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◎【卸売業】商品名及び個別品目名早見表

分類 商品名 品目 個別品目名 分類 商品名 品目 個別品目名
コード コード コード コード

51111 生糸・繭卸売 1001 生糸、繭等 1067 稲わら

1002 溶解パルプ 1068 砂糖原料作物

1003 レーヨン・アセテート 1069 ホップ

1004 合成繊維 1070 飼料作物

1005 炭素繊維 1071 葉たばこ

1006 綿花（輸入） 1072 その他の酪農生産物

1007 洗上羊毛、トップ 1073 肉用牛

51121 糸卸売 1008 綿糸、合成繊維糸等 1074 豚

1009 綿・スフ織物 1075 鶏卵

1010 絹・人絹織物 1076 肉鶏

1011 その他の織物 1077 その他の畜産

1012 ニット生地 1078 動物原皮

1013 フェルト等 1079 海藻類（海面漁業）

1014 ゴム引布地 1080 海藻類（海面養殖業）

1015 男子服（織物製） 1081 毛皮

1016 男子服（ニット製） 1082 精製糖

1017 婦人服・子供服（織物製） 1083 その他の砂糖・副産物

1018 婦人服・子供服（ニット製） 1084 ぶどう糖・水あめ・異性化糖等

1019 下着類（織物製） 52212 味そ・しょう油卸売 1085 みそ、しょうゆ

1020 下着類（ニット製） 1086 清酒

51291 その他の衣服卸売 1021 和装製品（織物製） 1087 ビール類

1022 ふとん綿 1088 ウイスキー類

1023 寝着類（織物製） 1089 その他の酒類

1024 寝着類（ニット製） 1090 素干し品、塩干品等

1025 寝具 1091 節類、焼・味付けのり等

1026 ベッド用マットレス、組スプリング 1092 乾燥野菜・果実

1027 靴（ゴム・プラスチック製） 1093 香辛料

1028 靴（革製） 1094 カカオ豆（輸入）

1029 履物（ゴム・プラスチック製） 1095 学校給食パン、菓子パン等

1030 履物（革製） 1096 菓子類

1031 繊維製袋 1097 生あん

1032 かばん、袋物、ハンドバッグ 1098 原料濃縮果汁

1033 レース生地、その他の繊維粗製品等 1099 清涼飲料

1034 その他の衣服・身の回り品 1100 コーヒー豆（輸入）

1035 タオル 1101 茶（生葉）等

1036 帆布製品 1102 麦茶

1037 衣服用、作業用手袋（革製） 1103 茶・コーヒー

1038 その他の身辺細貨品 1104 生乳

1039 ブラシ等 1105 飲用牛乳

1040 米 1106 乳製品

1041 小麦

1042 大麦

1043 精米 1108 水産びん・かん詰

1044 その他の精穀 1109 野菜びん・かん詰

1045 大豆 1110 肉加工品

1046 その他の豆類 1111 くん製品

1047 雑穀 1112 ねり製品

1048 小麦粉 1113 水産物つくだ煮

1049 その他の製粉 1114 めん類

1050 でん粉 1115 調理パン

1051 かんしょ 1116 冷凍野菜、漬物等

1052 ばれいしょ 1117 食用植物油脂

1053 野菜 1118 食用動物油脂

1054 その他の食用耕種作物 1119 加工油脂

1055 きのこ、ねまがりたけ 1120 植物原油かす

1056 果実 1121 ソース、たれ類等

1057 くり、くるみ 1122 冷凍調理食品

1058 牛肉 1123 レトルト食品

1059 豚肉 1124 そう菜・すし・弁当

1060 鶏肉 1125 その他の食料品

1061 その他の食肉 1126 製氷

1062 と畜副産物 1127 食卓用塩

1063 魚介類（海面漁業） 1128 素材

1064 魚介類（海面養殖業） 1129 竹材

1065 内水面漁業・養殖業 1130 製材

1066 冷凍魚介類 1131 合板・集成材

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

商品分類 品　　目　　分　　類

化学繊維卸売51112

他の繊維原料(生糸・
繭を除く）卸売

51119

婦人・子供服卸売

51131

51211

51221

織物（室内装飾繊維品
を除く）卸売

男子服卸売

他の身の回り品卸売51391

米麦卸売52111

51231

51311

51321

51322

51331

下着類卸売

寝具類卸売

靴卸売

履物(靴を除く）卸売

かばん・袋物卸売

食肉卸売52151

生鮮魚介卸売52161

他の農畜産物・水産物
卸売

52191

雑穀・豆類卸売52121

野菜卸売

果実卸売

飲料（茶類飲料を含
む）卸売

52251

茶類卸売52261

砂糖卸売52211

酒類卸売52221

乾物卸売52231

木材・竹材卸売53111

52131

52141

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

商品分類 品　　目　　分　　類

52299 他の食料・飲料卸売

牛乳・乳製品卸売52271

菓子・パン類卸売52241

52299 他の食料・飲料卸売

52291
缶詰・瓶詰食品（気密
容器入りのもの）卸売

1107
食肉びん・かん詰、その他の畜産食
料品
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（つづき）

