Japanese black

11010
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　かたロース　赤肉
生

Beef, Japanese beef cattle, chuck roll, lean, raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Japanese black

11011
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　リブロース　脂身つ
き　生

Beef, Japanese beef cattle, rib loin, lean and fat,
raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪： 4.5%、筋間脂肪： 23.7%

Subcutaneous fat： 4.5%
Intermuscular fat： 23.7%
Sample： Japanese black

新規
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　リブロース　脂身つ
き　焼き

Beef, Japanese beef cattle, rib loin, lean and fat,
baked 試料： 黒毛和種 Sample： Japanese black

新規
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　リブロース　脂身つ
き　ゆで

Beef, Japanese beef cattle, rib-loin, lean and fat,
boiled 試料： 黒毛和種 Sample： Japanese black

11012
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　リブロース　皮下脂
肪なし　生

Beef, Japanese beef cattle, rib loin, without
subcutaneous fat, raw 試料： 黒毛和種 筋間脂肪： 24.8% Intermuscular fat： 24.8%

Sample： Japanese black

11013
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　リブロース　赤肉
生

Beef, Japanese beef cattle, rib loin, lean, raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Japanese black

11014
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　リブロース　脂身
生

Beef, Japanese beef cattle, rib loin, fat, raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and intermuscular
fat
Sample： Japanese black

11015
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　サーロイン　脂身つ
き　生

Beef, Japanese beef cattle, sirloin, lean and fat,
raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪： 11.5%、筋間脂肪： 24.5%

Subcutaneous fat： 11.5%
Intermuscular fat： 24.5%
Sample： Japanese black

11016
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　サーロイン　皮下脂
肪なし　生

Beef, Japanese beef cattle, sirloin, without
subcutaneous fat, raw 試料： 黒毛和種 筋間脂肪： 27.7% Intermuscular fat： 27.7%

Sample： Japanese black

11017
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　サーロイン　赤 肉
生

Beef, Japanese beef cattle, sirloin, lean, raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Japanese black

11018 ＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　ばら　脂身つき　生
Beef, Japanese beef cattle, flank or short plate,
lean and fat, raw

別名： カルビ
試料： 黒毛和種

Sample： Japanese black

11019 ＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　もも　脂身つき　生
Beef, Japanese beef cattle, inside round, lean
and fat, raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪： 5.6%、筋間脂肪： 5.2%

Subcutaneous fat： 5.6%
Intermuscular fat： 5.2%
Sample： Japanese black

11020
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　もも　皮下脂肪なし
生

Beef, Japanese beef cattle, inside round, without
subcutaneous fat, raw 試料： 黒毛和種 筋間脂肪： 5.6% Intermuscular fat： 5.6%

Sample： Japanese black

新規
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　もも　皮下脂肪なし
焼き

Beef, Japanese beef cattle, inside round, without
subcutaneous fat, baked 試料： 黒毛和種 Sample： Japanese black

新規
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　もも　皮下脂肪なし
ゆで

Beef, Japanese beef cattle, inside round, without
subcutaneous fat, boiled 試料： 黒毛和種 Sample： Japanese black
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11021 ＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　もも　赤肉　生
Beef, Japanese beef cattle, inside round, lean,
raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの

Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Japanese black

11022 ＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　もも　脂身　生 Beef, Japanese beef cattle, inside round, fat, raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and intermuscular
fat
Sample： Japanese black

11023
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　そともも　脂身つき
生

Beef, Japanese beef cattle, silver side, lean and
fat, raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪： 6.0%、筋間脂肪： 11.4%

Subcutaneous fat： 6.0%
Intermuscular fat： 11.4%
Sample： Japanese black

11024
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　そともも　皮下脂肪
なし　生

Beef, Japanese beef cattle, silver side, without
subcutaneous fat, raw 試料： 黒毛和種 筋間脂肪： 12.2% Intermuscular fat： 12.2%

Sample： Japanese black

11025 ＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　そともも　赤肉　生 Beef, Japanese beef cattle, silver side, lean, raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Japanese black

11026
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　ランプ　脂身つき
生

Beef, Japanese beef cattle, rump, lean and fat,
raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪： 7.4%、筋間脂肪： 19.8%

Subcutaneous fat： 7.4%
Intermuscular fat： 19.8%
Sample： Japanese black

11027
＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　ランプ　皮下脂肪な
し　生

Beef, Japanese beef cattle, rump, without
subcutaneous fat, raw 試料： 黒毛和種 筋間脂肪： 21.4% Intermuscular fat： 21.4%

Sample： Japanese black

11028 ＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　ランプ　赤肉　生 Beef, Japanese beef cattle, rump, lean, raw 試料： 黒毛和種 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Japanese black

11029 ＜畜肉類＞うし　[和牛肉]　ヒレ　赤肉　生 Beef, Japanese beef cattle, fillet, lean, raw 試料： 黒毛和種 Sample： Japanese black

11030
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　かた　脂身
つき　生

Beef, dairy steer, chuck, lean and fat, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪： 7.9%、筋間脂肪： 12.2%
Subcutaneous fat： 7.9%
Intermuscular fat： 12.2%
Sample： Holstein

11031
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　かた　皮下
脂肪なし　生

Beef, dairy steer, chuck, without subcutaneous
fat, raw

別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

筋間脂肪： 13.1% Intermuscular fat： 13.1%
Sample： Holstein

11032
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　かた　赤肉
生

Beef, dairy steer, chuck, lean, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Holstein

11033
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　かた　脂身
生

Beef, dairy steer, chuck, fat, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Holstein

11034
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　かたロース
脂身つき　生

Beef, dairy steer, chuck roll, lean and fat, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪： 2.2%、筋間脂肪： 16.6%
Subcutaneous fat： 2.2%
Intermuscular fat： 16.6%
Sample： Holstein

11035
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　かたロース
皮下脂肪なし　生

Beef, dairy steer, chuck roll, without
subcutaneous fat, raw

別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

筋間脂肪： 16.9% Intermuscular fat： 16.9%
Sample： Holstein

11036
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　かたロース
赤肉　生

Beef, dairy steer, chuck roll, lean, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Holstein

11037
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　リブロース
脂身つき　生

Beef, dairy steer, rib loin, lean and fat, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪： 7.7%、筋間脂肪： 23.1%
Subcutaneous fat： 7.7%
Intermuscular fat： 23.1%
Sample： Holstein

11038
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　リブロース
脂身つき　焼き

Beef, dairy steer, rib loin, lean and fat, baked 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

Sample： Holstein

11039
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　リブロース
脂身つき　ゆで

Beef, dairy steer, rib loin, lean and fat, boiled 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

Sample： Holstein

11040
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　リブロース
皮下脂肪なし　生

Beef, dairy steer, rib loin, without subcutaneous
fat, raw

別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

筋間脂肪： 24.9% Intermuscular fat： 24.9%
Sample： Holstein

11041
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　リブロース
赤肉　生

Beef, dairy steer, rib loin, lean, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの Sample： Holstein
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11042
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　リブロース
脂身　生

Beef, dairy steer, rib loin, fat, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Holstein

11043
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　サーロイン
脂身つき　生

Beef, dairy steer, sirloin, lean and fat, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪： 12.7%、筋間脂肪： 13.7%
Subcutaneous fat： 12.7%
Intermuscular fat： 13.7%
Sample： Holstein

11044
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　サーロイン
皮下脂肪なし　生

Beef, dairy steer, sirloin, without subcutaneous
fat, raw

別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

筋間脂肪： 15.6% Intermuscular fat： 15.6%
Sample： Holstein

11045
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　サーロイン
赤肉　生

Beef, dairy steer, sirloin, lean, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Holstein

11046
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　ばら　脂身
つき　生

Beef, dairy steer, flank or short plate, lean and
fat, raw

別名： 国産牛、カルビ
試料： ホルスタイン種

Sample： Holstein

新規
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　ばら　脂身
つき　焼き

Beef, dairy steer, flank or short plate, lean and
fat, baked

別名： 国産牛、カルビ
試料： ホルスタイン種

Sample： Holstein

11047
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　もも　脂身つ
き　生

Beef, dairy steer, inside round, lean and fat, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪： 6.2%、筋間脂肪： 8.0%
Subcutaneous fat： 6.2%
Intermuscular fat： 8.0%
Sample： Holstein

11048
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　もも　皮下脂
肪なし　生

Beef, dairy steer, inside round, without
subcutaneous fat, raw

別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

筋間脂肪： 8.5% Intermuscular fat： 8.5%
Sample： Holstein

11049
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　もも　皮下脂
肪なし　焼き

Beef, dairy steer, inside round, without
subcutaneous fat, baked

別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

Sample： Holstein

11050
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　もも　皮下脂
肪なし　ゆで

Beef, dairy steer, inside round, without
subcutaneous fat, boiled

別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

Sample： Holstein

11051
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　もも　赤肉
生

Beef, dairy steer, inside round, lean, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Holstein

11052
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　もも　脂身
生

Beef, dairy steer, inside round, fat, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Holstein

11053
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　そともも　脂
身つき　生

Beef, dairy steer, silver side, lean and fat, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪： 9.9%、筋間脂肪： 9.3%
Subcutaneous fat： 9.9%
Intermuscular fat： 9.3%
Sample： Holstein

11054
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　そともも　皮
下脂肪なし　生

Beef, dairy steer, silver side, without
subcutaneous fat, raw

別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

筋間脂肪： 10.4% Intermuscular fat： 10.4%
Sample： Holstein

11055
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　そともも　赤
肉　生

Beef, dairy steer, silver side, lean, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Holstein

11056
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　ランプ　脂身
つき　生

Beef, dairy steer, rump, lean and fat, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪： 7.7%、筋間脂肪： 12.4%
Subcutaneous fat： 7.7%
Intermuscular fat： 12.4%
Sample： Holstein

11057
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　ランプ　皮下
脂肪なし　生

Beef, dairy steer, rump, without subcutaneous
fat, raw

別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

筋間脂肪： 13.4% Intermuscular fat： 13.4%
Sample： Holstein

11058
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　ランプ　赤肉
生

Beef, dairy steer, rump, lean, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Holstein

11059
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　ヒレ　赤肉
生

Beef, dairy steer, fillet, lean, raw 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

Sample： Holstein

新規
＜畜肉類＞うし　[乳用肥育牛肉]　ヒレ　赤肉
焼き

Beef, dairy steer, fillet, lean, baked 別名： 国産牛
試料： ホルスタイン種

Sample： Holstein

新規
＜畜肉類＞うし　[交雑牛肉]　リブロース　脂身
つき　生

Beef, crossbred cattle, rib loin, lean and fat, raw 皮下脂肪： ○%、筋間脂肪： ○% Subcutaneous fat： ○%
Intermuscular fat： ○%

新規
＜畜肉類＞うし　[交雑牛肉]　リブロース　脂身
つき　焼き

Beef, crossbred cattle, rib loin, lean and fat,
baked
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新規
＜畜肉類＞うし　[交雑牛肉]　リブロース　脂身
つき　ゆで

Beef, crossbred cattle, rib loin, lean and fat,
boiled

新規
＜畜肉類＞うし　[交雑牛肉]　リブロース　皮下
脂肪なし　生

Beef, crossbred cattle, rib loin, without
subcutaneous fat, raw 筋間脂肪： ○% Intermuscular fat： ○%

新規
＜畜肉類＞うし　[交雑牛肉]　リブロース　赤肉
生

Beef, crossbred cattle, rib loin, lean, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

新規
＜畜肉類＞うし　[交雑牛肉]　リブロース　脂身
生

Beef, crossbred cattle, rib loin, fat, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and
intermuscular fat

新規
＜畜肉類＞うし　[交雑牛肉]　ばら　脂身つき
生

Beef, crossbred cattle,  flank or short plate, lean
and fat, boiled

新規
＜畜肉類＞うし　[交雑牛肉]　もも　脂身つき
生

Beef, crossbred cattle,  inside round, lean and
fat, raw 皮下脂肪： ○%、筋間脂肪： ○% Subcutaneous fat： ○%

Intermuscular fat： ○%

新規
＜畜肉類＞うし　[交雑牛肉]　もも　皮下脂肪な
し　生

Beef, crossbred cattle,  inside round, without
subcutaneous fat, raw 筋間脂肪： ○% Intermuscular fat： ○%

新規
＜畜肉類＞うし　[交雑牛肉]　もも　皮下脂肪な
し　焼き

Beef, crossbred cattle,  inside round, without
subcutaneous fat, baked

新規
＜畜肉類＞うし　[交雑牛肉]　もも　皮下脂肪な
し　ゆで

Beef, crossbred cattle,  inside round, without
subcutaneous fat, boiled 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの

Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

新規 ＜畜肉類＞うし　[交雑牛肉]　もも　赤肉　生 Beef, crossbred cattle,  inside round, lean, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and
intermuscular fat

新規 ＜畜肉類＞うし　[交雑牛肉]　もも　脂身　生 Beef, crossbred cattle,  inside round, fat, raw

新規 ＜畜肉類＞うし　[交雑牛肉]　ひれ　赤肉　生
Beef, crossbred cattle, fillet, without
subcutaneous fat, boiled

11060
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　かた　脂身つき
生

Beef, imported beef, chuck, lean and fat, raw 皮下脂肪： 5.3%、筋間脂肪： 5.4% Subcutaneous fat： 5.3%
Intermuscular fat： 5.4%

11061
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　かた　皮下脂肪
なし　生

Beef, imported beef, chuck, without
subcutaneous fat, raw 筋間脂肪： 5.7% Intermuscular fat： 5.7%

11062 ＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　かた　赤肉　生 Beef, imported beef, chuck, lean, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

11063 ＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　かた　脂身　生 Beef, imported beef, chuck, fat, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and
intermuscular fat

11064
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　かたロース　脂身
つき　生

Beef, imported beef, chuck roll, lean and fat,
raw 皮下脂肪： 0.5%、筋間脂肪： 12.1% Subcutaneous fat： 0.5%

Intermuscular fat： 12.1%

11065
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　かたロース　皮下
脂肪なし　生

Beef, imported beef, chuck roll, without
subcutaneous fat, raw 筋間脂肪：12.1% Intermuscular fat： 12.1%

11066
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　かたロース　赤肉
生

Beef, imported beef, chuck roll, lean, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

11067
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　リブロース　脂身
つき　生

Beef, imported beef, rib loin, lean and fat, raw 皮下脂肪： 2.8%、筋間脂肪： 13.9% Subcutaneous fat： 2.8%
Intermuscular fat： 13.9%

新規
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　リブロース　脂身
つき　焼き

Beef, imported beef, rib loin, lean and fat, baked

新規
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　リブロース　脂身
つき　ゆで

Beef, imported beef, rib loin, lean and fat, boiled

11068
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　リブロース　皮下
脂肪なし　生

Beef, imported beef, rib loin, without
subcutaneous fat, raw 筋間脂肪： 14.4% Intermuscular fat： 14.4%

11069
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　リブロース　赤肉
生

Beef, imported beef, rib loin, lean, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

11070
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　リブロース　脂身
生

Beef, imported beef, rib loin, fat, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and
intermuscular fat

11071
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　サーロイン　脂身
つき　生

Beef, imported beef, sirloin, lean and fat, raw 皮下脂肪： 12.8%、筋間脂肪： 15.5% Subcutaneous fat： 12.8%
Intermuscular fat： 15.5%

11072
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　サーロイン　皮下
脂肪なし　生

Beef, imported beef, sirloin, without
subcutaneous fat, raw 筋間脂肪： 17.8% Intermuscular fat： 17.8%
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11073
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　サーロイン　赤肉
生

Beef, imported beef, sirloin, lean, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

11074
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　ばら　脂身つき
生

Beef, imported beef, flank or short plate, lean
and fat, raw 別名： カルビ

11075
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　もも　脂身つき
生

Beef, imported beef, inside round, lean and fat,
raw 皮下脂肪： 3.5%、筋間脂肪： 4.7% Subcutaneous fat： 3.5%

Intermuscular fat： 4.7%

11076
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　もも　皮下脂肪な
し　生

Beef, imported beef, inside round, without
subcutaneous fat, raw 筋間脂肪： 4.9% Intermuscular fat： 4.9%