分類 商品名 品目 個別品目名 分類 商品名 品目 個別品目名
コード コード コード コード

1132 木材チップ 1198 熱硬化性樹脂

1133 造作材、銘板等 1199 ポリエチレン（低密度）

53121 セメント卸売 1134 セメント 1200 ポリエチレン（高密度）

1135 板ガラス 1201 ポリスチレン

1136 強化ガラス等 1202 ポリプロピレン

1137 建築用金属製品 1203 塩化ビニル樹脂

1138 プレハブ住宅等 1204 高機能性樹脂

1139 砂利、砂 1205 その他の合成樹脂

1140 砕石、石材

1141 建築用木製組立材料等

1142 ガラスブロック、ガラスタイル 1207 写真用化学薬品

1143 生コンクリート 1208 農薬

1144 セメント製品 1209 ゼラチン・接着剤

1145 建設用陶磁器 1210 触媒

1146 耐火物 1211 火薬、香料等

1147 その他の建設用土石製品 1212 煙火（がん具用を含む）

1148 建設用金属製品 53311 原油卸売 1213 原油

1149 生うるし 53312 揮発油卸売 1214 ガソリン

1150 塗料 53313 灯油卸売 1215 灯油

1151 印刷インキ 53314 軽油卸売 1216 軽油

1152 プラスチックフィルム・シート 1217 Ａ重油

1153 プラスチック板・管・棒 1218 Ｂ重油・Ｃ重油

1154 プラスチック発泡製品

1155 工業用プラスチック製品

1156 強化プラスチック製品 1220 天然ガス

1157 プラスチック製容器 1221 ジェット燃料油

1158 その他のプラスチック製品 1222 ナフサ

1159 酸化チタン 1223 その他の石油製品

1160 その他の無機顔料 1224 鉄鉱石

1161 合成染料・有機顔料 1225 非鉄金属鉱物

1162 木ろう 1226 石炭

1163 非食用植物油脂 1227 石灰石

1164 非食用動物油脂 1228 窯業原料鉱物

1165 油脂加工製品 1229 その他の鉱物

1166 ソーダ灰 1230 コークス

1167 か性ソーダ 1231 銑鉄

1168 液体塩素 1232 フェロアロイ

1169 その他のソーダ工業製品 1233 粗鋼（転炉）

1170 カーボンブラック 1234 粗鋼（電気炉）

1171 圧縮ガス・液化ガス 1235 鍛鋼

1172 工業用塩 1236 鋳鋼

1173 その他の無機化学工業製品 1237 鋳鉄管

1174 エチレン 1238 鋳鉄品

1175 プロピレン 1239 鍛工品（鉄）

1176 その他の石油化学基礎製品 1240 普通鋼形鋼

1177 純ベンゼン 1241 普通鋼鋼板

1178 純トルエン 1242 普通鋼鋼帯

1179 キシレン 1243 普通鋼小棒

1180 その他の石油化学系芳香族製品 1244 その他の普通鋼熱間圧延鋼材

1181 合成オクタノール・ブタノール 1245 特殊鋼熱間圧延鋼材

1182 酢酸 1246 普通鋼鋼管

1183 二塩化エチレン 1247 特殊鋼鋼管

1184 アクリロニトリル 1248 普通鋼冷間仕上鋼材

1185 エチレングリコール 1249 特殊鋼冷間仕上鋼材

1186 酢酸ビニルモノマー 1250 亜鉛めっき鋼板、ブリキ等

1187 その他の脂肪族中間物 1251 鉄鋼シャースリット業

1188 スチレンモノマー 1252 その他の鉄鋼製品

1189 合成石炭酸 1253 針金

1190 テレフタル酸（高純度） 1254 ドラム缶、コンテナ等

1191 カプロラクタム 1255 金属プレス製品

1192 その他の環式中間物 1256 ワイヤロープ、溶接棒

1193 合成ゴム 1257 銅

1194 メタン誘導品 1258 鉛・亜鉛

1195 可塑剤 1259 アルミニウム

1196 その他の有機化学工業製品 1260 その他の非鉄金属地金

1197 高級アルコール（油脂製品） 53521 非鉄金属製品卸売 1261 伸銅品

プラスチック卸売53221

板ガラス卸売

建築用金属製品（建築
用金物を除く）卸売

53131

53141

他の鉄鋼製品卸売53491

重油卸売53315

他の石油卸売

鉱物（石油を除く）卸
売

53321

53319

非鉄金属地金卸売53511

染料・顔料卸売53291

油脂・ろう卸売53292

鉄鋼粗製品卸売53411

鉄鋼一次製品卸売53421

平成27年産業連関表（27年調査）

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計平成26年商業統計

他の建築材料卸売53191

平成27年産業連関表（27年調査）

商品分類 品　　目　　分　　類

1206
界面活性剤（石けん・合成洗剤を除
く。）

木材・竹材卸売

液化石油ガス

53111

53299 他の化学製品卸売

塗料卸売53211

53299 他の化学製品卸売

53316
液化石油ガス(LPG)卸

売
1219
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（つづき）

分類 商品名 品目 個別品目名 分類 商品名 品目 個別品目名
コード コード コード コード

1262 アルミ圧延製品 1325 工業用陶磁器

1263 非鉄金属素形材 1326 電極、炭素棒等

1264 その他の非鉄金属製品 1327 電線・ケーブル

1328 光ファイバケーブル

1329 フラットパネル・電子管

53621 鉄スクラップ卸売 1266 鉄屑 1330 半導体素子

1331 集積回路

1332 液晶パネル

53641 古紙卸売 1268 古紙 1333 記録メディア（電子計算機用）

53691 他の再生資源卸売 1269 その他の屑 1334 電子回路

54111 農業用機械器具卸売 1270 農業用機械 1335 その他の電子部品

1336 発電機器

1337 電動機

1272 鋳造装置 1338 変圧器・変成器

1273 金属工作機械 1339 開閉制御装置・配電盤

54131 金属加工機械卸売 1274 金属加工機械 1340 配線器具

1275 金庫 1341 内燃機関電装品

1276 複写機 1342 その他の産業用電気機器

1277 その他の事務用機械 1343 その他の電気機械器具

1278 原動機 1344 有線電気通信機器

1279 自動車用内燃機関 1345 携帯電話機

1280 舶用内燃機関 1346 ラジオ・テレビジョン放送装置等

54192 繊維機械器具卸売 1281 繊維機械 1347 その他の電気通信機器

1282 ポンプ・圧縮機 1348 パーソナルコンピュータ

1283 真空装置・真空機器 1349 電子計算機本体

1284 ガス・石油機器等 1350 電子計算機附属装置

1285 配管工事附属品 1351 タイヤ・チューブ（自転車用）

1286 粉末や金製品 1352 自転車

1287 ボイラ 1353 車椅子（電動式）

1288 タービン

1289 運搬機械

1290 冷凍機等 1355 鋼船

1291 ベアリング 1356 その他の船舶

1292 動力伝導装置 1357 鉄道車両

1293 その他のはん用機械 1358 航空機

1294 食品機械・同装置 1359 産業用運搬車両

1295 木材加工機械 1360 その他の輸送機械

1296 パルプ装置・製紙機械 54921 写真機卸売 1361 写真機、映写機等

1297 印刷・製本・紙工機械 54922 時計卸売 1362 時計

1298 包装・荷受機械 1363 理化学用・医療用ガラス器具

1299 化学機械 1364 計測機器

1300 プラスチック加工機械 1365 望遠鏡、光学レンズ等

1301 機械工具 1366 産業用Ｘ線装置等

1302 半導体製造装置 1367 電気計測器

1303 ロボット 1368 眼鏡、コンタクトレンズ等

1304 その他の生産用機械 1369 医療用機械器具

1305 自動販売機 1370 医療用電子応用装置

1306 娯楽用機器 1371 木製家具

1307 その他のサービス用機器 1372 金属製家具

54211 乗用車卸売 1308 乗用車 1373 木製建具

54212 トラック卸売 1309 トラック 1374 その他の装備品等

54213 二輪自動車卸売 1310 二輪自動車 1375 鏡

54219 他の自動車卸売 1311 バス、トレーラ等 1376 その他の木製品

1312 自動車用タイヤ・チューブ 1377 ろうそく

1313 カーステレオ等 1378 プラスチック製日用雑貨等

1314 カーナビゲーションシステム等 1379 清掃用品等

1315 自動車部品 55131 畳卸売 1380 畳・わら加工品

1316 記録メディア（録画用、録音用） 1381 じゅうたん・床敷物

1317 民生用エアコンディショナ 1382 カーテン、テーブルクロス

1318 民生用電気機器 1383 卓上用ガラス器具等

1319 電球類 1384 日用陶磁器

1320 電気照明器具 1385 その他の窯業・土石製品

1321 電池 1386 プラスチック製食器

1322 ビデオ機器・デジタルカメラ 1387 金属洋食器

1323 電気音響機器 1388 漆器、魔法瓶

1324 ラジオ・テレビ受信機 55211 医薬品卸売 1389 薬用作物

54141

室内装飾繊維品卸売55141

自転車卸売54911

他の計量器・理化学機
械器具・光学機械器具

卸売
54929

54191

ポンプ・圧縮機卸売54193

他の産業機械器具卸売54199

平成27年産業連関表（27年調査）

商品分類 品　　目　　分　　類

ガラスびん、空缶

非鉄金属屑1267
非鉄金属スクラップ卸

売
53631

平成26年商業統計

金属加工機械卸売54131

1265

商品分類 品　　目　　分　　類

1354
タイヤ・チューブ（航空機用、運搬
車用等）

他の輸送用機械器具
（自動車を除く）卸売

54919

54321
電気機械器具（家庭用
電気機械器具を除く）

卸売

1271 建設・鉱山機械

53521 非鉄金属製品卸売

53611
空瓶・空缶等空容器卸

売

54121
建設機械・鉱山機械卸

売

はん用内燃機関卸売

陶磁器・ガラス器卸売55151

他のじゅう器卸売55191

医療用機械器具(歯科用
機械器具を含む)卸売

54931

家具・建具卸売55111

荒物卸売55121
自動車部分品・附属品
（中古品を除く）卸売

54221

家庭用電気機械器具卸
売

54311

事務用機械器具卸売

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）
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（つづき）

分類 商品名 品目 個別品目名 分類 商品名 品目 個別品目名
コード コード コード コード

1390 医薬品 1455 武器

1391 繊維製衛生材料 1456 き章、トロフィー等

1392 紙製衛生製品 1457 楽器

1393 医療、衛生用ゴム製品 1458 筆記具・文具

55231 化粧品卸売 1394 化粧品等 1459 情報記録物

1395 石けん 1460 映像・音声・文字情報制作業

1396 歯磨き、シャンプー 1461 ソフトウェア業

1397 合成洗剤 1462 ランプかさ

1398 クレンザー 1463 看板、工業用模型等

1399 洋紙・和紙

1400 板紙

1401 段ボール

1402 塗工紙・建設用加工紙

1403 段ボール箱

1404 その他の紙製容器

1405 紙製衛生材料

1406 その他のパルプ・紙・紙加工品

1407 ボルト・ナット等

1408 18リットル缶

1409 刃物・道具類

1410 アルミニウム製台所・食卓用品

1411 くぎ、金属製金網等

1412 金物

1413 飼料

1414 有機質肥料

1415 化学肥料

1416 スポーツ用衣服（織物製）

1417 スポーツ用衣服（ニット製）

1419 スポーツ用履物（革製）

1420 スポーツ用手袋（革製）

1421 運動用品

1422 がん具

1423 ゲーム用ソフト

55951 たばこ卸売 1424 たばこ

1425 さんご

1426 真珠

1427 淡水真珠

1428 ジュエリー製品

55971 書籍・雑誌卸売 1429 印刷・製版・製本

55991 なめし革卸売 1430 なめし革

1431 種苗

1432 花き・花木類

1433 生ゴム（輸入）

1434 製紙・敷物原料作物

1435 愛がん動物、きゅう肥等

1436 育林

1437 薪、木炭

1438 鑑賞用魚（内水面養殖業）

1439 綱・網

1440 他の繊維既製品

1441 製紙用パルプ

1442 フィルム、印画紙等

1443 修正液

1444 その他の石炭製品

1445 舗装材料

1446 その他のゴム製品

1447 その他の革製品

1448 ガラス繊維・同製品

1449 ガラス製加工素材

1450 その他のガラス製品

1451 研磨材

1452 核燃料

1453 その他の金属製品

1454 金型

合成洗剤卸売55241

55211 医薬品卸売

肥料・飼料卸売55921

娯楽用品・がん具卸売55941

紙卸売55311

紙製品卸売55321

金物卸売55911

その他卸売

ジュエリー製品卸売55961

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

商品分類 品　　目　　分　　類

スポーツ用履物（ゴム・プラスチッ
ク製）

1418
スポーツ用品卸売55931

石けん卸売55232

55999

平成27年産業連関表（27年調査）

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計

55999 その他卸売

4



調査品目一覧表（卸売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

51111 生糸・繭卸売 1001 生糸、繭等
製糸（生糸、副蚕糸）繭、野蚕糸（天蚕糸、
さく蚕糸など）、野繭（天蚕、さく蚕など）

1002 溶解パルプ 溶解パルプ

1003 レーヨン・アセテート
レーヨン・アセテート：ビスコース長繊維糸･
短繊維、キュプラ長繊維糸･短繊維、アセテー
ト長繊維糸･短繊維

1004 合成繊維

合成繊維：ナイロン長繊維糸・短繊維、ポリ
エステル長繊維糸・短繊維、アクリル長繊維
糸・短繊維、ビニロン長繊維糸・短繊維、ポ
リプロピレン長繊維糸・短繊維

1005 炭素繊維 炭素繊維

1006 綿花（輸入） 綿花（輸入）

1007 洗上羊毛、トップ 整毛（洗上羊毛、トップ、反毛等）

51121 糸卸売 1008 綿糸、合成繊維糸等

綿紡績糸（純綿糸、混紡綿糸）、化学繊維紡
績糸（ビスコース・スフ糸、キュプラ・スフ
糸、アセテート紡績糸、ビニロン紡績糸、ナ
イロン紡績糸、アクリル紡績糸、ポリエステ
ル紡績糸、ポリプロピレン紡績糸）、毛紡績
糸（そ毛糸、紡毛糸）、ねん糸、かさ高加工
糸、その他の紡績糸（絹紡糸、さく紡糸、絹
紡ちゅう糸、麻紡績糸、和紡糸）

1009 綿・スフ織物
綿織物、ビスコース・スフ織物、化学繊維紡
績糸織物、綿・スフ・合成繊維毛布地

1010 絹・人絹織物
絹織物、絹紡織物、人絹織物、合成繊維長繊
維織物、化学繊維タイヤコード

1011 その他の織物

毛織物（そ毛洋服地、その他のそ毛織物、紡
毛服地、その他の紡毛織物、その他の毛織
物）

麻織物（亜麻織物、ちょ麻織物、黄麻織物、
繊維製ホース、麻風合成繊維織物）

細幅織物

その他の織物（モケット等）

1012 ニット生地
丸編ニット生地、たて編ニット生地、横編
ニット生地

1013 フェルト等
フェルト、不織布（乾式）、上塗りした織
物、防水した織物

1014 ゴム引布地
ゴム引布、ゴム引布製品（エアーマットレス
等）

1015 男子服（織物製）
織物製衣服：成人男子・少年服、シャツ、事
務用・作業用・衛生用衣服、学校服（スポー
ツ用衣服、下着、寝着類、和装製品を除く）

1016 男子服（ニット製）
アウターシャツ類、セーター類、その他の外
衣・シャツ（成人男子・少年服（スポーツ用
衣服、海水着等、下着、寝着類を除く）

1017
婦人服・子供服（織物
製）

織物製衣服：成人女子・少女服、乳幼児服、
シャツ、事務用・作業用・衛生用衣服、学校
服（スポーツ用衣服、下着、寝着類、和装製
品を除く）

1018
婦人服・子供服（ニット
製）

アウターシャツ類、セーター類、その他の外
衣・シャツ（成人女子・少女服、乳幼児服
（スポーツ用衣服、海水着等、下着、寝着類
を除く）

1019 下着類（織物製）
織物製衣服：下着（スポーツ用衣服、寝着
類、和装製品を除く）

1020 下着類（ニット製）
ニット製衣服：下着、補整着（スポーツ用衣
服、海水着等、寝着類を除く）

51291 その他の衣服卸売 1021 和装製品（織物製）
和装製品（既成和服・帯、ショール、足袋類
等）

他の繊維原料(生糸・繭を除く）卸
売

51119

織物（室内装飾繊維品を除く）卸
売

51131

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

化学繊維卸売51112

男子服卸売51211

婦人・子供服卸売51221

下着類卸売51231

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入し

てください。 
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調査品目一覧表（卸売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入し