新規
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　もも　皮下脂肪な
し　焼き

Beef, imported beef, inside round, without
subcutaneous fat, baked

新規
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　もも　皮下脂肪な
し　ゆで

Beef, imported beef, inside round, without
subcutaneous fat, boiled

11077 ＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　もも　赤肉　生 Beef, imported beef, inside round, lean, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

11078 ＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　もも　脂身　生 Beef, imported beef, inside round, fat, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and
intermuscular fat

11079
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　そともも　脂身つ
き　生

Beef, imported beef, silver side, lean and fat,
raw 皮下脂肪： 4.5%、筋間脂肪： 12.2% Subcutaneous fat： 4.5%

Intermuscular fat： 12.2%

11080
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　そともも　皮下脂
肪なし　生

Beef, imported beef, silver side, without
subcutaneous fat, raw 筋間脂肪： 12.8% Intermuscular fat： 12.8%

11081
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　そともも　赤肉
生

Beef, imported beef, silver side, lean, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

11082
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　ランプ　脂身つき
生

Beef, imported beef, rump, lean and fat, raw 皮下脂肪： 9.7%、筋間脂肪： 11.5 % Subcutaneous fat： 9.7%
Intermuscular fat： 11.5%

11083
＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　ランプ　皮下脂肪
なし　生

Beef, imported beef, rump, without
subcutaneous fat, raw 筋間脂肪： 12.8% Intermuscular fat： 12.8%

11084 ＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　ランプ　赤肉　生 Beef, imported beef, rump, lean, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

11085 ＜畜肉類＞うし　[輸入牛肉]　ヒレ　赤肉　生 Beef, imported beef, fillet, lean, raw

11086
＜畜肉類＞うし　[子牛肉]　リブロース　皮下脂
肪なし　生

Veal, rib loin, without subcutaneous fat, raw

11087
＜畜肉類＞うし　[子牛肉]　ばら　皮下脂肪なし
生

Veal, flank or short plate, without subcutaneous
fat, raw

11088
＜畜肉類＞うし　[子牛肉]　もも　皮下脂肪なし
生

Veal, inside round, without subcutaneous fat,
raw

11089 ＜畜肉類＞うし　[ひき肉]　生 Beef, ground meat, raw
新規 ＜畜肉類＞うし　[ひき肉]　焼き Beef, ground meat, baked
11090 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　舌　生 Beef, variety meat and by-products, tongue, raw 別名： たん

新規 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　舌　焼き
Beef, variety meat and by-products, tongue,
baked

11091 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　心臓　生 Beef, variety meat and by-products, heart, raw 別名： はつ

11092 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　肝臓　生 Beef, variety meat and by-products, liver, raw 別名： レバー
試料： 和牛

Sample： Japanese beef cattle

11093 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　じん臓　生 Beef, variety meat and by-products, kidney, raw 別名： まめ

11094 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　第一胃　ゆで
Beef, variety meat and by-products, rumen,
boiled

別名： みの
試料： 市販品

Sample： commercial product

11095 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　第二胃　ゆで
Beef, variety meat and by-products, reticulum,
boiled

別名： はちのす
試料： 市販品

Sample： commercial product

11096 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　第三胃　生
Beef, variety meat and by-products, omasum,
raw 別名： せんまい

11097 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　第四胃　ゆで
Beef, variety meat and by-products, abomasum,
boiled

別名： あかせんまい、ギアラ
試料： 市販品

Sample： commercial product
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11098 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　小腸　生
Beef, variety meat and by-products, small
intestine, raw 別名： ひも

11099 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　大腸　生
Beef, variety meat and by-products, large
intestine, raw 別名： しまちょう

11100 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　直腸　生 Beef, variety meat and by-products, rectum, raw 別名： てっぽう

11101 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　腱　ゆで
Beef, variety meat and by-products, sinew,
boiled

別名： すじ
試料： 市販品

Sample： commercial product

11102 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　子宮　ゆで
Beef, variety meat and by-products, uterus,
boiled

別名： こぶくろ
試料： 市販品

Sample： commercial product

11103 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　尾　生 Beef, variety meat and by-products, tail, raw 別名： テール
皮を除いたもの
廃棄部位： 骨

Without skin
Removed portion： bones

新規 ＜畜肉類＞うし　[副生物]　横隔膜　生
Beef, variety meat and by-products, outside
skirt, raw 別名： ハラミ

11104 ＜畜肉類＞うし　[加工品]　ローストビーフ Beef products, roast beef 試料： 市販品 ビタミンC： 酸化防止用として添加品あり
Some products may contain ascorbic
acid as antioxidant

11105 ＜畜肉類＞うし　[加工品]　コンビーフ缶詰 Beef products, corned beef, canned
11106 ＜畜肉類＞うし　[加工品]　味付け缶詰 Beef products, canned with seasoning 試料： 大和煮缶詰 液汁を含んだもの With liquid

11107 ＜畜肉類＞うし　[加工品]　ビーフジャーキー Beef products, beef jerky ビタミンE及びビタミンC： 酸化防止用として
添加品あり

Some products may contain ascorbic
acid and/or vitamin E as antioxidant

11108 ＜畜肉類＞うし　[加工品]　スモークタン Beef products, smoked tongue ビタミンE及びビタミンC： 酸化防止用として
添加品あり

Some products may contain ascorbic
acid and/or vitamin E as antioxidant

11109 ＜畜肉類＞うま　肉　赤肉　生 Horse, meat, lean, raw 別名： さくら肉 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

11110 ＜畜肉類＞くじら　肉　赤肉　生 Whale, meat, lean, raw 試料： ミンクくじら 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Minke whale

11111 ＜畜肉類＞くじら　うねす　生 Whale, meat, ventral groove meat, raw 試料： ミンクくじら Sample： Minke whale

11112 ＜畜肉類＞くじら　本皮　生 Whale, blubber, raw 試料： ミンクくじら Sample： Minke whale

11113 ＜畜肉類＞くじら　さらしくじら
Whale, "Sarashi-kujira "(salted, sliced and
boiled tail fluke) 試料： ミンクくじら Sample： Minke whale

11114 ＜畜肉類＞しか　あかしか　赤肉　生 Deer, red deer, meat, lean, raw 試料： 輸入冷凍品 Sample： imported frozen product

新規 ＜畜肉類＞しか　にほんじか　赤肉　生 Deer, Japanese sika deer, meat, lean, raw 試料：　えぞしか Sample： Hokkaido sika deer

11115
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　かた　脂身つき
生

Pork, large breed, picnic shoulder, lean and fat,
raw 皮下脂肪： 8.2%、筋間脂肪： 7.5% Subcutaneous fat： 8.2%

Intermuscular fat： 7.5%

11116
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　かた　皮下脂肪
なし　生

Pork, large breed, picnic shoulder, without
subcutaneous fat, raw 筋間脂肪： 8.0% Intermuscular fat： 8.0%

11117 ＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　かた　赤肉　生 Pork, large breed, picnic shoulder, lean, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

11118 ＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　かた　脂身　生 Pork, large breed, picnic shoulder, fat, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and intermuscular
fat

11119
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　かたロース　脂
身つき　生

Pork, large breed, Boston butt, lean and fat, raw 皮下脂肪： 5.7%、筋間脂肪： 12.4% Subcutaneous fat： 5.7%
Intermuscular fat： 12.4%

11120
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　かたロース　皮
下脂肪なし　生

Pork, large breed, Boston butt, without
subcutaneous fat, raw 筋間脂肪： 13.1% Intermuscular fat： 13.1%

11121
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　かたロース　赤
肉　生

Pork, large breed, Boston butt, lean, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

11122
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　かたロース　脂
身　生

Pork, large breed, Boston butt, fat, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and intermuscular
fat

11123
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　ロース　脂身つ
き　生

Pork, large breed, loin, lean and fat, raw 皮下脂肪： 11.4%、筋間脂肪： 7.9% Subcutaneous fat： 11.4%
Intermuscular fat： 7.9%
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11124
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　ロース　脂身つ
き　焼き

Pork, large breed, loin, lean and fat, baked

11125
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　ロース　脂身つ
き　ゆで

Pork, large breed, loin, lean and fat, boiled

新規
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　ロース　脂身つ
き　とんかつ

Pork, large breed, loin, lean and fat, breaded
and fried

11126
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　ロース　皮下脂
肪なし　生

Pork, large breed, loin, without subcutaneous
fat, raw 筋間脂肪： 8.9% Intermuscular fat： 8.9%

11127
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　ロース　赤肉
生

Pork, large breed, loin, lean, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

11128
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　ロース　脂身
生

Pork, large breed, loin, fat, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and intermuscular
fat

11129
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　ばら　脂身つき
生

Pork, large breed, belly, lean and fat, raw

新規
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　ばら　脂身つき
焼き

Pork, large breed, belly, lean and fat, baked

11130
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　もも　脂身つき
生

Pork, large breed, inside ham, lean and fat, raw 皮下脂肪： 6.9%、筋間脂肪： 3.4% Subcutaneous fat： 6.9%
Intermuscular fat： 3.4%

11131
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　もも　皮下脂肪
なし　生

Pork, large breed, inside ham, without
subcutaneous fat, raw 筋間脂肪： 3.7% Intermuscular fat： 3.7%

11132
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　もも　皮下脂肪
なし　焼き

Pork, large breed, inside ham, without
subcutaneous fat, baked

11133
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　もも　皮下脂肪
なし　ゆで

Pork, large breed, inside ham, without
subcutaneous fat, boiled

11134 ＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　もも　赤肉　生 Pork, large breed, inside ham, lean, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

11135 ＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　もも　脂身　生 Pork, large breed, inside ham, fat, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and intermuscular
fat

11136
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　そともも　脂身つ
き　生

Pork, large breed, outside ham, lean and fat,
raw 皮下脂肪： 10.2%、筋間脂肪： 7.4% Subcutaneous fat： 10.2%

Intermuscular fat： 7.4%

11137
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　そともも　皮下脂
肪なし　生

Pork, large breed, outside ham, without
subcutaneous fat, raw 筋間脂肪： 8.3% Intermuscular fat： 8.3%

11138
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　そともも　赤肉
生

Pork, large breed, outside ham, lean, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat

11139
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　そともも　脂身
生

Pork, large breed, outside ham, fat, raw 皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and intermuscular
fat

11140 ＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　ヒレ　赤肉　生 Pork, large breed, fillet, lean, raw

新規 ＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　ヒレ　赤肉　焼き Pork, large breed, fillet, lean, baked

新規
＜畜肉類＞ぶた　[大型種肉]　ヒレ　赤肉　とん
かつ

Pork, large breed, fillet, lean, breaded and fried

11141
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　かた　脂身つき
生

Pork, medium breed, picnic shoulder, lean and
fat, raw

別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪： 9.9%、筋間脂肪： 9.1%
Subcutaneous fat： 9.9%
Intermuscular fat： 9.1%
Sample： Berkshire

11142
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　かた　皮下脂肪
なし　生

Pork, medium breed, picnic shoulder, without
subcutaneous fat, raw

別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

筋間脂肪： 10.1% Intermuscular fat： 10.1%
Sample： Berkshire

11143 ＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　かた　赤肉　生 Pork, medium breed, picnic shoulder, lean, raw 別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Berkshire

11144 ＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　かた　脂身　生 Pork, medium breed, picnic shoulder, fat, raw 別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and intermuscular
fat
Sample： Berkshire
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11145
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　かたロース　脂
身つき　生

Pork, medium breed, Boston butt, lean and fat,
raw

別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪： 6.6%、筋間脂肪： 12.6%
Subcutaneous fat： 6.6%
Intermuscular fat： 12.6%
Sample： Berkshire

11146
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　かたロース　皮
下脂肪なし　生

Pork, medium breed, Boston butt, without
subcutaneous fat, raw

別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

筋間脂肪： 13.6% Intermuscular fat： 13.6%
Sample： Berkshire

11147
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　かたロース　赤
肉　生

Pork, medium breed, Boston butt, lean, raw 別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Berkshire

11148
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　かたロース　脂
身　生

Pork, medium breed, Boston butt, fat, raw 別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and intermuscular
fat
Sample： Berkshire

11149
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　ロース　脂身つ
き　生

Pork, medium breed, loin, lean and fat, raw 別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪： 13.8%、筋間脂肪： 10.6%
Subcutaneous fat： 13.8%
Intermuscular fat： 10.6%
Sample： Berkshire

11150
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　ロース　皮下脂
肪なし　生

Pork, medium breed, loin, without subcutaneous
fat, raw

別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

筋間脂肪： 12.2% Intermuscular fat： 12.2%
Sample： Berkshire

11151
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　ロース　赤肉
生

Pork, medium breed, loin, lean, raw 別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Berkshire

11152
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　ロース　脂身
生

Pork, medium breed, loin, fat, raw 別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and intermuscular
fat
Sample： Berkshire

11153
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　ばら　脂身つき
生

Pork, medium breed, belly, lean and fat, raw 別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

11154
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　もも　脂身つき
生

Pork, medium breed, inside ham, lean and fat,
raw

別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪： 11.1%、筋間脂肪： 3.2%
Subcutaneous fat： 11.1%
Intermuscular fat： 3.2%
Sample： Berkshire

11155
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　もも　皮下脂肪
なし　生

Pork, medium breed, inside ham, without
subcutaneous fat, raw

別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

筋間脂肪： 3.6% Intermuscular fat： 3.6%
Sample： Berkshire

11156 ＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　もも　赤肉　生 Pork, medium breed, inside ham, lean, raw 別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Berkshire

11157 ＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　もも　脂身　生 Pork, medium breed, inside ham, fat, raw 別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and intermuscular
fat
Sample： Berkshire

11158
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　そともも　脂身つ
き　生

Pork, medium breed, outside ham, lean and fat,
raw

別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪： 18.4%、筋間脂肪： 4.5%
Subcutaneous fat： 18.4%
Intermuscular fat： 4.5%
Sample： Berkshire

11159
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　そともも　皮下脂
肪なし　生

Pork, medium breed, outside ham, without
subcutaneous fat, raw

別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

筋間脂肪： 5.5% Intermuscular fat： 5.5%
Sample： Berkshire

11160
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　そともも　赤肉
生

Pork, medium breed, outside ham, lean, raw 別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪及び筋間脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat and
intermuscular fat
Sample： Berkshire

11161
＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　そともも　脂身
生

Pork, medium breed, outside ham, fat, raw 別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

皮下脂肪及び筋間脂肪
Subcutaneous fat and intermuscular
fat
Sample： Berkshire

11162 ＜畜肉類＞ぶた　[中型種肉]　ヒレ　赤肉　生 Pork, medium breed, fillet, lean, raw 別名： 黒ぶた
試料： バークシャー種

11163 ＜畜肉類＞ぶた　[ひき肉]　生 Pork, ground meat, raw
新規 ＜畜肉類＞ぶた　[ひき肉]　焼き Pork, ground meat, baked
11164 ＜畜肉類＞ぶた　[副生物]　舌　生 Pork, variety meat and by-products, tongue, raw 別名： たん

11165 ＜畜肉類＞ぶた　[副生物]　心臓　生 Pork, variety meat and by-products, heart, raw 別名： はつ

11166 ＜畜肉類＞ぶた　[副生物]　肝臓　生 Pork, variety meat and by-products, liver, raw 別名： レバー
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11167 ＜畜肉類＞ぶた　[副生物]　じん臓　生 Pork, variety meat and by-products, kidney, raw 別名： まめ

11168 ＜畜肉類＞ぶた　[副生物]　胃　ゆで
Pork, variety meat and by-products, stomach,
boiled

別名： がつ
試料： 市販品

Sample： commercial product

11169 ＜畜肉類＞ぶた　[副生物]　小腸　ゆで
Pork, variety meat and by-products, small
intestine, boiled

別名： ひも
試料： 市販品

Sample： commercial product

11170 ＜畜肉類＞ぶた　[副生物]　大腸　ゆで
Pork, variety meat and by-products, large
intestine, boiled 試料： 市販品 Sample： commercial product

11171 ＜畜肉類＞ぶた　[副生物]　子宮　生 Pork, variety meat and by-products, uterus, raw 別名： こぶくろ

11172 ＜畜肉類＞ぶた　[副生物]　豚足　ゆで Pork, variety meat and by-products, feet, boiled 皮付きのもの
廃棄部位： 骨

With skin
Removed portion： bones

11173 ＜畜肉類＞ぶた　[副生物]　軟骨　ゆで
Pork, variety meat and by-products, cartilage,
boiled

別名： ふえがらみ
試料： 市販品

11174
＜畜肉類＞ぶた　[ハム・プレスハム類]　骨付き
ハム

Pork, ham, bone-in 廃棄部位： 皮及び骨
ビタミンC： 添加品を含む

Removed portion： skin and bones
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11175
＜畜肉類＞ぶた　[ハム・プレスハム類]　ボンレ
スハム

Pork, ham, boneless ビタミンC： 添加品を含む
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11176
＜畜肉類＞ぶた　[ハム・プレスハム類]　ロース
ハム

Pork, ham, loin ビタミンC： 添加品を含む
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11177
＜畜肉類＞ぶた　[ハム・プレスハム類]　ショル
ダーハム

Pork, ham, shoulder ビタミンC： 添加品を含む
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11178
＜畜肉類＞ぶた　[ハム・プレスハム類]　プレス
ハム

Pork, ham, pressed ビタミンC： 添加品を含む
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11179  主原料：マトン ビタミンC： 添加品を含む 7) Main ingredient : mutton

11180
＜畜肉類＞ぶた　[ハム・プレスハム類]　チョッ
プドハム

Pork, ham, chopped ビタミンC： 添加品を含む
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11181
＜畜肉類＞ぶた　[ハム・プレスハム類]　生ハム
促成

Pork, ham, uncooked ham, fresh ラックスハムを含む ビタミンC： 添加品を含む
Including Lachsschinken
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11182
＜畜肉類＞ぶた　[ハム・プレスハム類]　生ハム
長期熟成

Pork, ham, uncooked ham, ripened プロシュートを含む Including Prosciutto

11183 ＜畜肉類＞ぶた　[ベーコン類]　ベーコン Pork, bacon, belly ばら肉を原料とするもの ビタミンC： 添加品を含む
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11184
＜畜肉類＞ぶた　[ベーコン類]　ロースベーコ
ン

Pork, bacon, loin ビタミンC： 添加品を含む
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11185
＜畜肉類＞ぶた　[ベーコン類]　ショルダー
ベーコン

Pork, bacon, shoulder ビタミンC： 添加品を含む
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11186
＜畜肉類＞ぶた　[ソーセージ類]　ウインナー
ソーセージ

Pork, sausage, Vienna ビタミンC： 添加品を含む
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11187
＜畜肉類＞ぶた　[ソーセージ類]　セミドライ
ソーセージ

Pork, sausage, semi-dry ソフトサラミを含む ビタミンC： 添加品を含む
Including soft salami
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11188
＜畜肉類＞ぶた　[ソーセージ類]　ドライソー
セージ

Pork, sausage, dry サラミを含む ビタミンC： 添加品を含む
Including salami
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11189
＜畜肉類＞ぶた　[ソーセージ類]　フランクフル
トソーセージ

Pork, sausage, Frankfurter ビタミンC： 添加品を含む
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11190
＜畜肉類＞ぶた　[ソーセージ類]　ボロニアソー
セージ

Pork, sausage, Bologna ビタミンC： 添加品を含む
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11191
＜畜肉類＞ぶた　[ソーセージ類]　リオナソー
セージ

Pork, sausage, Lyoner ビタミンC： 添加品を含む
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11192
＜畜肉類＞ぶた　[ソーセージ類]　レバーソー
セージ

Pork, sausage, liver
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11193
＜畜肉類＞ぶた　[ソーセージ類]　混合ソー
セージ

Pork, sausage, mixed with fish meat ビタミンC： 添加品を含む
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

11194
＜畜肉類＞ぶた　[ソーセージ類]　生ソーセー
ジ

Pork, sausage, fresh sausage 別名： フレッシュソーセージ

11195 ＜畜肉類＞ぶた　[その他}　焼き豚 Pork, roast pork 試料： 市販品、蒸し焼きしたも
の

ビタミンC： 添加品を含む

Some product may include ascorbic
acid as antioxidant
Sample： commercial product, steam-
roasted

11196 ＜畜肉類＞ぶた　[その他}　レバーペースト Pork, liver paste
11197 ＜畜肉類＞ぶた　[その他}　スモークレバー Pork, smoked liver
11198 ＜畜肉類＞ぶた　[その他}　ゼラチン Pork, gelatin 試料： 家庭用 Sample： product for home use

11199
＜畜肉類＞めんよう　[マトン]　ロース　脂身つき
生

Mutton, loin, lean and fat, raw
別名： ひつじ
試料： ニュージーランド、オー
ストラリア産

Sample： imported from New Zealand
and Australia

新規
＜畜肉類＞めんよう　[マトン]　ロース　脂身つき
焼き

Mutton, loin, lean and fat, baked
別名： ひつじ
試料： ニュージーランド、オー
ストラリア産

Sample： imported from New Zealand
and Australia

11200
＜畜肉類＞めんよう　[マトン]　もも　脂身つき
生

Mutton, leg, lean and fat, raw
別名： ひつじ
試料： ニュージーランド、オー
ストラリア産

Sample： imported from New Zealand
and Australia

11201
＜畜肉類＞めんよう　[ラム]　かた　脂身つき
生

Lamb, shoulder, lean and fat, raw
別名： ひつじ
試料： ニュージーランド、オー
ストラリア産

Sample： imported from New Zealand
and Australia

11202
＜畜肉類＞めんよう　[ラム]　ロース　脂身つき
生

Lamb, loin, lean and fat, raw
別名： ひつじ
試料： ニュージーランド、オー
ストラリア産

Sample： imported from New Zealand
and Australia

新規
＜畜肉類＞めんよう　[ラム]　ロース　脂身つき
焼き

Lamb, loin, lean and fat, baked
別名： ひつじ
試料： ニュージーランド、オー
ストラリア産

Sample： imported from New Zealand
and Australia

11203 ＜畜肉類＞めんよう　[ラム]　もも　脂身つき　生 Lamb, leg, lean and fat, raw
別名： ひつじ
試料： ニュージーランド、オー
ストラリア産

Sample： imported from New Zealand
and Australia

新規
＜畜肉類＞めんよう　[ラム]　もも　脂身つき　焼
き

Lamb, leg, lean and fat, baked
別名： ひつじ
試料： ニュージーランド、オー
ストラリア産

Sample： imported from New Zealand
and Australia

11179 ＜畜肉類＞めんよう　混合プレスハム Mutton, ham, pressed, mixed with fish meat マトンに、つなぎとして魚肉を混
合したもの

ビタミンC： 添加品を含む
Some product may include ascorbic
acid as antioxidant

 ＜POULTRIES ＞

11207 ＜鳥肉類＞うずら　肉　皮つき　生 Japanese quail, meat and skin, raw

11239 ＜鳥肉類＞がちょう　フォアグラ　ゆで Goose, foie gras, boiled 試料： 調味料無添加輸入品
Sample： imported product without
seasoning

11208 ＜鳥肉類＞かも　まがも　肉　皮なし　生 Duck, wild, meat only, raw 試料： 輸入冷凍品 皮下脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat
Sample： imported frozen product

11205 ＜鳥肉類＞かも　あいがも　肉　皮つき　生
Duck, "Aigamo " (crossbred duck), meat and
skin, raw 試料： 輸入冷凍品 Sample： imported frozen product

11206 ＜鳥肉類＞かも　あひる　肉　皮つき　生 Duck, domesticated, meat and skin, raw
112４７ ＜鳥肉類＞かも　あひる　肉　皮なし　生 Duck, domesticated, meat only, raw
新規 ＜鳥肉類＞かも　あひる　皮　生 Duck, domesticated, skin, raw

11209 ＜鳥肉類＞きじ　肉　皮なし　生 Common pheasant, meat only, raw 試料： 輸入冷凍品 皮下脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat
Sample： imported frozen product

11210 ＜鳥肉類＞しちめんちょう　肉　皮なし　生 Turkey, meat only, raw 皮下脂肪を除いたもの Sample： imported frozen product
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11211 ＜鳥肉類＞すずめ　肉　骨・皮つき　生 Sparrow, meat with bone and skin, raw 試料： 輸入冷凍品 くちばし、内臓及び足先を除いたもの
Without bill, offal and leg
Sample： imported frozen product

11212
＜鳥肉類＞にわとり　[成鶏肉]　手羽　皮つき
生

Chicken, mature, wing, meat and skin, raw 廃棄部位： 骨 Removed portion： bones

11213
＜鳥肉類＞にわとり　[成鶏肉]　むね　皮つき
生

Chicken, mature, breast, meat and skin, raw 皮及び皮下脂肪： 32.8% Skin and subcutaneous fat： 32.8%

11214
＜鳥肉類＞にわとり　[成鶏肉]　むね　皮なし
生

Chicken, mature, breast, meat only, raw 皮下脂肪を除いたもの Without subcutaneous fat

11215
＜鳥肉類＞にわとり　[成鶏肉]　もも　皮つき
生

Chicken, mature, thigh, meat and skin, raw 皮及び皮下脂肪： 30.6% Skin and subcutaneous fat： 30.6%

11216
＜鳥肉類＞にわとり　[成鶏肉]　もも　皮なし
生

Chicken, mature, thigh, meat only, raw 皮下脂肪を除いたもの Without subcutaneous fat

11217 ＜鳥肉類＞にわとり　[成鶏肉]　ささ身　生 Chicken, mature, inner fillet, raw 廃棄部位： すじ Removed portion： sinew

11218
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　手羽　皮つき
生

Chicken, broiler, wing, meat and skin, raw 廃棄部位： 骨 Removed portion： bones

新規
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　手羽先　皮つき
生

Chicken, broiler, wing tip, meat and skin, raw 廃棄部位： 骨? Removed portion： bones

新規
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　手羽元　皮つき
生

Chicken, broiler, wing stick, meat and skin, raw 廃棄部位： 骨? Removed portion： bones

11219
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　むね　皮つき
生

Chicken, broiler, breast, meat and skin, raw 皮及び皮下脂肪： 21.5% Skin and subcutaneous fat： 21.5%

新規
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　むね　皮つき
焼き

Chicken, broiler, breast, meat and skin, baked

11220
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　むね　皮なし
生

Chicken, broiler, breast, meat only, raw 皮下脂肪を除いたもの Without subcutaneous fat

新規
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　むね　皮なし
焼き

Chicken, broiler, breast, meat only, baked 皮下脂肪を除いたもの Without subcutaneous fat

11221
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　もも　皮つき
生

Chicken, broiler, thigh, meat and skin, raw 皮及び皮下脂肪： 21.2% Skin and subcutaneous fat： 21.2%

11222
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　もも　皮つき
焼き

Chicken, broiler, thigh, meat and skin, baked

11223
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　もも　皮つき
ゆで

Chicken, broiler, thigh, meat and skin, boiled

新規
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　もも　皮つき
唐揚げ

Chicken, broiler, thigh, meat and skin, floured
and fried

11224
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　もも　皮なし
生

Chicken, broiler, thigh, meat only, raw 皮下脂肪を除いたもの Without subcutaneous fat

11225
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　もも　皮なし
焼き

Chicken, broiler, thigh, meat only, baked 皮下脂肪を除いたもの Without subcutaneous fat

11226
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　もも　皮なし　ゆ
で

Chicken, broiler, thigh, meat only, boiled 皮下脂肪を除いたもの Without subcutaneous fat

新規
＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　もも　皮なし
唐揚げ

Chicken, broiler, thigh, meat only, floured and
fried 皮下脂肪を除いたもの Without subcutaneous fat

11227 ＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　ささ身　生 Chicken, broiler, inner fillet, raw 廃棄部位： すじ Removed portion： sinew

11228 ＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　ささ身　焼き Chicken, broiler, inner fillet, baked
11229 ＜鳥肉類＞にわとり　[若鶏肉]　ささ身　ゆで Chicken, broiler, inner fillet, boiled
11230 ＜鳥肉類＞にわとり　[ひき肉]　生 Chicken, ground meat, raw
新規 ＜鳥肉類＞にわとり　[ひき肉]　焼き Chicken, ground meat, baked
11231 ＜鳥肉類＞にわとり　[副生物]　心臓　生

Chicken, variety meat and by-products, heart,
raw 別名： はつ

11232 ＜鳥肉類＞にわとり　[副生物]　肝臓　生
Chicken, variety meat and by-products, liver,
raw 別名： レバー

11233 ＜鳥肉類＞にわとり　[副生物]　筋胃　生
Chicken, variety meat and by-products, gissard,
raw 別名： 砂ぎも
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11234 ＜鳥肉類＞にわとり　[副生物]　皮　むね　生
Chicken, variety meat and by-products, skin,
breast, raw 皮下脂肪を含んだもの With subcutaneous fat

11235 ＜鳥肉類＞にわとり　[副生物]　皮　もも　生
Chicken, variety meat and by-products, skin,
thigh, raw 皮下脂肪を含んだもの With subcutaneous fat

11236 ＜鳥肉類＞にわとり　[副生物]　軟骨　生
Chicken, variety meat and by-products,
cartilage bone, raw 別名： やげん

11237 ＜鳥肉類＞にわとり　[その他]　焼き鳥缶詰
Chicken, canned products, roast meat with
seasoning 汁を含んだもの With liquid

新規 ＜鳥肉類＞にわとり　[その他]　チキンナゲット Chicken, nuggets
新規 ＜鳥肉類＞にわとり　[その他]　つくね

Chicken, "Tsukune " (Japanese chicken
meatball)

11238
＜鳥肉類＞はと　肉　皮なし　生　肉　皮なし
生

Pigeon, meat only, raw 試料： 輸入冷凍品 Sample： imported frozen product

11240 ＜鳥肉類＞ほろほろちょう　肉　皮なし　生 Guinea fowl, meat only, raw 試料： 輸入冷凍品 皮下脂肪を除いたもの
Without subcutaneous fat
Sample： imported frozen product

 ＜OTHERS ＞

11241 ＜その他＞いなご　つくだ煮
Rice hopper, Tsukudani (simmered whole
without wings and legs in soy sauce and sugar)

11242 ＜その他＞かえる　肉　生 Bullfrog, meat, raw 試料： うしがえる､輸入冷凍品 Sample： imported frozen product

11243 ＜その他＞すっぽん　肉　生 Chinese softshell turtle, meat, raw 甲殻、頭部、脚、内臓、皮等を除いたもの
Without carapace, head, legs, viscera,
skin, etc.