てください。 

1022 ふとん綿 ふとん綿

1023 寝着類（織物製） 織物製衣服：寝着類

1024 寝着類（ニット製） ニット製衣服：寝着類

1025 寝具
ふとん、羽毛ふとん、その他の寝具（寝具用
カバー、シーツ、タオルケット、枕、クッ
ション、寝袋等）、毛布

1026
ベッド用マットレス、組
スプリング

ベッド用マットレス、組スプリング

1027
靴（ゴム・プラスチック
製）

ゴム底布靴、総ゴム靴、プラスチック製靴
（合成皮革製靴、プラスチック成形靴な
ど）、ゴム製・プラスチック製の靴用材料・
同附属品（甲、靴底、かかと）

1028 靴（革製）

革製履物（紳士用革靴（23cm以上）、婦人
用・子供用革靴、作業用革靴（保安靴、耐電
靴、耐酸靴等）その他の革製靴（一部革製の
靴等）、革製の靴用材料・同附属品（甲、靴
底、かかと等）

1029
履物（ゴム・プラスチッ
ク製）

ゴム製：ゴム製履物・同附属品（地下足袋、
ゴム草履・スリッパ（スポンジ製のものを含
む）、ゴム製の履物用品（ゴム底、ゴムかか
と、草履底、甲など））

プラスチック製：プラスチック製履物・同附
属品（プラスチック製サンダル・スリッパ・
草履、プラスチック製の履物附属品）

1030 履物（革製）
その他の革製履物（草履、スリッパ、サンダ
ル等）、革製の履物用材料・同附属品（甲、
底、かかと等）

1031 繊維製袋 繊維製袋（麻袋、綿袋、合成繊維袋等）

1032
かばん、袋物、ハンド
バッグ

かばん（材料のいかんを問わない）（なめし
革製旅行かばん、なめし革製書類入かばん・
学生かばん・ランドセル、プラスチック製か
ばん、合成皮革製ケース等）、袋物（札入
れ、財布、ショッピングバッグ等）、ハンド
バッグ（材料のいかんを問わない）

1033
レース生地、その他の繊
維粗製品等

レース生地・雑品、組ひも、その他の繊維粗
製品（リリヤン、モール、ふさ類等）、製綿

1034
その他の衣服・身の回り
品

ネクタイ、スカーフ、マフラー、ハンカチー
フ、靴下、手袋、帽子、毛皮製衣服・身の周
り品、なめし革製衣服、繊維製履物

1035 タオル タオル

1036 帆布製品 帆布製品（シート、テント、日よけ等）

1037
衣服用、作業用手袋（革
製）

革製手袋（合成皮革製を含む）（衣服用、作
業用）

1038 その他の身辺細貨品

ジュエリー製品を除く身辺細貨品：装身具・
装飾品（すず・アンチモン製等）（首飾り、
腕輪、指輪、イヤリング、ブローチ、ロケッ
ト、カフスボタン等）、その他の身辺細貨品
（コンパクト、バッチ、バックル、メダル、
くし、手鏡、宝石箱、小物箱、貴金属製たば
こケース、貴金属製ナイフ・フォーク・ス
プーン・皿等の洋食器類等）、造花、装飾用
羽毛

その他の身辺細貨品：ボタン、針・ピン・
ホック・スナップ・同関連品（縫針、ミシン
針、スライドファスナー、スナップ、ホッ
ク、クリップ、画びょう、マジックテープ、
安全ピン等）、かつら、かもじ、身辺細貨品
の部分品・附属品

寝具類卸売51311

靴卸売51321

履物(靴を除く）卸売51322

かばん・袋物卸売51331

他の身の回り品卸売51391
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調査品目一覧表（卸売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入し

てください。 

51391 　他の身の回り品卸売 1039 ブラシ等

うちわ、扇子、ちょうちん、ブラシ（歯ブラ
シ、化粧用ブラシ）、、喫煙用具（たばこ用
ライター、たばこ用フィルター等）、その他
の生活雑貨製品（傘等）

1040 米 米

1041 小麦 小麦

1042 大麦 大麦（二条、六条）、裸麦

1043 精米 精米

1044 その他の精穀 くず米、米ぬか、精麦、麦ぬか

1045 大豆 大豆（国産）、大豆（輸入）

1046 その他の豆類
えんどう、そらまめ、いんげん豆、小豆、さ
さげ、らっかせい、その他の豆類

1047 雑穀
そば、えん麦、とうもろこし、あわ、きび、
ひえ、グレーンソルガム（輸入）

1048 小麦粉 小麦粉

1049 その他の製粉 ふすま、そば粉、こんにゃく粉、米穀粉

1050 でん粉
かんしょでん粉、ばれいしょでん粉、小麦で
ん粉、コーンスターチ、でん粉かす

1051 かんしょ かんしょ

1052 ばれいしょ ばれいしょ

1053 野菜

果菜類（露地）：かぼちゃ、ピーマン、きゅ
うり、露地メロン、すいか、なす、トマト、
さやえんどう（未成熟えんどう）、未成熟と
うもろこし、えだまめ（未成熟大豆）、さや
いんげん（未成熟いんげん）

葉茎菜類（露地）：キャベツ、はくさい、そ
の他の漬菜、ほうれんそう、ねぎ、たまね
ぎ、にら、みつば、しゅんぎく、にんにく、
レタス、セルリー、カリフラワー、ブロッコ
リー、アスパラガス、たけのこ

根菜類：だいこん、かぶ、にんじん、ごぼ
う、さといも、やまのいも、れんこん、しょ
うが

果菜類（施設）：かぼちゃ、ピーマン、きゅ
うり、温室メロン、すいか、なす、トマト、
いちご

葉茎菜類（施設）：レタス、もやし

1054 その他の食用耕種作物
なたね、ごま、オリーブ、こんにゃくいも、
香辛料作物（輸入）、カッサバ芋（輸入）

1055 きのこ、ねまがりたけ
きのこ類（まつたけ、しいたけ、えのきたけ
等）、ねまがりたけ

1056 果実

みかん、夏みかん、ネーブルオレンジ、はっ
さく、伊予柑、グレープフルーツ（輸入）、
りんご、ぶどう、日本なし、西洋なし、も
も、すもも、おうとう、うめ、びわ、かき、
くり、キウイフルーツ、パインアップル、バ
ナナ（輸入）、果実の植物成長

1057 くり、くるみ 種実（くり、くるみ）

1058 牛肉 牛肉

1059 豚肉 豚肉

1060 鶏肉 鶏肉

1061 その他の食肉 馬肉、羊肉、山羊肉

1062 と畜副産物 原皮、内臓及び肉鶏処理副産物

1063 魚介類（海面漁業）
魚類、えび類、かに類、いか類、たこ類、う
に類、なまこ類、貝類、鯨類

1064 魚介類（海面養殖業）
まあじ、ぶり類、たい類、くるまえび、ほや
類、ほたてがい、かき類

52161 生鮮魚介卸売

食肉卸売52151

雑穀・豆類卸売52121

果実卸売52141

米麦卸売52111

野菜卸売52131
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調査品目一覧表（卸売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入し

てください。 

1065 内水面漁業・養殖業

内水面漁業：さけ・ます類、わかさぎ、あ
ゆ、しらうお、こい、ふな、うなぎ、しじ
み、えび類、

内水面養殖業：ます類、あゆ、こい、ふな、
うなぎ

1066 冷凍魚介類
冷凍魚介類、冷凍魚介調理品（丸又は三枚お
ろし、刺身等の処理をし、凍結したもの）、
冷凍すり身、副産物の「魚のあら」

1067 稲わら 稲わら

1068 砂糖原料作物 さとうきび、てんさい

1069 ホップ ホップ

1070 飼料作物 牧草、青刈とうもろこし、ソルゴー

1071 葉たばこ 葉たばこ

1072 その他の酪農生産物
乳子牛（と畜向け、肉用肥育向け）、乳子牛
の成長増加、乳廃牛、きゅう肥

1073 肉用牛
と畜向け肉用牛（成牛換算飼養頭数の増減を
含む。）、肥育向け子畜、きゅう肥

1074 豚
豚（成豚換算飼育数の飼養頭数の増減を含
む。）、きゅう肥

1075 鶏卵
鶏卵、成鶏（成鶏換算飼養羽数の増減を含
む。）、不正常卵、鶏ふん

1076 肉鶏 ブロイラー、鶏ふん

1077 その他の畜産

羊毛、馬（軽種馬を含む。）、やぎ、めん
羊、毛皮用動物（ミンク、うさぎ等の飼育及
びその毛、毛皮等）、食用鳥類（鶏を除
く。）、その他の食用畜産物（やぎ乳、はち
みつ、うずらの卵）

1078 動物原皮 狩猟による動物原皮

1079 海藻類（海面漁業） 海藻類

1080 海藻類（海面養殖業） こんぶ類、わかめ類、のり類

1081 毛皮 毛皮（調整済で完成品ではないもの）

1082 精製糖 てんさい糖、甘しゃ糖

1083 その他の砂糖・副産物 含みつ糖、副産物（糖みつ、ビートパルプ）

1084
ぶどう糖・水あめ・異性
化糖等

ぶどう糖（無水結晶ぶどう糖・含水結晶ぶど
う糖、全糖ぶどう糖、液状ぶどう糖）、水あ
め（水あめ、粉あめ）、異性化糖

52212 味そ・しょう油卸売 1085 みそ、しょうゆ みそ、しょうゆ

1086 清酒 清酒、味りん、清酒かす、味りんかす

1087 ビール類
ビール、麦芽根、ビール粕、乾燥酵母、生酵
母、発泡酒

1088 ウイスキー類 ウイスキー、ブランデー

1089 その他の酒類
果実酒類、合成清酒、しょうちゅう、スピ
リッツ、リキュール、その他の醸造酒、雑
酒、添加用アルコール

1090 素干し品、塩干品等 煮干し品、素干し品、塩干品

1091 節類、焼・味付けのり等
節類、寒天、焼・味付けのり、さくら干し、
みりん干し

1092 乾燥野菜・果実
乾燥野菜、かんぴょう、切干だいこん、干し
がき

1093 香辛料 香辛料

1094 カカオ豆（輸入） カカオ豆（輸入）

1095
学校給食パン、菓子パン
等

食パン、学校給食パン、菓子パン

1096 菓子類

キャラメル、ドロップ、キャンデー、チョコ
レート、チューインガム、焼菓子、ビスケッ
ト、米菓、和生菓子、洋生菓子、スナック菓
子、油菓子、ココア

1097 生あん 生あん

52251 飲料（茶類飲料を含む）卸売 1098 原料濃縮果汁 原料濃縮果汁

砂糖卸売52211

乾物卸売52231

他の農畜産物・水産物卸売52191

生鮮魚介卸売52161

酒類卸売52221

菓子・パン類卸売52241
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調査品目一覧表（卸売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入し

てください。 

52251 飲料（茶類飲料を含む）卸売 1099 清涼飲料

炭酸飲料、果実飲料、緑茶飲料、紅茶飲料、
ウーロン茶飲料、コーヒー飲料、麦茶飲料、
豆乳飲料、ミネラルウォーター、スポーツド
リンク、野菜ジュース

1100 コーヒー豆（輸入） コーヒー豆（輸入）

1101 茶（生葉）等 茶（生葉）、茶の植物生長

1102 麦茶 麦茶

1103 茶・コーヒー 緑茶、紅茶、ウーロン茶、コーヒー

1104 生乳 生乳

1105 飲用牛乳 牛乳、加工乳

1106 乳製品
乳飲料、粉乳、れん乳、バター、チーズ、ア
イスクリーム、ミックスパウダー、クリー
ム、発酵乳、乳酸菌飲料

1107
食肉びん・かん詰、その
他の畜産食料品

食肉びん・かん詰（コンビーフかん詰、うず
ら卵水煮かん詰等）その他の畜産食料品（精
製はちみつ、乾燥卵等）

1108 水産びん・かん詰
かに、さけ、まぐろ・かつお、さば、いわ
し、その他の水産びん・かん詰、副産物の
「魚のあら」

1109 野菜びん・かん詰 野菜びん・かん詰、果実びん・かん詰

1110 肉加工品
ハム、ベーコン、ソーセージ、ハンバーグ
（冷蔵品）、焼豚

1111 くん製品 くん製品、副産物の「魚のあら」

1112 ねり製品
焼きちくわ、かまぼこ、魚肉ハム・ソーセー
ジ、副産物の「魚のあら」

1113 水産物つくだ煮 水産物つくだ煮

1114 めん類
乾めん、即席めん、マカロニ・スパゲッ
ティ、生めん

1115 調理パン 調理パン、サンドイッチ

1116 冷凍野菜、漬物等 冷凍野菜、漬物、ジャム、マッシュポテト

1117 食用植物油脂 食用なたね油、食用大豆油

1118 食用動物油脂 食用動物油脂（牛脂、豚脂等）、食用魚油

1119 加工油脂 マーガリン、ショートニング、精製ラード

1120 植物原油かす なたね油かす、大豆油かす、米ぬか油かす

1121 ソース、たれ類等

食用アミノ酸、ソース、マヨネーズ、トマト
ケチャップ、トマトピューレ、食酢、即席カ
レー、グルタミン酸ソーダ、洋風スープ、発
酵調味料、風味調味料、たれ類、めんつゆ
類、お茶漬け・ふりかけ類、即席みそ汁・お
吸いもの、マヨネーズ副産物（卵白）

1122 冷凍調理食品
冷凍フライ（コロッケ、カツ、魚フライ
等）、冷凍米飯類、冷凍ハンバーグ、冷凍
シューマイ

1123 レトルト食品
レトルト食品（カレー、マーボー豆腐の素、
ミートソース類、スープ類等）

1124 そう菜・すし・弁当 そう菜・すし・弁当

1125 その他の食料品

とうふ、油揚、生揚、がんもどき、こんにゃ
く、納豆、バナナ熟成加工、粉末ジュース、
もち、調理特殊かん詰（カレーかん詰、ミー
トソース類かん詰、スープ類かん詰等）

1126 製氷 販売用氷

1127 食卓用塩 食用塩（原塩、塩、食卓塩、かん水）

1128 素材 丸太（そま角、大割材等を含む。）

1129 竹材 竹材

1130 製材 板材、ひき割、ひき角、残材

1131 合板・集成材 単板、普通合板、特殊合板、集成材

1132 木材チップ 木材チップ

1133 造作材、銘板等 造作材、銘板、銘木、床柱

53121 セメント卸売 1134 セメント
ポルトランドセメント、フライアッシュセメ
ント、高炉セメント、シリカセメント

53131 板ガラス卸売 1135 板ガラス 普通板ガラス、変り板ガラス、磨き板ガラス

茶類卸売52261

木材・竹材卸売53111

牛乳・乳製品卸売52271

缶詰・瓶詰食品（気密容器入りの
もの）卸売

52291

他の食料・飲料卸売52299
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調査品目一覧表（卸売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入し

てください。 

53131 板ガラス卸売 1136 強化ガラス等
合わせガラス、強化ガラス、複層ガラス、す
りガラス、曲げガラス

1137 建築用金属製品
アルミニウム製サッシ・ドア、その他の金属
製サッシ・ドア、建築用板金製品

1138 プレハブ住宅等
鉄骨系プレハブ住宅、ユニットハウス、メタ
ルラス、シャッタ、金属製物置

1139 砂利、砂 砂利、砂、かんらん岩（精鉱）

1140 砕石、石材 砕石、石材

1141 建築用木製組立材料等
建築用木製組立材料、パーティクルボード、
繊維板、床板

1142
ガラスブロック、ガラス
タイル

ガラスブロック、ガラスタイル

1143 生コンクリート 生コンクリート

1144 セメント製品

コンクリート系パネル、遠心力鉄筋コンク
リート管・柱・くい、普通コンクリート管、
空洞コンクリートブロック、土木用コンク
リートブロック、道路用コンクリート製品、
プレストレストコンクリート製品、テラゾー
製品、コンクリート系プレハブ住宅、その他
のセメント製品（セメント瓦、厚形スレー
ト、木材セメント製品、気泡コンクリート製
品等）

1145 建設用陶磁器
衛生陶器（浴槽、洗面手洗器、便器、水槽
等）、タイル（モザイクタイル、内装タイル
等）

1146 耐火物

耐火れんが、不定形耐火物（耐火モルタル、
キャスタブル耐火物等）、人造耐火材（マグ
ネシアクリンカー、合成ムライト等）、その
他の耐火物（粘土質るつぼ、高炉用ブロック
等）

1147 その他の建設用土石製品

石こうボード・同製品（化粧ボード、ラス
ボード、シージング石こうボード、強化石こ
うボード等）、石こうプラスタ、焼石こう、
粘土瓦（いぶしかわら、うわ薬かわら、塩焼
かわら）、普通れんが、その他の建設用粘土
製品（陶管等）

1148 建設用金属製品
鉄骨、軽量鉄骨、橋りょう、鉄塔、水門、は
しご

1149 生うるし 生うるし

1150 塗料
油性塗料、ラッカー、電気絶縁塗料、合成樹
脂塗料、シンナー類

1151 印刷インキ
一般インキ、新聞インキ、補助剤、印刷イン
キ用ワニス

1152
プラスチックフィルム・
シート

プラスチックフィルム、プラスチックシー
ト、プラスチック床材、合成皮革、プラス
チックフィルム・シート・床材・合成皮革加
工品

1153 プラスチック板・管・棒

プラスチック板（平板・波板・積層品・化粧
板）・棒、プラスチック管（硬質管、ホー
ス）、プラスチック継手、プラスチック異形
押出製品（雨どい等）、プラスチック板・
棒・管・継手・異形押出製品の加工品

1154 プラスチック発泡製品

ポリウレタンフォーム、ポリエチレンフォー
ム、塩化ビニルフォーム、ポリスチレン
フォーム、ポリスチレンペーパー、板状発泡
製品、発泡プラスチック製品の加工品

53211 塗料卸売

建築用金属製品（建築用金物を除
く）卸売

53141

他の建築材料卸売53191

プラスチック卸売53221
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調査品目一覧表（卸売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入し

てください。 

1155 工業用プラスチック製品

輸送機械器具用プラスチック製品（バン
パー、ダッシュボード、ホイールキャップ
等）、電気機械器具用プラスチック製品（Ｔ
Ｖキャビネット、掃除機ボデー、冷蔵庫内装
用品等）、その他の工業用プラスチック製
品、工業用プラスチック製品の加工品

1156 強化プラスチック製品

強化プラスチック製板・棒・管・継手、強化
プラスチック製容器・浴槽・浄化槽、工業用
強化プラスチック製品（保安帽（帽体）、が
い子、橋脚、コンテナ等）、強化プラスチッ
ク製品の加工品

1157 プラスチック製容器

飲料用プラスチックボトル、プラスチック製
灯油缶、工業用薬品缶、洗剤・シャンプー用
容器、ビールコンテナ、農林水産用コンテ
ナ、ごみ箱

1158
その他のプラスチック製
品

プラスチック成形材料、廃プラスチック製品
（くい、棚、漁礁等）、医療・衛生用プラス
チック製品（結束テープ、絶縁テープ、時計
ガラス、止水板、人工芝等）、プラスチック
製品の加工品（他に分類されないもの）