11244 ＜その他＞はち　はちの子缶詰 Wasp, larva, canned with seasoning 原材料： 主として地ばち （くろ
すずめばち）の幼虫

１２ 卵類 12. Eggs

12020 あひる卵　ピータン
Egg products, domesticated duck, century egg
(Pidan) 廃棄部位： 泥状物及び卵殻（卵殻： 15%）

Removed portion： dirt and eggshell
(eggshell： 15%)

12001 うこっけい卵　全卵　生 Eggs, silkie, whole, raw
廃棄部位： 付着卵白を含む卵殻（卵殻：
13%）
卵黄：卵白= 38：62

Removed portion： eggshell including
adhered egg white (eggshell： 13%)
Yolk ： White = 38 ： 62

12002 うずら卵　全卵　生 Eggs, Japanese quail, whole, raw
廃棄部位： 付着卵白を含む卵殻（卵殻：
12%）
卵黄：卵白= 38：62

Removed portion： eggshell including
adhered egg white (eggshell： 12%)
Yolk ： White = 38 ： 62

12003 うずら卵　水煮缶詰 Eggs, Japanese quail, boiled, canned in brine 液汁を除いたもの Drained

12004 鶏卵　全卵　生 Eggs, chicken, whole, raw 冷凍液全卵を含む

廃棄部位： 付着卵白を含む卵殻（卵殻：
13%）
卵黄：卵白= 31：69
ビタミンD： ビタミンD活性代謝物を含む（ビ
タミンD活性代謝物を含まない場合： 0.9
μg）

Including frozen liquid whole egg
Removed portion： eggshell including
adhered egg white (eggshell： 13%)
Yolk ： White = 31 ： 69
Vitamin D： including vitamin D active
metabolites (excluding vitamin D
active metabolites： 0.9 µg)

12005 鶏卵　全卵　ゆで Eggs, chicken, whole, boiled

卵黄：卵白(付着卵白を含む)＝30：70
ビタミンD： ビタミンD活性代謝物を含む（ビ
タミンD活性代謝物を含まない場合： 0.9 µ
g）

 
Yolk： White(including adhered egg
white)=30：70
Vitamin D： including vitamin D active
metabolites (excluding vitamin D
active metabolites： 0.9 µg)
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12006 鶏卵　全卵　ポーチドエッグ Eggs, chicken, whole, poached egg
12007 鶏卵　全卵　水煮缶詰 Eggs, chicken, boiled and canned in brine 液汁を除いたもの Drained

12008 鶏卵　全卵　加糖全卵 Eggs, chicken, whole, sugared しょ糖： 20g Including 20g of sucrose

12009 鶏卵　全卵　乾燥全卵 Eggs, chicken, whole, dried

12010 鶏卵　卵黄　生 Eggs, chicken, yolk, raw 液卵黄を含む
ビタミンD： ビタミンD活性代謝物を含む（ビ
タミンD活性代謝物を含まない場合： 2.8μ
g）

Including liquid egg yolk
Vitamin D： including vitamin D active
metabolites (excluding vitamin D
active metabolites： 2.8 µg)

12011 鶏卵　卵黄　ゆで Eggs, chicken, yolk, boiled 液卵黄を含む
ビタミンD： ビタミンD活性代謝物を含む（ビ
タミンD活性代謝物を含まない場合： 2.8μ
g）

Including liquid egg yolk
Vitamin D： including vitamin D active
metabolites (excluding vitamin D
active metabolites： 2.8 µg)

12012 鶏卵　卵黄　加糖卵黄 Eggs, chicken, yolk, sugared しょ糖： 20 g Including 20 g of sucrose

12013 鶏卵　卵黄　乾燥卵黄 Eggs, chicken, yolk, dried
12014 鶏卵　卵白　生 Eggs, chicken, white, raw 液卵白を含む Including liquid egg white

12015 鶏卵　卵白　ゆで Eggs, chicken, white, boiled
12016 鶏卵　卵白　乾燥卵白 Eggs, chicken, white, dried

12017 鶏卵　たまご豆腐
Egg products, chicken, Tamago-dofu  (cold
savory egg custard)

12018 鶏卵　たまご焼　厚焼きたまご

Egg products, chicken, Tamago-yaki  (Japanese
rolled omelet), Atsuyaki - tamago  (sweet rolled
omelet with Katsuo-bushi  and kombu dashi )

12019 鶏卵　たまご焼　だし巻きたまご

Egg products, chicken, Tamago-yaki  (Japanese
rolled omelet), Dashimaki - tamago (rolled
omelet with Katsuo-bushi  and kombu dashi )

１３ 乳類 13. Milk and milk products
 ＜MILK AND DAIRY PRODUCTS ＞

13001
＜牛乳及び乳製品＞(液状乳類）　生乳
ジャージー種

Liquid milk, raw milk, Jersey 未殺菌のもの (100 g： 96.9 mL、100 mL： 103.2 g)
Unpasteurized
(100 g： 96.9 mL、100 mL： 103.2 g)

13002
＜牛乳及び乳製品＞(液状乳類）　生乳　ホル
スタイン種

Liquid milk, raw milk, Holstein 未殺菌のもの (100 g： 96.9 mL、100 mL： 103.2 g)
Unpasteurized
(100 g： 96.9 mL、100 mL： 103.2 g)

13003 ＜牛乳及び乳製品＞(液状乳類）　普通牛乳 Liquid milk, whole milk

(100 g； 96.9 mL、100 mL： 103.2 g)
鉄： Trであるが、利用上の便宜のため小数
第2位まで記載。 (本表をTr→0.02に変更）
ビタミンD： ビタミンD活性代謝物を含む（ビ
タミンD活性代謝物を含まない場合： Tr）

(100 g： 96.9 mL、100 mL： 103.2 g)
Iron： round at two decimal place for
convenience
Vitamin D： including vitamin D active
metabolites (excluding vitamin D
active metabolites： Tr)

13004
＜牛乳及び乳製品＞(液状乳類）　加工乳　濃
厚

Liquid milk, containing recombined milk, high
fat (100 g： 96.2 mL、100 mL： 104.0 g) (100 g： 96.2 mL、100 mL： 104.0 g)

13005
＜牛乳及び乳製品＞(液状乳類）　加工乳　低
脂肪

Liquid milk, containing recombined milk, low
fat (100 g:：96.4 mL、100 mL： 103.7 g) (100 g： 96.4 mL、100 mL： 103.7 g)

13006 ＜牛乳及び乳製品＞(液状乳類）　脱脂乳 Liquid milk, skimmed milk (100 g： 96.5 mL、100 mL： 103.6 g) (100 g： 96.5 mL、100 mL： 103.6 g)
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13007
＜牛乳及び乳製品＞(液状乳類）　乳飲料
コーヒー

Milk beverages, coffee flavored (100 g： 95.0 mL、100 mL： 105.3 g) (100 g： 95.0 mL、100 mL： 105.3 g)

13008
＜牛乳及び乳製品＞(液状乳類）　乳飲料　フ
ルーツ

Milk beverages, fruit flavored (100 g： 95.1 mL、100 mL： 105.1 g) (100 g： 95.1 mL、100 mL： 105.1 g)

13009 ＜牛乳及び乳製品＞(粉乳類）　全粉乳 Milk powder, whole milk powder
13010 ＜牛乳及び乳製品＞(粉乳類）　脱脂粉乳 Milk powder, skimmed milk powder 別名： スキムミルク

13011
＜牛乳及び乳製品＞(粉乳類）　乳児用調製粉
乳

Milk powder, infant formula 育児用栄養強化品
別名： 育児用粉ミルク

13012 ＜牛乳及び乳製品＞(練乳類）　無糖練乳 Evaporated whole milk 別名： エバミルク

13013 ＜牛乳及び乳製品＞(練乳類）　加糖練乳 Condensed whole milk, sweetened 別名： コンデンスミルク しょ糖： 44 g Including 44 g of sucrose

13014
＜牛乳及び乳製品＞(クリーム類）　クリーム　乳
脂肪

Cream, milk fat

13015
＜牛乳及び乳製品＞(クリーム類）　クリーム　乳
脂肪 ・ 植物性脂肪

Cream substitute, milk and vegetable fats 脂質： 乳脂肪22.5 gと植物性脂肪19.6 g Lipid： 22.5 g of milk fat and 19.6 g of
vegetable fat

13016
＜牛乳及び乳製品＞(クリーム類）　クリーム　植
物性脂肪

Cream substitute, vegetable fat

13017
＜牛乳及び乳製品＞(クリーム類）　ホイップク
リーム　乳脂肪

Whipping cream, milk fat クリームにグラニュー糖を加え
て泡だてたもの

13018
＜牛乳及び乳製品＞(クリーム類）　ホイップク
リーム　乳脂肪・植物性脂肪

Whipping cream substitute, milk and vegetable
fats

クリームにグラニュー糖を加え
て泡だてたもの

脂質： 乳脂肪19.1 gと植物性脂肪17.1 g Lipid： 19.1 g of milk fat and 17.1 g of
vegetable fat

13019
＜牛乳及び乳製品＞(クリーム類）　ホイップク
リーム　植物性脂肪

Whipping cream substitute, vegetable fat クリームにグラニュー糖を加え
て泡だてたもの

13020
＜牛乳及び乳製品＞(クリーム類）　コーヒーホ
ワイトナー　液状　乳脂肪

Coffee whitener, liquid, milk fat 別名： コーヒー用ミルク、コー
ヒー用クリーム

13021
＜牛乳及び乳製品＞(クリーム類）　コーヒーホ
ワイトナー　液状　乳脂肪・植物性脂肪

Coffee whitener, liquid, milk and vegetable fats 別名： コーヒー用ミルク、コー
ヒー用クリーム

脂質： 乳脂肪9.2 gと植物性脂肪12.4 g Lipid： 9.2 g of milk fat and 12.4 g of
vegetable fat

13022
＜牛乳及び乳製品＞(クリーム類）　コーヒーホ
ワイトナー　液状　植物性脂肪

Coffee whitener, liquid, vegetable fat 別名： コーヒー用ミルク、コー
ヒー用クリーム

13023
＜牛乳及び乳製品＞(クリーム類）　コーヒーホ
ワイトナー　粉末状　乳脂肪

Coffee whitener, powder, milk fat 別名： コーヒー用ミルク、コー
ヒー用クリーム

13024
＜牛乳及び乳製品＞(クリーム類）　コーヒーホ
ワイトナー　粉末状　植物性脂肪

Coffee whitener, powder, vegetable fat 別名： コーヒー用ミルク、コー
ヒー用クリーム

13025
＜牛乳及び乳製品＞(発酵乳・乳酸菌飲料）
ヨーグルト　全脂無糖

Yogurt, whole milk, unsweetened 別名： プレーンヨーグルト

新規
＜牛乳及び乳製品＞(発酵乳・乳酸菌飲料）
ヨーグルト　低脂肪無糖

Yogurt, low fat, unsweetened

新規
＜牛乳及び乳製品＞(発酵乳・乳酸菌飲料）
ヨーグルト　無脂肪無糖

Yogurt, fat free, unsweetened

13026
＜牛乳及び乳製品＞(発酵乳・乳酸菌飲料）
ヨーグルト　脱脂加糖

Yogurt, skimmed, sweetened 別名： 普通ヨーグルト

13027
＜牛乳及び乳製品＞(発酵乳・乳酸菌飲料）
ヨーグルト　ドリンクタイプ　加糖

Yogurt, liquid, sweetened

13028
＜牛乳及び乳製品＞(発酵乳・乳酸菌飲料）
乳酸菌飲料　乳製品

Lactic acid bacteria beverages, not pasteurized
after fermentation, nonfat milk solids ≥ 3.0% 無脂乳固形分3.0％以上 (100 g： 92.9 mL、100 mL： 107.6 g) (100 g： 92.9 mL、100 mL： 107.6 g)

13029
＜牛乳及び乳製品＞(発酵乳・乳酸菌飲料）
乳酸菌飲料　殺菌乳製品

Lactic acid bacteria beverages, pasteurized after
fermentation, nonfat milk solids ≥ 3.0%

無脂乳固形分3.0％以上
希釈後飲用

(100 g： 81.0 mL、100 mL： 123.5 g)
(100 g： 81.0 mL、100 mL： 123.5 g)
Use by dilution

13030
＜牛乳及び乳製品＞(発酵乳・乳酸菌飲料）
乳酸菌飲料　非乳製品

Lactic acid bacteria beverages, nonfat milk
solids < 3.0% 無脂乳固形分3.0％未満 (100 g： 93.8 mL、100 mL： 106.6 g) (100 g： 93.8 mL、100 mL： 106.6 g)

13031
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　ナチュラル
チーズ　エダム

Cheese, Edam

13032
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　ナチュラル
チーズ　エメンタール

Cheese, Emmental
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13033
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　ナチュラル
チーズ　カテージ

Cheese, cottage クリーム入り With cream

13034
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　ナチュラル
チーズ　カマンベール

Cheese, Camembert

13035
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　ナチュラル
チーズ　クリーム

Cheese, cream

13036
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　ナチュラル
チーズ　ゴーダ

Cheese, Gouda

13037
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　ナチュラル
チーズ　チェダー

Cheese, Cheddar

13038
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　ナチュラル
チーズ　パルメザン

Cheese, Parmesan 粉末状 Powder

13039
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　ナチュラル
チーズ　ブルー

Cheese, blue

新規
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　ナチュラル
チーズ　マスカルポーネ

Cheese, Mascarpone

新規
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　ナチュラル
チーズ　モッツァレラ

Cheese, mozzarella

新規
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　ナチュラル
チーズ　やぎ

Cheese, goat milk 別名： シェーブルチーズ

新規
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　ナチュラル
チーズ　リコッタ

Cheese, Ricotta

13040
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　プロセスチー
ズ

Cheeses, processed

13041
＜牛乳及び乳製品＞(チーズ類）　チーズスプ
レッド

Cheeses, spreadable

13042
＜牛乳及び乳製品＞(アイスクリーム類）　アイス
クリーム　高脂肪

Ice cream, high fat (milk solids ≥ 15%, milk fat ≥
12%)

 *乳脂肪
乳固形分15.0％以上、乳脂肪
分12.0%以上
試料： バニラアイスクリーム

Sample: vanilla ice cream

13043
＜牛乳及び乳製品＞(アイスクリーム類）　アイス
クリーム　普通脂肪

Ice cream, regular (milk solids ≥ 15%, milk fat
=8%)

 *乳脂肪
乳固形分15.0％以上、乳脂肪
分8.0%
試料： バニラアイスクリーム

13044
＜牛乳及び乳製品＞(アイスクリーム類）　アイス
ミルク

Ice cream, ice milk (milk solids ≥ 10%, milk fat≥
3%, including vegetable fat)

 *植物性脂肪を含む
乳固形分10.0％以上、乳脂肪
分3.0%以上、植物性脂肪を含
む

13045
＜牛乳及び乳製品＞(アイスクリーム類）　ラクト
アイス　普通脂肪

Ice cream, lacto-ice, regular (milk solids ≥ 3%,
main lipid : vegetable fat)

 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、主な脂
質： 植物性脂肪

13046
＜牛乳及び乳製品＞(アイスクリーム類）　ラクト
アイス　低脂肪

Ice cream, lacto-ice, low fat (milk solids ≥ 3%
main lipid : vegetable fat)

 *主な脂質 :植物性脂肪
乳固形分3.0％以上、主な脂
質： 植物性脂肪

13047
＜牛乳及び乳製品＞(アイスクリーム類）　ソフト
クリーム

Ice cream, soft-serve 主な脂質： 乳脂肪 コーンカップを除いたもの
Without cone cup
Main lipid： milk fat

13048 ＜牛乳及び乳製品＞(その他）　カゼイン Casein 試料： 酸カゼイン Sample： acid casein

13049 ＜牛乳及び乳製品＞(その他）　シャーベット Sherbet 試料： 乳成分入り氷菓
Sample： product contained milk
constituent
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13050
＜牛乳及び乳製品＞(その他）　チーズホエー
パウダー

Cheese whey powder

（14017～019)

 ＜OTHERS ＞  

13051 ＜その他＞人乳 Other milk, human milk, mature 試料： 成熟乳

(100 g： 98.3 mL、100 mL： 101.7 g)
鉄： Trであるが、利用上の便宜のため小数
第2位まで記載。 (本表をTr→0.04に変更）
ヨウ素： 第３章参照
ビタミンD： ビタミンD活性代謝物を含む（ビ
タミンD活性代謝物を含まない場合： Tr）

Mature milk
(100 g： 98.3 mL、100 mL： 101.7 g)
Iron： round at two decimal place for
convenience
Iodine： see Chapter 3
Vitamin D： including vitamin D active
metabolites (excluding vitamin D
active metabolites： Tr)

13052 ＜その他＞やぎ乳 Other milk, goat milk
１４ 油脂類 14. Fats and oils

新規 (植物油脂類）　あまに油 Flaxseed oil
新規 (植物油脂類）　えごま油 Perilla oil

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

Sample： extra virgin oil

14002 (植物油脂類）　ごま油 Sesame oil 試料： 精製油 Sample： refined oil

14003 (植物油脂類）　米ぬか油 Rice bran oil 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

Safflower oil, high oleic 別名： べにばな油
 高オレイン酸精製油

新規
(植物油脂類）　サフラワー油　高リノール酸精
製油

Safflower oil, high linoleic

14005 (植物油脂類）　大豆油 Soybean oil 試料： 精製油及びサラダ油 Sample： refined oil and salad oil

14006 (植物油脂類）　調合油 Vegetable oil, blend 試料： 精製油及びサラダ油 配合割合： なたね油１、大豆油１
Blending ratio： rapeseed oil 50,
soybean oil 50
Sample： refined oil and salad oil

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

Sample： refined oil

14008 (植物油脂類）　なたね油 Rapeseed oil
試料： 低エルカ酸の精製油及

びサラダ油
別名： キャノーラ油、カノーラ油

Sample： Low erucic acid oil (refined
oil and salad oil)

14009 (植物油脂類）　パーム油 Palm oil 試料： 精製油 Sample： refined oil

14010 (植物油脂類）　パーム核油 Palm kernel oil 試料： 精製油 Sample： refined oil

14011
(植物油脂類）　ひまわり油　高リノール酸精製
油

Sunflower oil, high linoleic  高リノール酸精製油

新規
(植物油脂類）　ひまわり油　ミッドオレイン酸精
製油

Sunflower oil, mid-oleic

新規
(植物油脂類）　ひまわり油　高オレイン酸精製
油

Sunflower oil, high oleic

新規 (植物油脂類）　ぶどう油 Grape seed oil 別名： グレープシードオイル

14012 (植物油脂類）　綿実油 Cottonseed oil 試料： 精製油 Sample： refined oil

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

Sample： refined oil

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

Sample： refined oil
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14015 (動物脂類）　牛脂 Beef tallow 試料： いり取りしたもの
別名： ヘット

Sample： dry-rendered

14016 (動物脂類）　ラード Lard 別名： 豚脂
試料： 市販精製品

Sample： commercial product

14017 (バター類）　有塩バター Butter, salted butter

14018 (バター類）　食塩不使用バター Butter, unsalted butter 別名： 無塩バター

14019 (バター類）　発酵バター Butter, cultured butter

14020 (マーガリン類）　ソフトタイプマーガリン Margarine, soft type
ビタミンA： 添加品あり

βカロテン： 着色料として添加
ビタミンD： 添加品あり

Some products may be fortified with
vitamin A and/or vitamin D
β-carotene： added as color additive

14021 (マーガリン類）　ファットスプレッド Margarine, Fat spread βカロテン： 着色料として添加 β-carotene： added as color additive

(13014～024)

14022 (その他）　ショートニング Shortening 試料： 家庭用、 植物油脂製品
Sample： vegetable oil product for
home use

１５ 菓子類 15. Confectionaries
<Traditional fresh and semi-dry
confectionaries>

15001 ＜和生菓子・和半生菓子類＞甘納豆　あずき
Traditional confectionery, "Amanatto , Adzuki
beans" (candied Adzuki beans)

15002
＜和生菓子・和半生菓子類＞甘納豆　いんげ
んまめ

Traditional confectionery, "Amanatto , kidney
beans" (candied kidney beans)

15003 ＜和生菓子・和半生菓子類＞甘納豆　えんどう
Traditional confectionery, "Amanatto , peas"
(candied green peas)

15005 ＜和生菓子・和半生菓子類＞今川焼
Traditional confectionery, "Imagawayaki"
(Japanese waffle stuffed with red bean paste)

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

部分割合： 皮 2、あん 1
Recipe： baked dough 2, red bean
paste 1

15006 ＜和生菓子・和半生菓子類＞ういろう
Traditional confectionery, "Uiro " (steamed
sweet rice dough) 試料： 白ういろう 食塩添加品あり Some product may contain salt

15007 ＜和生菓子・和半生菓子類＞うぐいすもち

Traditional confectionery, "Uguisu-mochi "
(sweet rice cake,  filled with red bean paste,
coated by roasted green soy flour)

部分割合 ：もち 10、あん 8、きな粉 0.05
Recipe： glutinous rice cake 10, red
bean paste 8, roasted soybean flour
0.05

15008 ＜和生菓子・和半生菓子類＞かしわもち

Traditional confectionery, "Kashiwa-mochi "
(Leaf-wrapped rice cake with red bean paste
filling)

部分割合： 皮 3、あん 2
葉を除いたもの

Recipe： nonglutinous rice cake 3, red
bean paste 2
Excluding white oak leaf wrapping

15009 ＜和生菓子・和半生菓子類＞カステラ
Traditional confectionery, "Kasutera"
(rectangle sponge cake) 試料： 長崎カステラ

15010 ＜和生菓子・和半生菓子類＞かのこ

Traditional confectionery, "Kanoko"  (red bean
jelly wrapped with red bean paste, red bean
compote and agar)

15011 ＜和生菓子・和半生菓子類＞かるかん

Traditional confectionery, "Karukan " (white
steamed cake made from rice flour, grated yam
and sugar)

15012 ＜和生菓子・和半生菓子類＞きび団子
Traditional confectionery, "Kibi-dango " (sweet
dumpling made from rice and proso millet flour)

15013 ＜和生菓子・和半生菓子類＞ぎゅうひ
Traditional confectionery, "Gyuhi " (kneaded
glutinous rice flour with sugar, steamed)

15014 ＜和生菓子・和半生菓子類＞きりざんしょ
Traditional confectionery, "Kirizansho " (Sweet
rice cake flavored by Japanese pepper

分類名と重複する記載や矛盾する
記載(チョコレートの中のカバーリン
グチョコレートなど）もあり、かえって
わかりづらくなるため、個別の食品
名の中に書き込みました。
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15015 ＜和生菓子・和半生菓子類＞きんぎょく糖
Traditional confectionery, "Kingyokuto"  (Sweet
agar jelly)

15016 ＜和生菓子・和半生菓子類＞きんつば
Traditional confectionery, "Kintsuba " (red bean
paste covered with dough, baked) 部分割合： 皮 1、あん 9

Recipe： baked coating dough １, red
bean paste 9

15017 ＜和生菓子・和半生菓子類＞草もち

Traditional confectionery, "Kusa-moch i" (green
rice cake, stuffed with red bean paste, flavored
by Japanese wormwood "Yomogi ")

部分割合： 皮 6、あん 4
Recipe： nonglutinous rice cake 6, red
bean paste 4

15018 ＜和生菓子・和半生菓子類＞くし団子　あん

Traditional confectionery, "Kushi-dango, An"
(skewered rice dumplings, steamed, coated by
red bean paste)

部分割合： 団子 8、あん 3
くしを除いたもの

Recipe： nonglutinous rice dumpling 8,
red bean paste 3
Excluding skewer

15019 ＜和生菓子・和半生菓子類＞くし団子　しょうゆ

Traditional confectionery, "Kushi-dango, s oy
sauce"  (skewered rice dumplings, steamed,
seasoned with soy sauce)

部分割合： 団子 9、たれ 2
くしを除いたもの

Recipe： rice dumpling 9, sauce 2
Excluding skewer

新規 ＜和生菓子・和半生菓子類＞くずもち

Traditional confectionery, "Kudzu-mochi "
(sweetened gelatin made from starch, with
roasted soybean flour and brown sugar syrup)

部分割合： ○○ Recipe： ○○

15020 ＜和生菓子・和半生菓子類＞げっぺい
Traditional confectionery,  Moon cake (Yue
bing) , stuffed with red bean paste 部分割合： 皮 5、あん 4 Recipe： dough 5, red bean paste 4

新規 ＜和生菓子・和半生菓子類＞笹だんご

Traditional confectionery, "Sasa-dango " (sweet
rice cake stuffed with red bean paste, wrapped
in sasa-bamboo leaves)

部分割合： ○○ Recipe： ○○

15021 ＜和生菓子・和半生菓子類＞桜もち　関東風

Traditional confectionery, "Sakura-mochi,
Kanto style"  (pink small pancake roll with red
bean paste filling, wrapped by a salted cherry
leaf. Dough is made from wheat and rice flour.)

部分割合： 小麦粉皮 4、あん 5
廃棄部位： 桜葉

Recipe： baked dough 4, red bean
paste 5
Removed portion： salted cherry leaf
for wrapping

15022 ＜和生菓子・和半生菓子類＞桜もち　関西風

Traditional confectionery, "Sakura-mochi,
Kansai style" (pink rice cake stuffed with red
bean paste, wrapped with a salted cherry leaf.
Dough is made from glutinous rice flour.)

別名： 道明寺
部分割合： 道明寺種皮 3、あん 2
*桜葉

Recipe： steamed dough 3, red bean
paste 2
Removed portion： salted cherry leaf
for wrapping

15023 ＜和生菓子・和半生菓子類＞大福もち
Traditional confectionery, "Daifuku-mochi"
(sweet rice cake stuffed with red bean paste) 部分割合： もち皮 10、あん 7

Recipe： glutinous rice cake 10, red
bean paste 7

15024 ＜和生菓子・和半生菓子類＞タルト（和菓子）
Traditional confectionery, "Taruto"  (Swiss roll
with red bean paste filling) あん入りロールカステラ 部分割合： 皮 2、あん 1

Recipe： glutinous rice cake 2, red
bean paste 1

15025 ＜和生菓子・和半生菓子類＞ちまき
Traditional confectionery, "Chimaki" (bamboo-
leaf-wrapped sweet rice dough, steamed) 上新粉製品

15026 ＜和生菓子・和半生菓子類＞ちゃつう

Traditional confectionery, "Chatsu"  (red bean
paste covered with green tea flavored dough,
baked)

部分割合： 皮 1、あん 9
Recipe： baked dough 1, red bean
paste 9

15027 ＜和生菓子・和半生菓子類＞どら焼
Traditional confectionery, "Dorayaki "
(Japanese pancake sandwich with red bean 部分割合： 皮 5、あん 4

Recipe： baked dough 5, red bean
paste 4

15004
＜和生菓子・和半生菓子類＞生八つ橋　あん
入り

Traditional confectionery, "Aniri-nama-
yatsuhashi" (Cinnamon-flavored sweet rice
dough, steamed, with red bean paste filling

部分割合： 皮 4、あん 6 Recipe： dough 4, red bean paste 6

15028 ＜和生菓子・和半生菓子類＞ねりきり

Traditional confectionery, "Nerikiri " ("Gyuhi "
kneaded with colored bean paste, molded)  (cf.
15013"Gyuhi" )

15029
＜和生菓子・和半生菓子類＞まんじゅう　カステ
ラまんじゅう

Traditional confectionery, "Kasutera-manju "
(sponge cake stuffed with red bean paste) 部分割合： 皮 5、あん 7

Recipe： baked dough 5, red bean
paste 7

15030
＜和生菓子・和半生菓子類＞まんじゅう　くずま
んじゅう

Traditional confectionery, "Kudzu-manju "
(sweetened gelatin made from kudzu starch,
stuffed with red bean paste)

別名： くずざくら 部分割合： 皮 2、あん 3
Recipe： steamed starch dough 2, red
bean paste 3

五十音順で順番変更
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15031
＜和生菓子・和半生菓子類＞まんじゅう　くりま
んじゅう

Traditional confectionery, "Kuri-manju "
(baked sweet dough stuffed with red bean paste
and candied chestnuts)

部分割合： 皮 1、あん 2
Recipe： baked dough 1, red bean
paste 2

15032
＜和生菓子・和半生菓子類＞まんじゅう　とうま
んじゅう

Traditional confectionery, "To-manju " (baked
sweet dough stuffed with red bean paste) 部分割合： 皮 4、あん 5

Recipe： baked dough 4, red bean
paste 5

15033
＜和生菓子・和半生菓子類＞まんじゅう　蒸しま
んじゅう

Traditional confectionery, "Mushi-manju "
(steamed sweet dough stuffed with red bean 薬まんじゅう等 部分割合： 皮 1、あん 2

Recipe： steamed dough 1, red bean
paste 2

15034
＜和生菓子・和半生菓子類＞まんじゅう　中華
まんじゅう　あんまん

Chinese style steamed bun, stuffed with red
bean paste 部分割合： 皮 10、あん 7

Recipe： steamed dough 10, red bean
paste 7

15035
＜和生菓子・和半生菓子類＞まんじゅう　中華
まんじゅう　肉まん

Chinese style steamed bun, stuffed with meat
and vegetable 部分割合： 皮 10、肉あん 4.5

Recipe： steamed dough 10, meat
filling 4.5

15036 ＜和生菓子・和半生菓子類＞もなか
Traditional confectionery, "Monaka "
(glutinous rice wafers with red bean paste 部分割合： 皮 1、あん 9

Recipe： glutinous rice wafer cup 1,
red bean paste 9

15037 ＜和生菓子・和半生菓子類＞ゆべし

Traditional confectionery, "Yubeshi " (steamed
sweet dough made from rice flour, walnuts, soy
sauce and citrus "Yuzu"  juice)

試料： くるみ入り

15038
＜和生菓子・和半生菓子類＞ようかん　練りよう
かん

Traditional confectionery, "Neri-yokan "
(hardened red bean agar bar)

15039
＜和生菓子・和半生菓子類＞ようかん　水ようか
ん

Traditional confectionery, "Mizu-yokan " (soft
red bean jelly)

15040
＜和生菓子・和半生菓子類＞ようかん　蒸しよう
かん

Traditional confectionery, "Mushi-yokan "
(steamed red bean paste bar)

15041 ＜和干菓子類＞あめ玉
Traditional confectionery, "Amedama " (sugar
candy) 食塩添加品あり Some products may contain salt

15042 ＜和干菓子類＞芋かりんとう
Traditional confectionery, "Imo-karinto " (deep
fried sweet potato chips, coated with sugar 別名： 芋けんぴ

15043 ＜和干菓子類＞おこし
Traditional confectionery, "Okoshi " (puffed
sweet rice cake) 米おこし、あわおこしを含む

15044 ＜和干菓子類＞おのろけ豆
Traditional confectionery, "Onoroke-mame "
(roasted peanuts coated with rice dough, baked) らっかせい製品

15045 ＜和干菓子類＞かりんとう　黒

Traditional confectionery, "Karinto, black"
(crunchy deep fried wheat flour dough coated
with brown sugar"

15046 ＜和干菓子類＞かりんとう　白

Traditional confectionery, "Karinto, white"
(crunchy deep fried wheat flour dough coated
with white sugar)

15047 ＜和干菓子類＞ごかぼう

Traditional confectionery, "Gokabo " (roasted
glutinous rice stick covered with roasted soy
powder and sugar)

15048
＜和干菓子類＞小麦粉せんべい　磯部せんべ
い

Traditional confectionery, "Isobe-senbei"  (soft
wheat flour cracker using soda water of Isobe
hot spring)

15049
＜和干菓子類＞小麦粉せんべい　かわらせん
べい

Traditional confectionery, "Kawara senbei"
(hard wheat flour cracker shaped like a
Japanese traditional roof tile)

15050
＜和干菓子類＞小麦粉せんべい　巻きせんべ
い

Traditional confectionery, "Maki-senbei"  (light
wheat cracker roll with sugar confectionary 別名： 有平巻き

15051
＜和干菓子類＞小麦粉せんべい　南部せんべ
い　ごま入り

Traditional confectionery, "Nanbu-Senbei ,
Sesame" (round wheat flour cracker, with
sesame seeds)
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15052
＜和干菓子類＞小麦粉せんべい　南部せんべ
い　落花生入り

Traditional confectionery, "Nanbu-Senbei ,
Peanut" (round wheat flour cracker, with

15053 ＜和干菓子類＞しおがま

Traditional confectionery, "Shiogama"  (molded
confectionary made from sugar, glutinous rice
flour and perilla leaf powder)

15055 ＜和干菓子類＞ひなあられ　関東風

Traditional confectionery, "Hina-arare, Kanto
style"(roasted and sugared rice dough with
candied adzuki beans and roasted soybeans for
Doll's festival)

部分割合： ポン菓子 88、甘納豆 6、いり大
豆 6

Recipe： sweet puffed rice 88,
candied adzuki beans 6, roasted
soybeans 6

15056 ＜和干菓子類＞ひなあられ　関西風
Traditional confectionery, "Hina-arare , Kansai
style"(roasted rice dough for Doll's festival) 部分割合： あられ 100 Recipe： salty rice cracker 100

15057 ＜和干菓子類＞米菓　揚げせんべい
Traditional confectionery, "Age-senbei"  (fried
and salted rice cracker)

15058 ＜和干菓子類＞米菓　甘辛せんべい
Traditional confectionery, "Amakara-senbei"
(rice cracker coated with soy sauce and grain 別名： ざらめせんべい

15059 ＜和干菓子類＞米菓　あられ
Traditional confectionery, "Arare" (glutinous
rice cracker)

15060 ＜和干菓子類＞米菓　しょうゆせんべい
Traditional confectionery, "Shoyu-senbei"  (soy
sauce flavored rice cracker)

15061 ＜和干菓子類＞ボーロ　小粒
Traditional confectionery, "Boro, small" (Small
balls of baked starch dough)