1159 酸化チタン 酸化チタン

1160 その他の無機顔料
その他の無機顔料（亜鉛華、酸化第二鉄、黄
鉛、鉛丹、リサージ、カドミウム顔料、銀
朱）

1161 合成染料・有機顔料 合成染料・有機顔料

1162 木ろう 木ろう

1163 非食用植物油脂 非食用向け植物原油（あまに油、ひまし油）

1164 非食用動物油脂
非食用向け動物油脂（牛脂、豚脂等）、非食
用向け魚油

1165 油脂加工製品 硬化油（工業用）、脂肪酸、グリセリン

1166 ソーダ灰 ソーダ灰

1167 か性ソーダ か性ソーダ

1168 液体塩素 液体塩素

1169 その他のソーダ工業製品
塩素ガス、塩酸ガス、塩酸、高度さらし粉、
さらし液、塩素酸ナトリウム

1170 カーボンブラック カーボンブラック

1171 圧縮ガス・液化ガス
酸素ガス、窒素、アルゴン、水素、溶解アセ
チレン、炭酸ガス

1172 工業用塩 工業用塩、にがり

1173
その他の無機化学工業製
品

亜硫酸塩、硫化物、ふっ化物、りん化合物、
カリウム塩、バリウム塩、活性炭

1174 エチレン エチレン

1175 プロピレン プロピレン

1176
その他の石油化学基礎製
品

その他の石油化学基礎製品

1177 純ベンゼン 純ベンゼン

1178 純トルエン 純トルエン

1179 キシレン キシレン

1180
その他の石油化学系芳香
族製品

その他の石油化学系芳香族製品

1181
合成オクタノール・ブタ
ノール

合成オクタノール・ブタノール

1182 酢酸 酢酸

1183 二塩化エチレン 二塩化エチレン

1184 アクリロニトリル アクリロニトリル

1185 エチレングリコール エチレングリコール

1186 酢酸ビニルモノマー 酢酸ビニルモノマー

1187 その他の脂肪族中間物
イソプロピルアルコール、酸化エチレン、塩
化ビニル（モノマー）

1188 スチレンモノマー スチレンモノマー

1189 合成石炭酸 合成石炭酸

プラスチック卸売53221

他の化学製品卸売53299

染料・顔料卸売53291

油脂・ろう卸売53292
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調査品目一覧表（卸売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入し

てください。 

1190 テレフタル酸（高純度） テレフタル酸（高純度）

1191 カプロラクタム カプロラクタム

1192 その他の環式中間物

無水フタル酸、トルイレンジイソシアネー
ト、ジフェニルメタンジイソシアネート、シ
クロヘキサン、アニリン、ニトロベンゼン、
クロルベンゼン

1193 合成ゴム 合成ゴム

1194 メタン誘導品
精製メタノール、ホルマリン、塩化メチル、
フロンガス

1195 可塑剤
フタル酸系可塑剤、脂肪酸系可塑剤、りん酸
系可塑剤、アジピン酸系可塑剤、ポリエステ
ル系可塑剤、エポキシ系可塑剤

1196
その他の有機化学工業製
品

純ベンゼン（非石油系）、クレオソート油、
ピッチ、ナフタリン、エチルアルコール、ゴ
ム加硫促進剤、ゴム老化防止剤

1197
高級アルコール（油脂製
品）

高級アルコール（油脂製品）

1198 熱硬化性樹脂
フェノール樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹
脂、不飽和ポリエステル樹脂、アルキド樹
脂、エポキシ樹脂、けい素樹脂

1199 ポリエチレン（低密度） ポリエチレン（低密度）

1200 ポリエチレン（高密度） ポリエチレン（高密度）

1201 ポリスチレン ポリスチレン

1202 ポリプロピレン ポリプロピレン

1203 塩化ビニル樹脂 塩化ビニル樹脂

1204 高機能性樹脂

ポリアミド系樹脂、ポリカーボネート、ポリ
アセタール、ポリエチレンテレフタレート
（繊維用を除く）、ポリブチレンテレフタ
レート、ポリフェニレンサルファイド

1205 その他の合成樹脂

石油系樹脂（ポリブテン、石油樹脂）、メタ
クリル樹脂（成形材料、板状等材料）、ポリ
ビニルアルコール、塩化ビニリデン、ふっ素
樹脂、ポリエチレンテレフタレート（繊維
用）、その他の樹脂

1206
界面活性剤（石けん・合
成洗剤を除く。）

陰イオン・陽イオン・両性イオン・非イオン
界面活性剤、柔軟仕上げ剤

1207 写真用化学薬品 写真用化学薬品

1208 農薬
殺虫剤、殺菌剤、除草剤、殺そ（鼠）剤、植
物成長調整剤、補助剤

1209 ゼラチン・接着剤 ゼラチン・接着剤

1210 触媒 触媒

1211 火薬、香料等

火薬類（無煙火薬、電気雷管等）、香料、天
然樹脂製品、木材化学薬品、試薬、他に分類
されない化学工業製品（デキストリン（可溶
性でんぷんを含む）、漂白剤等）、ワック
ス、靴クリーム

1212 煙火（がん具用を含む） 煙火（がん具用を含む）

53311 原油卸売 1213 原油 原油

53312 揮発油卸売 1214 ガソリン ガソリン

53313 灯油卸売 1215 灯油 灯油

53314 軽油卸売 1216 軽油 軽油

1217 Ａ重油 Ａ重油

1218 Ｂ重油・Ｃ重油 Ｂ重油・Ｃ重油

53316 液化石油ガス（LPG）卸売 1219 液化石油ガス 液化石油ガス

1220 天然ガス 天然ガス、液化天然ガス、圧縮ガス

1221 ジェット燃料油 ジェット燃料油

1222 ナフサ ナフサ

1223 その他の石油製品
グリース、潤滑油、パラフィン、アスファル
ト、精製・混合用原料油、石油ガス、オイル
コークス

53321 鉱物（石油を除く）卸売 1224 鉄鉱石 鉄鉱石

他の化学製品卸売53299

重油卸売53315

他の石油卸売53319
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調査品目一覧表（卸売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入し

てください。 

1225 非鉄金属鉱物
銅鉱、鉛鉱、亜鉛鉱、金鉱、銀鉱、すず鉱、
タングステン鉱、硫化鉄鉱

1226 石炭 原料炭、一般炭、無煙炭、亜炭、雑炭

1227 石灰石 石灰石

1228 窯業原料鉱物
けい石、けい砂、ドロマイト、ろう石、粘
土、長石、陶石、カオリン

1229 その他の鉱物
重晶石、ベントナイト･けいそう土等の粘土、
オリビンサンド

1230 コークス コークス

1231 銑鉄 高炉銑、電気炉銑

1232 フェロアロイ
フェロニッケル、フェロクロム、フェロマン
ガン、フェロモリブデン、フェロバナジウム

1233 粗鋼（転炉） 転炉による鋼塊（普通鋼粗鋼、特殊鋼粗鋼）

1234 粗鋼（電気炉）
電気炉による鋼塊（普通鋼粗鋼、特殊鋼粗
鋼）

1235 鍛鋼 普通鋼・特殊鋼鍛鋼品（打放）

1236 鋳鋼 普通鋼・特殊鋼鋳鋼品（鋳放）

1237 鋳鉄管
直管（普通・強じん鋳鉄）、異形管（普通・
強じん鋳鉄）

1238 鋳鉄品
銑鉄鋳物、球状黒鉛鋳鉄、合金鋳鉄、可鍛鋳
鉄、精密鋳造品、可鍛鋳鉄製鉄管継手

1239 鍛工品（鉄） 鍛工品（自動車用、産業機械器具用等）

1240 普通鋼形鋼 鋼矢板、Ｈ形鋼、大形・中形・小形形鋼

1241 普通鋼鋼板 厚板、中板、薄板

1242 普通鋼鋼帯 冷延用鋼帯、その他用鋼帯

1243 普通鋼小棒 小形鉄筋用丸棒・異形棒、その他の小形棒鋼

1244
その他の普通鋼熱間圧延
鋼材

軌条、大形・中形棒鋼、管材、バーインコイ
ル、線材、外輪

1245 特殊鋼熱間圧延鋼材
工具鋼、構造用鋼、ばね鋼、軸受鋼、ステン
レス鋼、耐熱鋼、快削鋼、ピアノ線材、高抗
張力鋼、高マンガン鋼、合わせ鋼材

1246 普通鋼鋼管
普通鋼熱間鋼管（継目無鋼管、電縫鋼管、電
弧溶接鋼管等）、普通鋼冷間鋼管、普通鋼
めっき鋼管

1247 特殊鋼鋼管
特殊鋼熱間鋼管（継目無鋼管、電縫鋼管、電
弧溶接鋼管等）、特殊鋼冷間鋼管

1248 普通鋼冷間仕上鋼材
磨帯鋼、冷延広幅帯鋼、冷延鋼板、冷延電気
鋼帯、磨棒鋼、鉄線、冷間圧造用炭素綱線、
硬鋼線、溶接棒心線、簡易鋼矢板、軽量形鋼

1249 特殊鋼冷間仕上鋼材
磨帯鋼、冷延広幅帯鋼、冷延鋼板、磨棒鋼、
ＰＣ鋼線、ピアノ線、ステンレス鋼線、冷間
圧造用炭素綱線、その他の特殊鋼線

1250
亜鉛めっき鋼板、ブリキ
等

亜鉛めっき鋼板、亜鉛めっき硬鋼線、アルミ
めっき鋼板、ブリキ、ティンフリースチール

1251 鉄鋼シャースリット業 鉄鋼シャースリット業

1252 その他の鉄鋼製品 鉄粉、純鉄圧延、ペレット

1253 針金 針金

1254 ドラム缶、コンテナ等
食缶（缶詰用缶）、一般缶、ドラム缶、コン
テナ、板金製タンク、高圧容器（ボンベ）

1255 金属プレス製品
アルミニウム製機械部分品、アルミニウム製
飲料用缶、その他の金属プレス製品（打抜・
プレス機械部分品、王冠等）

1256 ワイヤロープ、溶接棒 ワイヤロープ、溶接棒

1257 銅 銅

1258 鉛・亜鉛
鉛、再生鉛、減摩合金、はんだ、亜鉛、再生
亜鉛、亜鉛合金

1259 アルミニウム
アルミニウム地金、アルミナ、水酸化アル
ミ、アルミニウム再生地金、アルミニウム合
金

鉱物（石油を除く）卸売53321

鉄鋼粗製品卸売53411

他の鉄鋼製品卸売53491

鉄鋼一次製品卸売53421

53511 非鉄金属地金卸売
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調査品目一覧表（卸売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入し

てください。 

53511 非鉄金属地金卸売 1260 その他の非鉄金属地金
金地金、銀地金、チタン、タングステン、す
ず、アンチモン、金再生地金、金合金、銀再
生地金、銀合金、銅再生地金、銅合金