別名： たまごボーロ、乳ボー
ロ、栄養ボーロ、衛生ボーロ

乳児用としてカルシウム、ビタミン等の添
加品あり

Some products may be fortified with
calcium, vitamins, etc. for infants

15062 ＜和干菓子類＞ボーロ　そばボーロ

Traditional confectionery, "Soba-boro" (Baked
sweet dough made from buckwheat and wheat
flour)

15063 ＜和干菓子類＞松風
Traditional confectionery, "Matsukaze"  (Baked
sweet dough, topped with poppy seeds)

15064 ＜和干菓子類＞みしま豆
Traditional confectionery, "Mishima-mame"
(Sugar-coated roasted soybeans) 糖衣の炒り大豆

15065 ＜和干菓子類＞つ橋
Traditional confectionery, "Yatsuhashi"
(Cinnamon-flavored sweet rice dough, baked

15066 ＜和干菓子類＞らくがん　らくがん
Traditional confectionery, "Rakugan , regular"
(molded dry confectionary made from fine
roasted glutinous rice flour and sugar)

みじん粉製品

15067 ＜和干菓子類＞らくがん　麦らくがん
Traditional confectionery, "Mugi-rakugan "
(molded dry confectionary made from roasted
barley flour and sugar)

麦こがし製品

15068 ＜和干菓子類＞らくがん　もろこしらくがん

Traditional confectionery, "Morokoshi-
rakugan " (molded dry confectionary made from
powdered adzuki bean paste and sugar)

さらしあん製品

 ＜BUNS with filling＞

新規 ＜菓子パン類＞揚げパン Bun with filling, fried bun

15069 ＜菓子パン類＞あんパン
Bun with filling, baked bun with red bean paste
filling 部分割合： パン 10、こしあん 7 Recipe： bread 10, red bean paste 7

新規 ＜菓子パン類＞カレーパン 皮および具 Bun with filling, fried bun with curry filling 製品全体

新規 ＜菓子パン類＞カレーパン　皮のみ
Bun with filling, fried bun with curry filling,
fried bun only

新規 ＜菓子パン類＞カレーパン　具のみ
Bun with filling, fried bun with curry filling,
curry filling only

15070 ＜菓子パン類＞クリームパン
Bun with filling, baked bun with custard cream
filling 部分割合： パン 5、カスタードクリーム 3 Recipe： bread 5, custard cream 3

82／92



食品番号 食品名(全体） 英名 (食品名、エクセルファイルのみに掲載）
別名、食品の説明、試料の説
明等

その他の備考 備考の英訳

15071 ＜菓子パン類＞ジャムパン
Bun with filling, baked bun with strawberry
jam filling 部分割合： パン 5、いちごジャム 3 Recipe： bread 5, strawberry jam 3

15072 ＜菓子パン類＞チョココロネ
Bun with filling, "Korone " (horn-shaped
bread), with chocolate cream filling

部分割合： パン 5、チョコクリーム 4
カフェインTr、テオブロミンTr、ポリフェノー
ルTr

Recipe： bread 5, chocolate cream 4
Caffeine： Tr, Theobromine： Tr,
Polyphenol： Tr

新規 ＜菓子パン類＞メロンパン
Bun with filling, ”Melon-pan " (sweet bun
covered in a thin layer of crisp cookie dough)
 ＜CAKES, BUNS AND PASTRIES＞

15073 ＜ケーキ・ペストリー類＞シュークリーム Cake and pastry, custard cream puff エクレアを含む 部分割合： 皮 1、カスタードクリーム 5
Including éclair
Recipe： choux pastry 1, custard
cream 5

15074 ＜ケーキ・ペストリー類＞スポンジケーキ Cake and pastry, sponge cake

15075 ＜ケーキ・ペストリー類＞ショートケーキ Cake and pastry, layered strawberry cream cake デコレーションケーキを含む
部分割合： スポンジケーキ 3、ホイップク
リーム 1

Including decorated whole cake
Recipe： sponge cake 3, whipping
cream 1

新規 ＜ケーキ・ペストリー類＞タルト（洋菓子） Cake and pastry, tart
15076 ＜ケーキ・ペストリー類＞デニッシュペストリー Cake and pastry, Danish pastry

15077
＜ケーキ・ペストリー類＞ドーナッツ　イースト
ドーナッツ

Cake and pastry, doughnuts, yeast-leavened

15078
＜ケーキ・ペストリー類＞ドーナッツ　ケーキドー
ナッツ

Cake and pastry, doughnuts, cake-type

15079 ＜ケーキ・ペストリー類＞パイ　パイ皮 Cake and pastry, pie pastry

15080 ＜ケーキ・ペストリー類＞パイ　アップルパイ Cake and pastry, apple pie 部分割合： パイ皮 1、甘煮りんご 1
Recipe： pie crust 1, sweetened
cooked apple 1

15081 ＜ケーキ・ペストリー類＞パイ　ミートパイ Cake and pastry, meat pie

15082 ＜ケーキ・ペストリー類＞バターケーキ Cake and pastry, butter cake パウンドケーキ、マドレーヌを含
む

Including pound cake and madeleine

15083 ＜ケーキ・ペストリー類＞ホットケーキ Cake and pastry, thick pancake

15084
＜ケーキ・ペストリー類＞ワッフル　カスタードク
リーム入り

Cake and pastry, waffles, with custard cream
filling 部分割合： 皮 1、カスタードクリーム 1 Recipe： bread 1, custard cream 1

15085 ＜ケーキ・ペストリー類＞ワッフル　ジャム入り
Cake and pastry, waffles, with strawberry jam
filling 部分割合： 皮 1、いちごジャム 1 Recipe： bread 1, strawberry jam 1

 ＜DESSERTS＞

15086 ＜デザート菓子類＞カスタードプリン Pudding and chilled dessert, caramel custard 別名： プリン、カスタードプディ
ング

15087 ＜デザート菓子類＞ゼリー　オレンジ Pudding and chilled dessert, orange jelly ゼラチンゼリー Gelatin jelly

15088 ＜デザート菓子類＞ゼリー　コーヒー Pudding and chilled dessert, coffee jelly ゼラチンゼリー カフェイン： Tr
Gelatin jelly
Caffeine： Tr

15089 ＜デザート菓子類＞ゼリー　ミルク Pudding and chilled dessert, milk jelly ゼラチンゼリー Gelatin jelly

15090 ＜デザート菓子類＞ゼリー　ワイン Pudding and chilled dessert, wine flavored jelly ゼラチンゼリー アルコール： 0.9 g
Gelatin jelly
Alcohol 0.9 g

15091 ＜デザート菓子類＞バロア Pudding and chilled dessert, Bavarian cream
 ＜BISCUITS＞

15092 ＜ビスケット類＞ウエハース Biscuits, wafers 乳幼児用としてカルシウム、 ビタミン等添
加品あり

Some products may be fortified with
calcium, vitamins, etc. for infants

15093
＜ビスケット類＞クラッカー　オイルスプレーク
ラッカー

Biscuits, crackers, oil-sprayed 別名： スナッククラッカー

15094 ＜ビスケット類＞ラッカー　ソーダクラッカー Biscuits, crackers, soda
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15095 ＜ビスケット類＞サブレ Biscuits, Sablé shortbread
15054 ＜ビスケット類＞中華風クッキー Biscuits, Chinese cookies containing lard ラードを用いたもの

15097 ＜ビスケット類＞ビスケット　ハードビスケット Biscuits, hard biscuits 乳幼児用としてカルシウム、 ビタミン等添
加品あり

Some products may be fortified with
calcium, vitamins, etc. for infants

15098 ＜ビスケット類＞ビスケット　ソフトビスケット Biscuits, soft biscuits クッキーを含む

15099 ＜ビスケット類＞プレッツェル Biscuits, hard pretzel

15096 ＜ビスケット類＞リーフパイ Biscuits, puff pastry biscuits パルミエを含む
別名： パフ

15100 ＜ビスケット類＞ロシアケーキ Biscuits, biscuits with jam topping 部分割合： ビスケット 4、マカロン 2、クリー
ム 1

Recipe： biscuit 4, macaroon 2, cream
1

 ＜SNACKS＞

15101 ＜スナック類＞小麦粉あられ Snacks, wheat flour snack, extruded 別名： 小麦粉系スナック

15102 ＜スナック類＞コーンスナック Snacks, corn snack, extruded
15103 ＜スナック類＞ポテトチップス　ポテトチップス Snacks, potato chips, regular

15104
＜スナック類＞ポテトチップス　成形ポテトチッ
プス

Snacks, potato chips, fabricated

 ＜CANDIES＞

15109 ＜キャンデー類＞かわり玉 Candy, color changing candy 別名： チャイナマーブル

15105 ＜キャンデー類＞キャラメル Candy, caramel soft candy 試料： ハードタイプ

15107 ＜キャンデー類＞ゼリーキャンデー Candy, jelly candy 寒天ゼリー

15108 ＜キャンデー類＞ゼリービーンズ Candy, jelly beans 部分割合： 糖衣 5、ゼリー 6 Recipe： coated sugar 5, jelly 6

15110 ＜キャンデー類＞ドロップ Candy, sugar candy
15111 ＜キャンデー類＞バタースコッチ Candy, butterscotch hard candy
15112 ＜キャンデー類＞ブリットル Candy, brittles いり落花生入り With roasted peanuts

15113 ＜キャンデー類＞マシュマロ Candy, marshmallows
15106 ＜キャンデー類＞ラムネ Candy, compressed tablet candy

 ＜CHOCOLATES＞

15114 ＜チョコレート類＞カバーリングチョコレート Chocolate, chocolate-covered biscuit

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

部分割合： チョコレート 3、ビスケット 2
テオブロミン： 0.1 g、カフェイン： Tr、ポリ
フェノール： 0.4 g

Recipe： chocolate 3, biscuit 2
Teobromine： 0.1 g, Caffeine： Tr,
Polyphenol： 0.4 g

15115 ＜チョコレート類＞ホワイトチョコレート Chocolate, white chocolate ポリフェノール： Tr Polyphenol： Tr

15116 ＜チョコレート類＞ミルクチョコレート Chocolate, milk chocolate テオブロミン： 0.2 g、カフェイン： Tr、ポリ
フェノール： 0.7 g

Teobromine： 0.２ g, Caffeine： Tr,
Polyphenol： 0.７ g

 ＜CANDIED FRUITS＞

(07127)

15117 ＜果実菓子類＞マロングラッセ
Candied fruits, Marron glacé (candied
chestnuts)

(○○）

(07103)

 ＜CHEWING GUMS＞

15118 ＜チューインガム類＞板ガム Chewing gum, stick *ガムベース

15119 ＜チューインガム類＞糖衣ガム Chewing gum, sugar-coated 別名： 粒ガム *ガムベース

15120 ＜チューインガム類＞風船ガム Chewing gum, bubble gum *ガムベース

新規 ＜その他＞カスタードクリーム Pastry cream
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１６　し好飲料類 16. Beverages
 ＜ALCOHOLIC BEVERAGES ＞

16001
＜アルコール飲料類＞(醸造酒類）　清酒　普
通酒

Fermented alcoholic beverage, "Sake ", regular 別名： 日本酒 アルコール12.3 g (15.4容量%)
(100 g： 100.1 mL、100 mL： 99.9 g)

Alcohol 12.3 g (15.4% by volume)
(100 g： 100.1 mL、100 mL： 99.9 g)

16002
＜アルコール飲料類＞(醸造酒類）　清酒　純
米酒

Fermented alcoholic beverage, "Sake ",
"Junmai " (made with only rice, water and koji)

アルコール12.3 g (15.4容量%)
(100 g： 100.2 mL、100 mL： 99.8 g)

Alcohol 12.3 g (15.4% by volume)
(100 g： 100.2 mL、100 mL： 99.8 g)

16003
＜アルコール飲料類＞(醸造酒類）　清酒　本
醸造酒

Fermented alcoholic beverage, "Sake ",
"Honjozo " (made with rice, water, koji and
distilled alcohol. The rice used must be polished
to at least 70%)

アルコール12.3 g (15.4容量%)
(100 g： 100.2 mL、100 mL： 99.8 g)

Alcohol 12.3 g (15.4% by volume)
(100 g： 100.2 mL、100 mL： 99.8 g)

16004
＜アルコール飲料類＞(醸造酒類）　清酒　吟
醸酒

Fermented alcoholic beverage, "Sake ",
"Ginjo " (brewed with labor-intensive steps,
using highly polished rice）

アルコール12.5 g (15.7容量%)
(100 g： 100.3 mL、100 mL： 99.7 g)

Alcohol 12.5 g (15.7% by volume)
(100 g： 100.3 mL、100 mL： 99.7 g)

16005
＜アルコール飲料類＞(醸造酒類）　清酒　純
米吟醸酒

Fermented alcoholic beverage, "Sake ",
"Junmai-ginjo " (made with only rice, water
and koji, brewed with labor-intensive steps,
using highly polished rice)

アルコール12.0 g (15.1容量%)
(100 g： 100.2 mL、100 mL： 99.8 g)

Alcohol 12.0 g (15.1% by volume)
(100 g： 100.2 mL、100 mL： 99.8 g)

16006
＜アルコール飲料類＞(醸造酒類）　ビール　淡
色

Fermented alcoholic beverage, beer, pale 生ビールを含む アルコール3.7 g (4.6容量%)
(100 g： 99.2 mL、100 mL： 100.8 g)

Including draft beer
Alcohol 3.7 g (4.6% by volume)
(100 g： 99.2 mL、100 mL： 100.8 g)

16007 ＜アルコール飲料類＞(醸造酒類）　ビール　黒 Fermented alcoholic beverage, beer, black 生ビールを含む アルコール4.2 g (5.3容量%)
(100 g： 99.0 mL、100 mL： 101.0 g)

Alcohol 4.2 g (5.3% by volume)
(100 g： 99.0 mL、100 mL： 101.0 g)

16008
＜アルコール飲料類＞(醸造酒類）　ビール　ス
タウト

Fermented alcoholic beverage, beer, stout アルコール5.9 g (7.6容量%)
(100 g： 98.1 mL、100 mL： 101.9 g)

Alcohol 5.9 g (7.6% by volume)
(100 g： 98.1 mL、100 mL： 101.9 g)

16009 ＜アルコール飲料類＞(醸造酒類）　発泡酒

Fermented alcoholic beverage, "Happoshu "
(beer-like beverage with less than 67% malt
content)

アルコール4.2 g (5.3容量%)
(100 g： 99.1 mL、100 mL： 100.9 g)

Alcohol 4.2 g (5.3% by volume)
(100 g： 99.1 mL、100 mL： 100.9 g)

16010
＜アルコール飲料類＞(醸造酒類）　ぶどう酒
白

Fermented alcoholic beverage, wine, white 別名： ワイン アルコール9.1 g (11.4容量%)
(100 g： 100.2 mL、100 mL： 99.8 g)

Alcohol 9.1 g (11.4% by volume)
(100 g： 100.2 mL、100 mL： 99.8 g)

16011
＜アルコール飲料類＞(醸造酒類）　ぶどう酒
赤

Fermented alcoholic beverage, wine, red 別名： ワイン アルコール9.3 g (11.6容量%)
(100 g： 100.4 mL、100 mL： 99.6 g)

Alcohol 9.3 g (11.6% by volume)
(100 g： 100.4 mL、100 mL： 99.6 g)

16012
＜アルコール飲料類＞(醸造酒類）　ぶどう酒
ロゼ

Fermented alcoholic beverage, wine, rose 別名： ワイン アルコール8.5 g (10.7容量%)
(100 g： 99.8 mL、100 mL： 100.2 g)

Alcohol 8.5 g (10.7% by volume)
(100 g： 99.8 mL、100 mL： 100.2 g)

16013 ＜アルコール飲料類＞(醸造酒類）　紹興酒 Fermented alcoholic beverage, Shaoxing wine アルコール14.1 g (17.8容量%)
(100 g： 99.4 mL、100 mL： 100.6 g)

Alcohol 14.1 g (17.8% by volume)
(100 g： 99.4 mL、100 mL： 100.6 g)

16014
＜アルコール飲料類＞（蒸留酒類）しょうちゅう
連続式蒸留しょうちゅう

Distilled alcoholic beverage, "Shochu ", distilled
through a continuous still

アルコール29.0 g (35.0容量%)
(100 g： 104.4 mL、100 mL： 95.8 g)