1261 伸銅品 銅、黄銅、青銅等の伸銅品

1262 アルミ圧延製品
アルミニウム圧延製品（板、円板、条、管、
棒、線、形材、はく）

1263 非鉄金属素形材
鋳物（銅、銅合金、アルミニウム等）、精密
鋳造品、鍛造品（アルミニウム等）

1264 その他の非鉄金属製品
鉛管、鉛板、非鉄金属・同合金展伸材（アル
ミニウムを除く）、非鉄金属・同合金粉、そ
の他の非鉄金属製品

53611 空瓶・空缶等空容器卸売 1265 ガラスびん、空缶 ガラスびん、空缶

53621 鉄スクラップ卸売 1266 鉄屑 鉄屑

53631 非鉄金属スクラップ卸売 1267 非鉄金属屑 非鉄金属屑

53641 古紙卸売 1268 古紙 古紙

53691 他の再生資源卸売 1269 その他の屑

プラスチック屑、落綿、毛屑、粗獣毛、石
膏、高炉ガス灰、フライアッシュ、鉱さい
（鉱滓）、硫黄、副産蛹、果汁搾りかす、屑
肉、野菜屑、醤油搾りかす、コーヒーかす、
硫安、硅酸石灰、ＬＰＧ、炭田ガス、高炉ガ
ス、転炉ガス等

54111 農業用機械器具卸売 1270 農業用機械

動力耕うん機、農業用トラクタ、歩行用トラ
クタ、噴霧機、散粉機、田植機、脱穀機、籾
すり機、農業用乾燥機、コンバイン、稲麦刈
取機、飼料機器、農業用機械の部分品・取付
具・附属品

54121 建設機械・鉱山機械卸売 1271 建設・鉱山機械

掘さく機、建設用クレーン、整地機械、アス
ファルト舗装機械、コンクリート機械、基礎
工事用機械、せん孔機、さく岩機、鉄柱、破
砕機、摩砕機、選別機、建設用トラクタ、建
設用ショベルトラック、建設・鉱山機械の部
分品・取付具・附属品

1272 鋳造装置

ダイカストマシン、その他の鋳造装置（造型
機、型込機、中子整型機、特殊型造型機
等）、鋳型、鋳型定盤（製鉄・製鋼用に限
る）、鋳造装置の部分品・取付具・附属品

1273 金属工作機械

旋盤、ボール盤、中ぐり盤、フライス盤、研
削盤、歯切り盤、歯車仕上機械、専用機、マ
シニングセンタ、その他の金属広作機械（平
削盤、形削盤、ブローチ盤、ホーニング盤、
ラップ盤、金切のこ盤等）、金属工作機械の
部分品・取付具・附属品

1274 金属加工機械

圧延機械・同附属装置、精整仕上装置、ベン
ディングマシン、液圧プレス、機械プレス、
せん断機、鍛造機械、ワイヤフォーミングマ
シン、ガス溶接・溶断機、その他の金属加工
機械（製管機械、気圧プレス等）、金属圧延
用ロール、金属加工機械の部分品・取付具・
附属品

1275 金庫 金庫・同部分品・取付具・附属品

1276 複写機
デジタル式複写機、フルカラー複写機、静電
間接式複写機、複写機の部分品・取付具・附
属品

1277 その他の事務用機械

金銭登録機（レジスタ）、電子会計機（プロ
グラム内蔵方式でないもの）、ワードプロ
セッサ、タイプライタ、タイムレコーダ、タ
イムスタンプ、謄写機、あて名印刷機、マイ
クロ写真機、オフセット印刷機（Ｂ３判未
満）、硬貨計算機、事務用シュレッダ、製図
機械、その他の事務用機械の部分品・取付
具・附属品

54131 金属加工機械卸売

非鉄金属製品卸売53521

事務用機械器具卸売54141
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調査品目一覧表（卸売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入し

てください。 

1278 原動機

はん用ガソリン機関、はん用石油機関、はん
用ディーゼル機関、はん用ガス機関、原子動
力炉、水車（水力タービンを除く）、風力機
関、圧縮空気機関、はん用内燃機関・原子動
力炉・その他の原動機の部分品・取付具・附
属品

1279 自動車用内燃機関

自動車用ガソリン機関、自動車用ディーゼル
機関、二輪自動車・モータスクータ用内燃機
関、自動車用内燃機関の部分品・取付具・附
属品（ラジエータ、オイルストレーナ、オイ
ルフィルタ、ピストン、吸気弁、排気弁、
キャブレタ、空気清浄器、燃料噴射装置等）

1280 舶用内燃機関

舶用ディーゼル機関、舶用焼玉機関、舶用蒸
気機関、舶用電気点火機関、舶用ガスタービ
ン、舶用蒸気タービン、舶用機関の部分品・
取付具・附属品

54192 繊維機械器具卸売 1281 繊維機械

化学繊維機械、紡績機械、製織機械、編組機
械、染色整理仕上機械、縫製機械（家庭用ミ
シン、工業用ミシン、毛糸手編機械等）、繊
維機械の部分品・取付具・附属品

1282 ポンプ・圧縮機

ポンプ・同装置（単段式うず巻ポンプ、多段
式うず巻ポンプ、耐しょく性ポンプ、家庭用
電気ポンプ、手動ポンプ等）、空気圧縮機・
ガス圧縮機・送風機（往復圧縮機、回転圧縮
機、遠心圧縮機、軸流圧縮機等）、油圧・空
圧機器（油圧ポンプ、油圧モータ、油圧シリ
ンダ、油圧バルブ、空気圧機器等）、ポンプ･
圧縮機の部分品･取付具･附属品

1283 真空装置・真空機器

真空装置・真空機器（真空ポンプ、真空や金
装置、真空化学装置、真空蒸着装置、真空成
膜装置、スパッタリング装置、ドライエッチ
ング装置、ＣＶＤ装置、イオン注入装置
等）、真空装置・真空機器の部分品･取付具･
附属品

1284 ガス・石油機器等

ガスこんろ・ふろ釜・湯沸器等のガス機器、
石油ストーブ等の石油機器、温風暖房機、温
水ボイラ等の暖房装置、暖房用・調理用器
具、太陽熱利用機器

1285 配管工事附属品
金属製管継手、金属製衛生器具、ノズル、噴
水口、排水管、止め栓

1286 粉末や金製品
機械部分品（粉末や金によるもの）、超硬
チップ、超硬工具（粉末や金によるもの）

1287 ボイラ
煙管ボイラ、水管ボイラ、ボイラの部分品・
取付具・附属品

1288 タービン
蒸気タービン、水力タービン、ガスタービ
ン、蒸気機関・タービン・水力タービンの部
分品・取付具・附属品

1289 運搬機械
エレベータ（家庭用を含む）、エスカレータ
（動く歩道を含む）、クレーン、巻上機、コ
ンベヤ、運搬機械の部分品・取付具・附属品

1290 冷凍機等

冷凍機、冷凍・冷蔵用ショーケース（冷凍陳
列棚を含む）、パッケージ形エアコンディ
ショナ、ウォータークーラ、冷却塔、冷蔵装
置、凍結装置、製氷装置、除湿機（民生用を
除く）、冷凍機・温湿調整装置の部分品・取
付具・附属品

1291 ベアリング
玉軸受、ころ軸受、軸受ユニット、玉軸受・
ころ軸受の部分品

1292 動力伝導装置
変速機、歯車（プラスチック製を含む）、
ローラチェーン

他の産業機械器具卸売54199

はん用内燃機関卸売54191

ポンプ・圧縮機卸売54193
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調査品目一覧表（卸売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入し

てください。 

1293 その他のはん用機械

工業窯炉、消火器具、消防自動車のぎ装品、
高温・高圧バルブ、自動調整バルブ、給排水
用バルブ・コック、一般用バルブ・コック、
切断・屈曲・ねじ切等パイプ加工品、ピスト
ンリング、重油・ガス燃焼装置、駐車装置、
自動車用エレベータ、他に分類されないはん
用機械の部分品・取付具・附属品

1294 食品機械・同装置

穀物処理機械・同装置、製パン・製菓機械・
同装置、醸造用機械、牛乳加工・乳製品製造
機械・同装置、肉製品・水産製品製造機械、
食品機械・同装置の部分品・取付具・附属品

1295 木材加工機械

製材機械（帯のこ盤、丸のこ盤等）、木材加
工機械（かんな盤、のこ盤、くぎ打機械
等）、合板機械（ベニヤレース、プレス、ス
ライサ等）、製材・木材加工・合板機械の部
分品・取付具・附属品

1296 パルプ装置・製紙機械

パルプ製造機械・同装置（割木機、砕木機、
リファイナー等）、抄紙機（長網式・丸網
式・短網式・コンビネーション式抄紙機
等）、その他の製紙機械（断裁機、巻取機、
コーティングマシン等）、パルプ装置・製紙
機械の部分品・取付具・附属品

1297 印刷・製本・紙工機械

印刷機械（とっ版印刷機械、平版印刷機（Ｂ
３判以上）、特殊印刷機械、おう版印刷機
等）、製本機械（断裁機、紙締機、紙折機
等）、紙工機械（製箱機械、段ボール製造機
械、袋・封筒製造機械、紙コップ製造機
等）、製版機械（活字鋳造機、写真植字機
等）、印刷・製本・紙工機械の部分品・取付
具・附属品

1298 包装・荷受機械
個装・内装機械、外装・荷造機械、包装・荷
造機械の部分品・取付具・附属品

1299 化学機械

ろ過機器、分離機器、熱交換器（分縮機、熱
換器を含む）、混合機、かくはん機、ねつ和
機、溶解機、造粒機、乳化機、粉砕機、反応
機、発生炉、乾留炉、電解槽、蒸発機器、蒸
留機器、蒸煮機器、晶出機器、乾燥機器、集
じん機器、化学装置用タンク（固定式、浮屋
根式、球形等）、環境装置（化学的処理を行
うもの）、その他の化学機械・同装置（圧搾
機器、焙焼機、焼結機、焼成機器等）、化学
機械の部分品・取付具・附属品

1300 プラスチック加工機械

射出成形機、押出成形機、その他のプラス
チック加工機械（圧縮成形機、中空成形機、
真空成形機等）、プラスチック加工機械・同
附属装置の部分品・取付具・附属品

1301 機械工具
特殊鋼切削工具、超硬工具（粉末や金製品を
除く）、ダイヤモンド工具、空気動工具、電
動工具、治具、金属加工用附属品

1302 半導体製造装置

ウェーハプロセス（電子回路形成）用処理装
置、組立用装置、フラットパネルディスプレ
イ製造装置、半導体・フラットパネルディス
プレイ製造装置の部分品・取付具・附属品

1303 ロボット

数値制御ロボット、マニュアル・マニピュ
レータ、固定シーケンスロボット、可変シー
ケンスロボット、プレイバックロボット、
サービス用ロボット、ロボットの部分品・取
付具・附属品

他の産業機械器具卸売54199
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調査品目一覧表（卸売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入し

てください。 

1304 その他の生産用機械

ゴム工業用機械器具、ガラス工業用特殊機
械、その他の生産用機械（たばこ製造機械、
化学薬品・医薬品製造用特殊機械、帽子製造
機械、皮革処理機械、製靴機械等）、その他
の生産用機械の部分品・取付具・附属品

1305 自動販売機
飲料・食品自動販売機、たばこ自動販売機、
きっぷ自動販売機、自動販売機の部分品・取
付具・附属品

1306 娯楽用機器

パチンコ・スロットマシン（パチンコ台、パ
チンコ玉自動補給装置、スロットマシン台
等）、ゲームセンター用娯楽機器（アーケー
ドゲーム機、クレーンゲーム機、業務用テレ
ビゲーム機等）、遊園地用娯楽機器（ジェッ
トコースター、メリーゴーランド、コーヒー
カップ等）、娯楽用機器の部分品・取付具・
附属品

1307 その他のサービス用機器

業務用洗濯装置、自動車整備・サービス機
器、その他のサービス用機械器具（業務用食
器洗浄機、自動給茶機、自動改札機、自動入
場機、両替機、コインロッカー、自動ドア
等）、その他のサービス用機器の部分品・取
付具・附属品

54211 乗用車卸売 1308 乗用車 軽乗用車、小型乗用車、普通乗用車

54212 トラック卸売 1309 トラック

軽トラック、小型トラック（ガソリン車、
ディーゼル車）、普通トラック（ガソリン
車、ディーゼル車）、小型トラックボデー、
普通トラックボデー

54213 二輪自動車卸売 1310 二輪自動車 二輪自動車

54219 他の自動車卸売 1311 バス、トレーラ等
小型バス、大型バス、けん引車、特別用途
車、トレーラ、特別用途車ボデー

1312
自動車用タイヤ・チュー
ブ

自動車用タイヤ・チューブ、更生タイヤ

1313 カーステレオ等
カーステレオ、自動車用スピーカシステム、
自動車用電気音響機器の部分品・取付具・附
属品

1314
カーナビゲーションシス
テム等

ＧＰＳ装置、カーナビゲーションシステム、
ＥＴＣ

1315 自動車部品

駆動・伝導・操縦装置部品、懸架・制動装置
部品、シャシー部品、車体部品、カーエアコ
ン、カーヒータ、座席、ＫＤセット（乗用
車、バス、トラック、二輪自動車）

1316
記録メディア（録画用、
録音用）

半導体メモリメディア（SDメモリカード、メ
モリスティック、コンパクトフラッシュ
等）、光ディスク（生のもの）（光磁気ディ
スク（MO等）、CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/RW
等）、磁気ディスク（生のもの）（リジット
ディスク等）、磁気テープ（生のもの）（録
音用・録画用）

1317
民生用エアコンディショ
ナ

民生用エアコンディショナ（ウインド形、セ
パレート形等）、民生用エアコンディショナ
の部分品・取付具・附属品

他の産業機械器具卸売54199

自動車部分品・附属品  （中古品
を除く）卸売

54221

家庭用電気機械器具卸売54311
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調査品目一覧表（卸売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入し

てください。 

1318 民生用電気機器

ちゅう房機器：電気がま、電子レンジ（オー
ブンレンジ、スチームレンジを含む）、電気
冷蔵庫、食器洗い乾燥機、電磁調理器（ＩＨ
調理器、ＩＨクッキングヒーター）、その他
の厨房機器（電気ポット、食器洗い機、食器
乾燥機等）、

空調・住宅関連機器（扇風機、換気扇、電気
温水器、加湿器、除湿器、加湿器、空気清浄
機等）、

衣料衛生関連機器（電気アイロン、電気洗濯
機、電気掃除機、衣料乾燥機等）、その他の
民生用電気機器（電気こたつ、理容用電気機
器（電気かみそり、ヘアドライヤ等）、電気
温水洗浄便座、

電気ストーブ、電気カーペット、家庭用高周
波等治療器等）、民生用電気機械器具（民生
用エアコンディショナを除く）の部分品･取付
具･附属品

1319 電球類

一般照明用電球、豆電球、クリスマスツリー
用電球、自動車用電球、赤外線電球、写真用
せん光電球、パイロットランプ、ハロゲン電
球、蛍光ランプ、水銀灯、紫外線灯、殺菌
灯、ネオン灯、アーク灯、ＨＩＤランプ

1320 電気照明器具

白熱電灯器具、蛍光灯器具、水銀灯器具、発
電ランプ、携帯電灯、懐中電灯、殺菌灯器
具、ナトリウム灯器具、自動車用ウインカ、
電気照明器具の部分品・取付具・附属品

1321 電池

蓄電池（鉛蓄電池、アルカリ蓄電池、リチウ
ムイオン蓄電池）、一次電池（マンガン乾電
池、アルカリマンガン乾電池、酸化銀電池、
リチウムイオン電池、等）、電池の部分品・
取付具・附属品

1322
ビデオ機器・デジタルカ
メラ

録画・再生装置（ＤＶＤレコーダ等）、ビデ
オカメラ（放送用を除く）、デジタルカメ
ラ、ビデオ機器・デジタルカメラの部分品・
取付具・附属品

1323 電気音響機器

ステレオセット、デジタルオーディオディス
クプレーヤ、ハイファイ用アンプ、ハイファ
イ用スピーカシステム、補聴器、その他の電
気音響機械器具（テープレコーダ、ＩＣレ
コーダ等）、スピーカシステム、マイクロホ
ン、イヤホン・音響用ピックアップ類等（完
成品）、電気音響機器の部分品・取付具・附
属品

1324 ラジオ・テレビ受信機

ラジオ受信機、テレビジョン（録画・再生機
能一体型を含む）（液晶パネル式、プラズマ
ディスプレイパネル式、ブラウン管式、プロ
ジェクション式（受信機一体型）等）

1325 工業用陶磁器

電気用陶磁器（がい子、がい管、電気用特殊
陶磁器、ファインセラミック製ＩＣ基板・
パッケージ（焼結し放しのもの）等）、理化
学用・工業用陶磁器、理化学用・工業用ファ
インセラミックス（焼結し放しのもの）

1326 電極、炭素棒等

電極（人造黒鉛電極、電解板、炭素電極、連
続自焼式電極ペースト等）、炭素棒（ガウジ
ング用、電池用等）、ブラシ（人造黒鉛質、
金属黒鉛質等）、黒鉛るつぼ、精製黒鉛、炭
素れんが、黒鉛れんが、特殊炭素製品

家庭用電気機械器具卸売54311

54321
電気機械器具（家庭用電気機械器

具を除く）卸売
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調査品目一覧表（卸売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入し

てください。 

1327 電線・ケーブル
通信用電線・ケーブル、電力用電線・ケーブ
ル

1328 光ファイバケーブル 光ファイバケーブル

1329 フラットパネル・電子管

電子管（マイクロ波管、陰極線管（ブラウン
管）、表示管、Ｘ線管等）、プラズマディス
プレイパネル、プラズマディスプレイモ
ジュール（パネルの生産から一貫して行って
いるもの）、その他のフラットパネル（有機
ＥＬパネル、ＳＥＤパネル、ＦＥＤパネル
等）

1330 半導体素子

光電変換素子（発光ダイオード、レーザダイ
オード、カプラ・インタラプタ、太陽電池セ
ル等）、その他の半導体素子（ダイオード、
整流素子、トランジスタ（シリコントランジ
スタ、電界効果型トランジスタ、絶縁ゲート
バイポーラトランジスタ等）、サーミスタ、
バリスタ、サイリスタ、受光素子等）

1331 集積回路
線形回路、バイポーラ型集積回路、モス型集
積回路、混成集積回路、実装していない集積
回路（輸出分）

1332 液晶パネル
液晶パネル（アクティブ型（ＴＦＴ型）、
パッシブ型）、液晶モジュール（パネルの生
産から一貫して行っているもの）、液晶素子

1333
記録メディア（電子計算
機用）

半導体メモリメディア（SDメモリカード、メ
モリスティック、コンパクトフラッシュ
等）、光ディスク（生のもの）（光磁気ディ
スク（MO等）、CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/RW
等）、磁気ディスク（生のもの）（リジット
ディスク等）、磁気テープ（生のもの）（電
子計算機用）

1334 電子回路
リジッドプリント配線板、フレキシブルプリ
ント配線板、モジュール基板、プリント配線
実装基板、モジュール実装基板

1335 その他の電子部品

抵抗器、コンデンサ、変成器（トランス）、
複合部品、音響部品、磁気ヘッド、小形モー
タ（３Ｗ未満のもの）、コネクタ、スイッ
チ、リレー、ユニット部品（スイッチング電
源、ＴＶ用チューナ、コントロールユニット
等）、その他の電子部品等（磁性材部品（粉
末や金によるもの）、シリコンウエハ（表面
研磨したもの）、タッチパネルセンサ、ＬＥ
Ｄランプ等）

1336 発電機器

タービン発電機（交流）、エンジン発電機
（交流）、その他の発電機（直流発電機、水
車発電機、電動発電機等）、その他の回転電
気機械、発電機器の部分品・取付具・附属品

1337 電動機

直流電動機、単相誘導電動機、三相誘導電動
機、その他の交流電動機（同期電動機、整流
子電動機等）、直流・交流小形電動機、その
他の小形電動機（シンクロ電機、ステッピン
グモータ等）、電動機の部分品・取付具・附
属品

1338 変圧器・変成器
標準変圧器、非標準変圧器、特殊用途変圧
器、計器用変成器、リアクトル、誘導電圧調
整器、変圧器類の部分品・取付具・附属品

1339 開閉制御装置・配電盤

電力開閉装置（継電器、遮断機、開閉器、プ
ログラマブルコントローラ）、配電盤・電力
制御装置（配電盤、監視制御装置、分電盤
等）、電力開閉装置・配電盤・電力制御装置
の部分品・取付具・附属品

電気機械器具（家庭用電気機械器
具を除く）卸売

54321
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調査品目一覧表（卸売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入し

てください。 

1340 配線器具
小形開閉器、点滅器、接続器、その他の配線
器具・配線附属品（電球保持器、パネルボー
ド、小形配線箱、ヒューズ、端子等）

1341 内燃機関電装品
充電発電機、始動電動機、磁石発電機、点火
用コイル、ディストリビュータ、点火せん、
内燃機関電装品の部分品・取付具・附属品

1342 その他の産業用電気機器

電気溶接機（アーク溶接機、抵抗溶接機）、
コンデンサ、電気炉、産業用電熱装置、電力
変換装置、シリコン・セレン整流器、その他
の産業用電気機器の部分品・取付具・附属品