Alcohol 29.0 g (35.0% by volume)
(100 g： 104.4 mL、100 mL： 95.8 g)
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16015
＜アルコール飲料類＞（蒸留酒類）しょうちゅう
単式蒸留しょうちゅう

Distilled alcoholic beverage, "Shochu ", distilled
through a pot still

アルコール20.5 g (25.0容量%)
(100 g： 103.1 mL、100 mL： 97.0 g)

Alcohol 20.5 g (25.0% by volume)
(100 g： 103.1 mL、100 mL： 97.0 g)

16016 ＜アルコール飲料類＞（蒸留酒類）ウイスキー Distilled alcoholic beverage, whisky アルコール33.4 g (40.0容量%)
(100 g： 105.0 mL、100 mL： 95.2 g)

Alcohol 33.4 g (40.0% by volume)
(100 g： 105.0 mL、100 mL： 95.2 g)

16017 ＜アルコール飲料類＞（蒸留酒類）ブランデー Distilled alcoholic beverage, brandy アルコール33.4 g (40.0容量%)
(100 g： 105.0 mL、100 mL： 95.2 g)

Alcohol 33.4 g (40.0% by volume)
(100 g： 105.0 mL、100 mL： 95.2 g)

16018 ＜アルコール飲料類＞（蒸留酒類）ウオッカ Distilled alcoholic beverage, vodka アルコール33.8 g (40.4容量%)
(100 g： 105.3 mL、100 mL： 95.0 g)

Alcohol 33.8 g (40.4% by volume)
(100 g： 105.3 mL、100 mL： 95.0 g)

16019 ＜アルコール飲料類＞（蒸留酒類）ジン Distilled alcoholic beverage, gin アルコール40.0 g (47.4容量%)
(100 g： 106.4 mL、100 mL： 94.0 g)

Alcohol 40.0 g (47.4% by volume)
(100 g： 106.4 mL、100 mL： 94.0 g)

16020 ＜アルコール飲料類＞（蒸留酒類）ラム Distilled alcoholic beverage, rum アルコール33.8 g (40.5容量%)
(100 g： 105.2 mL、100 mL： 95.1 g)

Alcohol 33.8 g (40.5% by volume)
(100 g： 105.2 mL、100 mL： 95.1 g)

16021 ＜アルコール飲料類＞（蒸留酒類）マオタイ酒 Distilled alcoholic beverage, Maotai アルコール45.3 g (53.0容量%)
(100 g： 107.5 mL、100 mL： 93.0 g)

Alcohol 45.3 g (53.0% by volume)
(100 g： 107.5 mL、100 mL： 93.0 g)

16022 ＜アルコール飲料類＞（混成酒類）梅酒
Compound alcoholic beverage, "Umeshu "
(plum liquor made from Japanese apricots)

アルコール10.2 g (13.0容量%)
(100 g： 96.2 mL、100 mL： 103.9 g)

Alcohol 10.2 g (13.0% by volume)
(100 g： 96.2 mL、100 mL： 103.9 g)

16023 ＜アルコール飲料類＞（混成酒類）合成清酒 Compound alcoholic beverage, synthetic "Sake " アルコール12.3 g (15.5容量%)
(100 g： 99.7 mL、100 mL： 100.3 g)

Alcohol 12.3 g (15.5% by volume)
(100 g： 99.7 mL、100 mL： 100.3 g)

16024 ＜アルコール飲料類＞（混成酒類）白酒

Compound alcoholic beverage, "Shiro-zake "
(white Sake -like liquor made from steamed rice,
rice koji and "Shochu ")

アルコール5.3 g (7.4容量%)
(100 g： 82.6 mL、100 mL： 121.0 g)

Alcohol 5.3 g (7.4% by volume)
(100 g： 82.6 mL、100 mL： 121.0 g)

16025
＜アルコール飲料類＞（混成酒類）みりん　本
みりん

Compound alcoholic beverage, "Mirin " (sweet
liquor made from rice, rice koji and Shochu or
distilled alcohol), regular

アルコール9.5 g (14.0容量%)
(100 g： 85.5 mL、100 mL： 117.0 g)

Alcohol 9.5 g (14.0% by volume)
(100 g： 85.5 mL、100 mL： 117.0 g)

16026
＜アルコール飲料類＞（混成酒類）みりん　本
直し

Compound alcoholic beverage,  "Honnaoshi "
(sweet liquor made of "Shochu " and "Mirin ") 別名： やなぎかけ アルコール17.3 g (22.4容量%)

(100 g： 97.0 mL、100 mL： 103.1 g)

Alcohol 17.3 g (22.4% by volume)
(100 g： 97.0 mL、100 mL： 103.1 g)

16027 ＜アルコール飲料類＞（混成酒類）薬味酒
Compound alcoholic beverage,  medicinal
liqueur

アルコール10.6 g (14.6容量%)
(100 g： 91.5 mL、100 mL： 109.3 g)

Alcohol 10.6 g (14.6% by volume)
(100 g： 91.5 mL、100 mL： 109.3 g)

16028 ＜アルコール飲料類＞（混成酒類）キュラソー Compound alcoholic beverage,  curacao 試料： オレンジキュラソー アルコール30.5 g (40.4容量%)
(100 g： 95.0 mL、100 mL： 105.3 g)

Alcohol 30.5 g (40.4% by volume)
(100 g： 95.0 mL、100 mL： 105.3 g)
Sample： orange curacao

16029
＜アルコール飲料類＞（混成酒類）スイートワイ
ン

Compound alcoholic beverage,  fortified wine,
sweet type

アルコール 11.1 g (14.5容量%)
(100 g： 96.4 mL、100 mL： 103.7 g)

Alcohol 11.1 g (14.5% by volume)
(100 g： 96.4 mL、100 mL： 103.7 g)

16030 ＜アルコール飲料類＞（混成酒類）ペパーミント
Compound alcoholic beverage,  peppermint
liqueur

アルコール21.4 g (30.2容量%)
(100 g： 89.3 mL、100 mL： 112.0 g)

Alcohol 21.4 g (30.2% by volume)
(100 g： 89.3 mL、100 mL： 112.0 g)

16031
＜アルコール飲料類＞（混成酒類）ベルモット
甘口タイプ

Compound alcoholic beverage,  vermouth, sweet
type

アルコール12.1g (16.0容量%)
(100 g： 95.5 mL、100 mL： 104.7 g)

Alcohol 12.1 g (16.0% by volume)
(100 g： 95.5 mL、100 mL： 104.7 g)
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16032
＜アルコール飲料類＞（混成酒類）ベルモット
辛口タイプ

Compound alcoholic beverage,  vermouth, dry
type

アルコール14.4 g (18.0容量%)
(100 g： 100.5 mL、100 mL： 99.5 g)

Alcohol 14.4 g (18.0% by volume)
(100 g： 100.5 mL、100 mL： 99.5 g)

16033 ＜茶類＞　(緑茶類）　玉露　茶
Green tea, "Gyokuro " (high grade tea made
from shade-grown leaves), tea

カフェイン3.5 g、タンニン10.0 g
Caffeine： 3.5 g, Tannin： 10.0 g

16034 ＜茶類＞　(緑茶類）　玉露　浸出液
Green tea, "Gyokuro " (high grade tea made
from shade-grown leaves), infusion

浸出法 ： 茶10 g/60 ℃ 60 mL、2.5分
カフェイン0.16 g、タンニン0.23 g

Infusion： 10 g tea leaves /60 mL hot
water (60 ℃) /steep 2.5 min
Caffeine： 0.16 g, Tannin： 0.23 g

16035 ＜茶類＞　(緑茶類）　抹茶 Green tea, "Maccha" (finely ground tea) カフェイン3.2 g、タンニン10.0 g Caffeine： 3.2 g, Tannin： 10.0 g

16036 ＜茶類＞　(緑茶類）　せん茶　茶 Green tea, "Sencha " (common grade tea ), tea カフェイン2.3 g、タンニン13.0 g Caffeine： 2.3 g, Tannin： 13.0 g

16037 ＜茶類＞　(緑茶類）　せん茶　浸出液
Green tea, "Sencha " (common grade tea ),
infusion

浸出法： 茶10 g/90 ℃ 430 mL、1分
カフェイン0.02 g、タンニン0.07 g

Infusion： 10 g tea leaves /430 mL
hot water (90 ℃) /steep 1 min
Caffeine： 0.02g, Tannin： 0.07g

16038 ＜茶類＞　(緑茶類）　かまいり茶　浸出液
Green tea, "Kamairi-cha " (pan-fried tea),
infusion

浸出法： 茶10 g/90 ℃ 430 mL、1分
カフェイン0.01 g、タンニン0.05 g

Infusion： 10 g tea leaves /430 mL
hot water (90 ℃) /steep 1 min
Caffeine： 0.01ｇ, Tannin： 0.05 g

16039 ＜茶類＞　(緑茶類）　番茶　浸出液
Green tea, "Ban-cha " (coarse grade tea),
infusion

浸出法： 茶15 g/90 ℃ 650 mL、0.5分
カフェイン0.01 g、タンニン0.03 g

Infusion: 15 g tea leaves /650 mL hot
water (90 ℃) /steep 0.5 min
Caffeine : 0.01  : 0.05 g

16040 ＜茶類＞　(緑茶類）　ほうじ茶　浸出液 Green tea, "Hoji-cha " (roasted tea), infusion 浸出法： 茶15 g/90 ℃ 650 mL、0.5分
カフェイン0.02g、タンニン0.04g

Infusion： 15 g tea leaves /650 mL
hot water (90 ℃) /steep 0.5 min
Caffeine： 0.02g, Tannin： 0.04g

16041 ＜茶類＞　(緑茶類）　玄米茶　浸出液
Green tea, "Genmai-cha" (mixture of tea and
roasted brown rice), infusion

浸出法： 茶15 g/90 ℃ 650 mL、0.5分
カフェイン0.01 g、タンニン0.01 g

Infusion： 15 g tea leaves /650 mL
hot water (90 ℃) /steep 0.5 min
Caffeine： 0.01g, Tannin： 0.01g

16042 ＜茶類＞　(発酵茶類）　ウーロン茶　浸出液 Fermented tea, Oolong tea, infusion 浸出法： 茶15 g/90 ℃ 650 mL、0.5分
カフェイン0.02 g、タンニン0.03 g

Infusion： 15 g tea leaves /650 mL
hot water (90 ℃) /steep 0.5 min
Caffeine： 0.02g, Tannin： 0.03g

16043 ＜茶類＞　(発酵茶類）　紅茶　茶 Fermented tea, black tea, tea カフェイン2.9 g  タンニン11.0 g Caffeine： 2.9g, Tannin： 11.0g

16044 ＜茶類＞　(発酵茶類）　紅茶　浸出液 Fermented tea, black tea, infusion 浸出法： 茶5 g/熱湯360 mL、1.5分～4分
カフェイン0.03 g  タンニン0.10 g

Infusion： 5 g tea leaves /360 mL
boiling water /steep 1.5 to 4 min
Caffeine： 0.03 g, Tannin： 0.10 g

16045 ＜コーヒー・ココア類＞　コーヒー　浸出液 Coffee, infusion 浸出法： コーヒー粉末10 g/熱湯150 mL,
カフェイン0.06 g、タンニン0.25 g

Infusion： 10 g ground coffee /150
mL boiling water
Caffeine： 0.06 g, Tannin： 0.25 g

16046
＜コーヒー・ココア類＞　コーヒー　インスタント
コーヒー

Coffee, instant coffee カフェイン4.0 g、タンニン12.0 g Caffeine： 4.0 g, Tannin： 12.0 g

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

Coffee,  ready-to-drink coffee with milk and
sugar, canned

別名： 缶コーヒー
試料： 缶製品

Sample： canned product

16048 ＜コーヒー・ココア類＞　ココア　ピュアココア Cocoa, pure powder 別名： 純ココア
テオブロミン1.7 g、カフェイン0.2 g、 ポリ

フェノール4.1 g
Theobromine： 1.7 g, Caffeine： 0.2 g,
Polyphenol： 4.1 g

16049 ＜コーヒー・ココア類＞　ココア　ミルクココア Cocoa, chocolate milk powder 別名： インスタントココア、調整
ココア

テオブロミン0.3 g、 カフェインTr、ポリフェ

ノール0.9 g
Theobromine： 0.3 g, Caffeine： Tr,
Polyphenol： 0.9 g

新規 ＜その他＞　青汁　ケール Kale juice
16050 ＜その他＞　甘酒

"Ama-zake " (sweet beverage made from rice
koji)

16051 ＜その他＞　昆布茶 "Kobu-cha " (kombu powder for drink) 粉末製品
エネルギー： 暫定値

Energy： tentative value

新規 ＜その他＞　スポーツドリンク Sports drink

16052 ＜その他＞　(炭酸飲料類）　果実色飲料
Carbonated beverage, fruit flavored and colored
drink 試料： 無果汁のもの ビタミンC： 添加品あり

Some products may contain ascorbic
acid as food additive
Sample： not containing fruit juice

16053 ＜その他＞　(炭酸飲料類）　コーラ Carbonated beverage, cola
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16054 ＜その他＞　(炭酸飲料類）　サイダー Carbonated beverage, clear soda

新規
＜その他＞　(炭酸飲料類）　ビール風味炭酸
飲料

Carbonated beverage, beer-flavored drink,
alcohol free 別名： ノンアルコールビール

16055 ＜その他＞　麦茶　浸出液 "Mugi-cha " (roasted barley tea), infusion 浸出法： 麦茶50 g/湯1500 mL、沸騰後5
分放置

Infusion： 50 g roasted barley /1500
mL boiling water /steep 5 min

１７　調味料及び香辛料類 17. Seasonings and spices SEASONINGS AND SPICES

 ＜SEASONINGS＞

17001
＜調味料類＞(ウスターソース類)　ウスターソー
ス

Japanese Worcester sauce, common type 酢酸： 1.5 g Acetic acid： 1.5 g

17002 ＜調味料類＞（ウスターソース類)　中濃ソース Japanese Worcester sauce, semi-thick type 酢酸： 1.3 g Acetic acid： 1.3 g

17003 ＜調味料類＞(ウスターソース類)　濃厚ソース Japanese Worcester sauce, thick type 酢酸： 1.2 g Acetic acid： 1.2 g

新規
＜調味料類＞(ウスターソース類)　お好み焼き
ソース

Japanese Worcester sauce, sweet thick type for
"Okonomiyaki " ( Japanese savory pancake)

17004 ＜調味料類＞(辛味調味料類）　トウバンジャン Hot seasoning, Doubanjiang

17005
＜調味料類＞(辛味調味料類）　チリペッパー
ソース

Hot seasoning, hot pepper sauce タバスコソース等を含む 酢酸： 7.6 g
Including Tabasco, etc.
Acetic acid： 7.6 g

17006 ＜調味料類＞(辛味調味料類）　ラー油 Hot seasoning, Chinese chili oil 使用油配合割合： ごま油 8、 とうもろこし油
2

Oil mixing ratio： sesame oil 8, corn
oil 2

17007 ＜調味料類＞（しょうゆ類）こいくちしょうゆ
Soy sauce, "Koikuchi-shoyu" (common soy
sauce) (100 g： 84.7 mL、100 mL： 118 g) (100 g： 84.7 mL、100 mL： 118 g)

17008 ＜調味料類＞（しょうゆ類）うすくちしょうゆ
Soy sauce, "Usukuchi-shoyu " (light color soy
sauce) (100 g： 84.7 mL、100 mL： 118 g) (100 g： 84.7 mL、100 mL： 118 g)

17009 ＜調味料類＞（しょうゆ類）たまりしょうゆ
Soy sauce, "Tamari-shoyu"  (full-bodied soy
sauce) (100 g： 82.6 mL、100 mL： 121 g) (100 g： 82.6 mL、100 mL： 121 g)

17010 ＜調味料類＞（しょうゆ類）さいしこみしょうゆ
Soy sauce, "Saishikomi-shoyu " (refermented
soy sauce) (100 g： 82.6 mL、100 mL： 121 g) (100 g： 82.6 mL、100 mL： 121 g)

17011 ＜調味料類＞（しょうゆ類）しろしょうゆ
Soy sauce, "Shiro-shoyu " (extra light color soy
sauce) (100 g： 82.6 mL、100 mL： 121 g) (100 g： 82.6 mL、100 mL： 121 g)

新規 ＜調味料類＞（しょうゆ類）減塩しょうゆ Soy sauce, salt reduced
17012 ＜調味料類＞（食塩類）食塩 Edible salt, common salt, sodium chloride ≥ 99% 塩分（NaCl)99%以上

17013 ＜調味料類＞（食塩類）並塩 Edible salt, common salt, sodium chloride ≥ 95% 別名： あら塩
塩分（NaCl)95%以上

17014 ＜調味料類＞（食塩類）精製塩　家庭用
Edible salt, refined salt, sodium chloride ≥
99.5%, containing magnesium carbonate 塩分（NaCl)99.5%以上  For home use

新規 ＜調味料類＞（食塩類）精製塩　業務用
Edible salt, refined salt, sodium chloride ≥
99.5%, not  containing magnesium carbonate 塩分（NaCl)99.5%以上 For food industry

新規 ＜調味料類＞（食酢類）黒酢 Vinegar, black rice vinegar
17015 ＜調味料類＞（食酢類）穀物酢 Vinegar, grain vinegar 酢酸： 4.2 g Acetic acid： 4.2 g

17016 ＜調味料類＞（食酢類）米酢 Vinegar, rice vinegar 酢酸： 4.4 g Acetic acid： 4.4 g

新規 ＜調味料類＞（食酢類）果実酢　バルサミコ酢 Vinegar, fruit vinegar, Balsamic vinegar

17017 ＜調味料類＞（食酢類）果実酢　ぶどう酢 Vinegar, fruit vinegar, wine vinegar 別名： ワインビネガー、 ワイン
酢

酢酸： 4.8 g Acetic acid： 4.8 g

17018 ＜調味料類＞（食酢類）果実酢　りんご酢 Vinegar, fruit vinegar, cider vinegar 別名： サイダービネガー 酢酸： 4.7 g Acetic acid： 4.7 g

17019 ＜調味料類＞（だし類）かつおだし
Soup stock, "Katsuo-bushi  dashi " (stock of
"Katsuo-bushi ") (cf. 10091"Katsuo-bushi ")

17020 ＜調味料類＞（だし類）昆布だし
Soup stock, "kombu dashi " (stock of dried
kombu )
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17021 ＜調味料類＞（だし類）かつお・昆布だし

Soup stock, "Katsuo-bushi  and kombu dashi "
(stock of "Katsuo-bushi" and dried kombu)  (cf.
10091"Katsuo-bushi ")

17022 ＜調味料類＞（だし類）しいたけだし
Soup stock, "Shiitake dashi " (stock of dried
Shiitake mushroom)

17023 ＜調味料類＞（だし類）煮干しだし
Soup stock, "Niboshi  dashi " (stock of small
dried sardine)

17024 ＜調味料類＞（だし類）鳥がらだし Soup stock, chicken bone stock
17025 ＜調味料類＞（だし類）中華だし Soup stock, chicken, pork and vegetable stock
17026 ＜調味料類＞（だし類）洋風だし Soup stock, beef and vegetable stock 別名： スープストック

17027 ＜調味料類＞（だし類）固形ブイヨン Stock cubes, meat and vegetable
試料： 市販品
別名： 固形コンソメ
顆粒状の製品を含む

Sample： commercial product
Including granules

新規 ＜調味料類＞（だし類）顆粒中華だし Stock powder, chicken, pork and vegetable 粉末製品を含む Including powder

17028 ＜調味料類＞（だし類）顆粒和風だし
Stock powder, "Katsuo-bushi " (cf.
10091"Katsuo-bushi ")

試料： 市販品
別名： 顆粒風味調味料
粉末製品を含む

17029 ＜調味料類＞（だし類）めんつゆ　ストレート
Japanese noodle soup, non-concentrated (soy
sauce base) 試料： 市販品

17030 ＜調味料類＞（だし類）めんつゆ　三倍濃厚
Japanese noodle soup, triple-concentrated (soy
sauce base) 試料： 市販品

17031 ＜調味料類＞（調味ソース類）オイスターソース Seasoning sauce, oyster sauce 別名： かき油

新規 ＜調味料類＞（調味ソース類）デミグラスソース Seasoning sauce, demi-glace sauce 別名： ドミグラスソース

新規 ＜調味料類＞（調味ソース類）テンメンジャン
Seasoning sauce, Tian Mian Jiang (sweet
soybean paste)

新規 ＜調味料類＞（調味ソース類）ナンプラー Seasoning sauce, Nam pla (fish sauce) 別名： 魚醤

新規 ＜調味料類＞（調味ソース類）ホワイトソース Seasoning sauce, white sauce 別名： ベシャメルソース

17032
＜調味料類＞（調味ソース類）マーボー豆腐の
素

Seasoning sauce, Mapo tofu sauce 試料： レトルトパウチのストレー
ト製品

3) Retort-pouched product, straight
type

17033 ＜調味料類＞（調味ソース類）ミートソース Seasoning sauce, meat sauce 試料： 缶詰及びレトルトパウチ
製品

4) Canned and retort-pouched
products

新規 ＜調味料類＞（調味ソース類）ゆずこしょう
Seasoning sauce, "Yuzu kosho " (spicy paste
made from chili, yuzu zest and salt)

17034 ＜調味料類＞（トマト加工品類）トマトピューレー Tomato products, puree 別名： トマトピューレ 食塩添加品を含む  Including salt added product

17035 ＜調味料類＞（トマト加工品類）トマトペースト Tomato products, paste 食塩添加品を含む  Including salt added product

17036 ＜調味料類＞（トマト加工品類）トマトケチャップ Tomato products, ketchup 酢酸： 0.7 g Acetic acid： 0.7 g

17037 ＜調味料類＞（トマト加工品類）トマトソース Tomato products, tomato sauce
17038 ＜調味料類＞（トマト加工品類）チリソース Tomato products, chili sauce 酢酸： 0.6 g Acetic acid： 0.6 g

17039
＜調味料類＞（ドレッシング類）ドレッシングタイ
プ和風調味料

Dressing, soy sauce based, fat-free 別名： ノンオイル和風ドレッシ
ング

酢酸： 1.3 g Acetic acid： 1.3 g

17040
＜調味料類＞（ドレッシング類）フレンチドレッシ
ング

Dressing, French dressing 使用油配合割合 ： なたね油 8、大豆油 2
酢酸： 1.3 g

Oil mixing ratio： rapeseed oil 8,
soybean oil 2
Acetic acid： 1.3 g

17041
＜調味料類＞（ドレッシング類）サウザンアイラ
ンドドレッシング

Dressing, thousand island dressing 使用油配合割合： なたね油 8、大豆油 2
酢酸： 0.6 g

Oil mixing ratio： rapeseed oil 8,
soybean oil 2
Acetic acid： 0.6 g

17042
＜調味料類＞（ドレッシング類）マヨネーズ　全
卵型

Dressing, mayonnaise, whole egg type 使用油配合割合： なたね油 8、 とうもろこ
し油 2。 酢酸： 0.5 g

Oil mixing ratio： rapeseed oil 8, corn
oil 2
Acetic acid： 0.5 g
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17043
＜調味料類＞（ドレッシング類）マヨネーズ　卵
黄型

Dressing, mayonnaise, egg yolk type 使用油配合割合： なたね油 8、大豆油 2。
酢酸： 0.5 g

Oil mixing ratio： rapeseed oil 8,
soybean oil 2
Acetic acid： 0.5 g

新規
＜調味料類＞（ドレッシング類）マヨネーズ　低
カロリータイプ

Dressing, mayonnaise, low calorie type 使用油配合割合： ○○。酢酸 ： ○ g
Oil mixing ratio： ○○
Acetic acid： ○g

17044 ＜調味料類＞（みそ類）米みそ　甘みそ Miso, rice-koji miso, sweet type 別名： 西京みそ、関西白みそ
等

17045 ＜調味料類＞（みそ類）米みそ　淡色辛みそ Miso, rice-koji miso, light yellow type 別名： 信州みそ等

17046 ＜調味料類＞（みそ類）米みそ　赤色辛みそ Miso, rice-koji miso, red type
17047 ＜調味料類＞（みそ類）麦みそ Miso, barley-koji miso 別名： 田舎みそ

17048 ＜調味料類＞（みそ類）豆みそ Miso, soybean-koji miso 別名： 東海豆みそ

新規 ＜調味料類＞（みそ類）減塩みそ Miso, salt reduced
17049 ＜調味料類＞（みそ類）即席みそ　粉末タイプ Miso, instant miso soup, powdered type 別名： インスタントみそ汁

17050
＜調味料類＞（みそ類）即席みそ　ペーストタイ
プ

Miso, instant miso soup, Paste type 別名： インスタントみそ汁

17051 ＜調味料類＞(ルウ類）　カレールウ Roux, Japanese curry roux, instant
17052 ＜調味料類＞(ルウ類）　ハヤシルウ Roux, hash and rice roux, instant
17053 ＜調味料類＞(その他）　酒かす " Sakekasu "  (sake lees) アルコール： 8.2 g Alcohol： 8.2 g

17054 ＜調味料類＞(その他）　みりん風調味料 Mirin -like sweet cooking seasoning アルコール： 0.8 g,
(100 g： 79.4 mL、 100 mL： 126 g)

Alcohol： 0.8 g
(100 g： 79.4 mL、 100 mL： 126 g)

(16025)

 ＜SPICES＞

17055 ＜香辛料類＞オールスパイス　粉 Spices, allspice, ground  別名 ： ピメント

17056 ＜香辛料類＞オニオンパウダー Spices, onion powder 食塩添加品あり Some products may contain salt

17057 ＜香辛料類＞からし　粉 Spices, mustard, powder  別名 ： マスタード
和がらし及び洋がらしを含む

Including Japanese and Western
mustards

17058 ＜香辛料類＞からし　練り Spices, mustard, paste 和風及び洋風を含む
Including Japanese and Western
types

17059 ＜香辛料類＞からし　練りマスタード Spices, mustard, yellow mustard 別名： フレンチマスタード 酢酸： 2.0 g Acetic acid： 2.0 g

17060 ＜香辛料類＞からし　粒入りマスタード Spices, mustard, whole grain mustard 別名： あらびきマスタード 酢酸： 1.2 g Acetic acid： 1.2 g

17061 ＜香辛料類＞カレー粉 Spices, curry powder
17062 ＜香辛料類＞クローブ　粉 Spices, clove, ground 別名： ちょうじ

17063 ＜香辛料類＞こしょう　黒　粉 Spices, pepper, black, ground 別名： ブラックペッパー

17064 ＜香辛料類＞こしょう　白　粉 Spices, pepper, white, ground 別名： ホワイトペッパー

17065 ＜香辛料類＞こしょう　混合　粉
Spices, pepper, black and white pepper mix,
ground

17066 ＜香辛料類＞さんしょう　粉 Spices, "Sansho"  (Japanese pepper), ground
17067 ＜香辛料類＞シナモン　粉 Spices, cinnamon, ground 別名： にっけい、にっき

17068 ＜香辛料類＞しょうが　粉 Spices, ginger, dried, ground 別名： ジンジャー

17069 ＜香辛料類＞しょうが　おろし Spices, ginger, paste 試料： チューブ入り 添加品を含む
Including ascorbic acid as antioxidant
Sample： product in tube container

(06103)

17070 ＜香辛料類＞セージ　粉 Spice, sage, dried, ground
17071 ＜香辛料類＞タイム　粉 Spice, thyme, dried, ground
17072 ＜香辛料類＞チリパウダー Spice, chili powder
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17073 ＜香辛料類＞とうがらし　粉 Spice, red hot pepper, ground 別名： 一味唐辛子

(06172)

17074 ＜香辛料類＞ナツメグ　粉 Spice, nutmeg, ground 別名： にくずく

17075
＜香辛料類＞にんにく　ガーリックパウダー　食
塩無添加

Spice, garlic, powder, without salt  別名： ガーリック
（でん粉添加品）

新規
＜香辛料類＞にんにく　ガーリックパウダー　食
塩添加

Spice, garlic, powder, with salt （でん粉添加品）

17076 ＜香辛料類＞にんにく　おろし Spice, garlic, paste 試料： チューブ入り Sample： product in tube container

(06223)

17077 ＜香辛料類＞バジル　粉 Spice, basil, dried, ground 別名： めぼうき、 バジリコ

(06238)

17078 ＜香辛料類＞パセリ　乾 Spices, parsley, dried
(06239)

17079 ＜香辛料類＞パプリカ　粉 Spices, paprika

17080 ＜香辛料類＞わさび　粉　からし粉入り
Spices, "Wasabi ", powder, mixed with mustard
powder 試料： ホースラディシュ製品 Sample： horseradish product

17081 ＜香辛料類＞わさび　練り Spices, "Wasabi ", paste 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

Sample： Wasabi and horseradish
paste mixture, in tube container

(06322)

＜OTHERS＞

17082 ＜その他＞酵母　パン酵母　圧搾 Yeast, baker's yeast, compressed 別名： イースト

17083 ＜その他＞酵母　パン酵母　乾燥 Yeast, baker's yeast, dried 別名： ドライイースト

17084 ＜その他＞ベーキングパウダー Baking powder 加熱により発生する二酸化炭素等： 23.5 g Carbon dioxide, etc. produced by
baking： 23.5 g

１８　調理加工食品類 18. Prepared foods

18001 カレー　ビーフ　レトルトパウチ Japanese curry, beef, retort-pouch 缶詰製品を含む Including canned product

18002 ぎょうざ　冷凍 Jiaozi (Chinese dumpling), frozen
18003 グラタン　えび　冷凍 Gratin, prawn, frozen

18004 コーンクリームスープ　粉末タイプ Cream of corn soup, powdered カルシウム： 添加品あり　　
Some products may be fortified with
calcium

18005 コーンクリームスープ　レトルトパウチ Cream of corn soup, retort-pouched 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 Croquettes, white sauce-based, pre-fried, frozen フライ前の食品を冷凍したもの

新規 コロッケ　クリームタイプ　フライ済み　冷凍 Croquettes, white sauce-based, fried, frozen フライ済みの食品を冷凍したも
の

18007 コロッケ　ポテトタイプ　フライ用　冷凍 Croquettes, potato-based, pre-fried, frozen フライ前の食品を冷凍したもの

新規 コロッケ　ポテトタイプ　フライ済み　冷凍 Croquettes, potato-based, fried, frozen

(Breaded fishes)
18008 (魚フライ類)いかフライ　フライ用　冷凍 Breaded seafood, cuttlefish, pre-fried, frozen フライ前の食品を冷凍したもの

新規 (魚フライ類)いかフライ　フライ済み　冷凍 Breaded seafood, cuttlefish, fried, frozen フライ済みの食品を冷凍したも
の

18009 (魚フライ類)えびフライ　フライ用　冷凍 Breaded seafood, prawn, pre-fried, frozen フライ前の食品を冷凍したもの

新規 (魚フライ類)えびフライ　フライ済み　冷凍 Breaded seafood, prawn, fried, frozen フライ済みの食品を冷凍したも
の

18010 (魚フライ類)白身フライ　フライ用　冷凍 Breaded seafood, white fish, pre-fried, frozen フライ前の食品を冷凍したもの
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新規 (魚フライ類)フライ　フライ済み　冷凍 Breaded seafood, white fish, fried, frozen フライ済みの食品を冷凍したも
の

18011 シチュー　ビーフ　レトルトパウチ Stew, beef, retort-pouch 缶詰製品を含む Including canned product

18012 しゅうまい　冷凍 "Shumai " (pork dumpling), frozen
18013 ハンバーグ　冷凍 Hamburger steak, frozen
18014 ピラフ　冷凍 Pilaf, frozen
18015 ミートボール　冷凍 Meatball, frozen

18016 メンチカツ　フライ用　冷凍
"Menchi-katsu " (breaded ground meat cutlet),
pre-fried, frozen フライ前の食品を冷凍したもの

新規 メンチカツ　フライ済み　冷凍
"Menchi-katsu " (breaded ground meat cutlet),
fried, frozen

フライ済みの食品を冷凍したも
の
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