1343 その他の電気機械器具

導入線、太陽電池モジュール、他に分類され
ない電気機械器具（電球口金、電球・電子用
タングステン、モリブデン製品、永久磁石、
電気接点、リードフレーム等）

1344 有線電気通信機器

電話（有線）装置（電話機、交換機、イン
ターホン、電話応用装置等）、電信・画像
（有線）装置（ファクシミリ、テレビ会議電
話装置等）、搬送装置（デジタル伝送装置、
変復調装置（モデム）等）

1345 携帯電話機 携帯電話機、簡易型携帯電話機（ＰＨＳ）

1346
ラジオ・テレビジョン放
送装置等

ラジオ・テレビジョン放送装置、固定局通信
装置、その他の移動局通信装置、携帯用通信
装置（携帯電話機及び簡易型携帯電話機（Ｐ
ＨＳ）を除く）、無線応用装置（ＧＰＳ装
置、カーナビゲーションシステム、ＥＴＣ等
を除く）、その他の無線通信装置（パーソナ
ル無線装置等）

1347 その他の電気通信機器

交通信号保安装置・同部品・取付具・附属品
（電気信号機、機械信号機、電気転てつ器、
機械転てつ器等）、火災報知設備、防犯警報
装置、発光信号装置、通報信号装置、ガス警
報機

1348 パーソナルコンピュータ
パーソナルコンピュータ（デスクトップ型、
ノートブック型、タブレット型等）、パーソ
ナルコンピュータの部分品・取付具・附属品

1349 電子計算機本体

はん用コンピュータ、ミッドレンジコン
ピュータ（オフィスコンピュータ、ワークス
テーション等）、電子計算機（パソコンを除
く）の部分品・取付具・附属品

1350 電子計算機附属装置

外部記憶装置（磁気ディスク装置、光ディス
ク装置、ディスクアレイ装置等）、

印刷装置（シリアルプリンタ、ラインプリン
タ、作図装置（プロッター）等）、

表示装置（ディスプレイ（電子計算機用等）

その他の附属装置（金融用端末装置、その他
の端末装置、その他の入出力装置等）、

電子計算機附属装置の部分品・取付具・附属
品

1351
タイヤ・チューブ（自転
車用）

自転車用タイヤ・チューブ

1352 自転車

完成自転車（軽快車、子供車、幼児車、ミニ
サイクル、マウンテンバイク、電動アシスト
車、特殊車）、車いす（手動式）、自転車用
フレーム、自転車の部分品・取付具・附属品

1353 車椅子（電動式） 車いす（電動式）

54919
他の輸送用機械器具 （自動車を除

く）卸売
1354

タイヤ・チューブ（航空
機用、運搬車用等）

航空機用タイヤ・チューブ、運搬車用タイ
ヤ・チューブ、ソリッドタイヤ、更生タイヤ

電気機械器具（家庭用電気機械器
具を除く）卸売

54321

自転車卸売54911
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調査品目一覧表（卸売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入し

てください。 

1355 鋼船
貨物船、貨客船、客船、自動車航送船、油送
船、漁船等の鋼船

1356 その他の船舶
木造船舶、木製舟艇、プラスチック製舟艇、
金属製（鋼船を除く）舟艇（20総トン数未
満）

1357 鉄道車両
鉄道・軌道用の機関車、旅客車、貨物車、特
殊車、同部品

1358 航空機

航空機（飛行機（ターボジェット機、ターボ
プロップ機等）、ヘリコプター、その他の航
空機（グライダ、飛行船等））、航空機用原
動機（ピストン発動機、ターボジェット発動
機、ターボプロップ発動機、ターボシャフト
発動機等）、その他の航空機部分品・補助装
置（プロペラ、回転翼、主翼、胴体、降着装
置、操縦訓練用設備等）

1359 産業用運搬車両

フォークリフトトラック、構内運搬車（蓄電
池運搬車、内燃機関運搬車、動力付運搬車
等）、産業用機関車、産業用貨車、ストラド
ルキャリヤ、産業用トレーラ、パレットト
ラック、ショベルトラック（建設用を除
く）、産業用運搬車両の部分品・取付具・附
属品

1360 その他の輸送機械

飛しょう体（ロケット、人工衛星、宇宙船
等）、飛しょう体の部分品・附属品、他に分
類されない輸送用機械器具（荷車、手押車、
ショッピングカー、ゴルフカー、ゴルフカー
ト等）、他に分類されない輸送用機械器具の
部分品・取付具・附属品

54921 写真機卸売 1361 写真機、映写機等

写真機・映画用機械（カメラ（デジタルカメ
ラを除く）（フォーカルプレンシャッタ式カ
メラ、レンズシャッタ式カメラ、ハーフサイ
ズカメラ、二眼レフカメラ、小型カメラ、業
務用カメラ等）、写真装置・同関連器具（引
伸機、現像・焼付・仕上用器具、写真乾燥
機、リーダ、ビューア等）、映画用機械器具
（映画用撮影機、映写機、スライド映写機、
映画現像装置、映画焼付機、映画スクリーン
等））、写真機・映画用機械の部分品・取付
具・附属品（フィルタ、フード、三脚、雲
台、セルフタイマ、距離計、露出計、シャッ
タ、ボデー、じゃ腹、近接撮影・望遠撮影用
アタッチメント、ストロボ等）

54922 時計卸売 1362 時計

ウォッチ（ムーブメントを含む）（機械時
計、電池時計）、クロック（ムーブメントを
含む）（機械時計、置時計、目覚時計、掛時
計、計器板時計等）、その他の時計（ストッ
プウォッチ、タイマー時計、メトロノーム
等）、時計の部分品（文字板、ぜんまい、歯
車、ねじ等）、時計側

54929
他の計量器・理化学機械器具・光

学機械器具卸売
1363

理化学用・医療用ガラス
器具

理化学用・医療用ガラス器具（フラスコ、
ビーカー、試験管、アンプル、薬瓶等）

他の輸送用機械器具 （自動車を除
く）卸売

54919
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調査品目一覧表（卸売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入し

てください。 

1364 計測機器

体積計（積算体積計（オイルメータ、ガス
メータ、水量メータ等）、その他の体積計
（ます、化学用体積計、メスフラスコ
等））、はかり（台はかり、ばね式はかり、
電子はかり等）、圧力計・流量計・液面計等
（圧力計、金属温度計、流量計、液面計）、
精密測定器（工業用長さ計等）、分析機器
（光分析装置、その他の分析装置）、試験器
（材料試験機、その他の試験機）、測量機械
器具（ジャイロ計器、磁気コンパス、測角測
量機、水準測量機等）、理化学機械器具（研
究用機器（化学機器、物理学機器、気象観測
機器等）、教育用機器（物理・化学博物実験
機器、数学機器等）、天文機器、地球物理学
機器（重量計、磁力計等）等）その他の計量
器・測定器・分析機器・試験器・測量機械器
具・理化学機械器具（一般長さ計、光度計、
光束計、照度計、屈折度計、公害計測器、密
度計、比重計、温度計（ガラス製のもの）
等）、計量器・測定器・分析機器・試験機・
測量器械器具・理化学機械器具の部分品・取
付具・附属品

1365 望遠鏡、光学レンズ等

顕微鏡・望遠鏡等（望遠鏡、双眼鏡、顕微
鏡、拡大鏡）、光学機械用レンズ・プリズム
（カメラ用レンズ、カメラ用交換レンズ、光
学レンズ、プリズム）、顕微鏡・望遠鏡等の
部分品・取付具・附属品

1366 産業用Ｘ線装置等

産業用Ｘ線装置、その他の電子応用装置（超
音波応用装置、高周波電力応用装置、電子顕
微鏡、数値制御装置、ガイガー計数器、レー
ザ装置、磁気応用探知装置、産業用テレビ
ジョン装置等）、電子応用装置の部分品・取
付具・附属品

1367 電気計測器

電気計器（積算電力計、電流計、電圧計
等）、電気測定器（電圧標準計、電流標準
計、回路計等）、半導体・ＩＣ測定器、工業
計器、医療用計測器、電気計測器の部分品・
取付具・附属品

1368
眼鏡、コンタクトレンズ
等

眼鏡（枠を含む）（眼鏡、眼鏡枠、眼鏡レン
ズ（コンタクトレンズを含む）、眼鏡の部分
品等）

1369 医療用機械器具

医療用機械器具・同装置、病院用器具・同装
置、歯科用機械器具・同装置、医療用品、動
物用医療機械器具、歯科材料、医療用機械器
具の部分品・取付具・附属品

1370 医療用電子応用装置

医療用Ｘ線装置、医療用電子応用装置、その
他の電子応用装置（超音波応用装置、高周波
電力応用装置、電子顕微鏡、数値制御装置、
ガイガー計数器、レーザ装置、磁気応用探知
装置、産業用テレビジョン装置等）、電子応
用装置の部分品・取付具・附属品

1371 木製家具
机、テーブル、いす、流し台、調理台、ガス
台、たんす、棚、戸棚、音響機器用キャビ
ネット、ベッド等の木製家具

1372 金属製家具
机、テーブル、いす、ベッド、流し台、調理
台、ガス台、棚、戸棚等の金属製家具

1373 木製建具 雨戸、格子、障子、ふすま

家具・建具卸売55111

医療用機械器具 （歯科用機械器具
を含む）卸売

54931

他の計量器・理化学機械器具・光
学機械器具卸売

54929
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調査品目一覧表（卸売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入し

てください。 

1374 その他の装備品等

宗教用具、事務所用・店舗用装備品（陳列
ケース、アコーディオンカーテン等）、窓
用・扉用日よけ（ブラインド等）、日本びょ
うぶ、衣こう、すだれ、つい立、鏡縁、額
縁、黒板、プラスチック製家具、窯業・土石
製家具

1375 鏡 鏡

1376 その他の木製品

経木、木毛、たる・おけ材、竹・とう・き
りゅう等容器、折箱、木箱、取枠、巻枠、た
る、おけ類、薬品処理木材、コルク製品、は
し、げた、せいろ、靴型、その他の木・竹・
とう・きりゅう等の製品

1377 ろうそく ろうそく

1378
プラスチック製日用雑貨
等

プラスチック製台所・食卓用品（まな板、ボ
ウル、盆等）、プラスチック製浴室用品、そ
の他のプラスチック製日用雑貨

1379 清掃用品等
たわし、ほうき、はたき、モップ、マッチ、
線香類

55131 畳卸売 1380 畳・わら加工品
畳、畳床、畳表、ござ、むしろ、花むしろ、
かます、わら、なわ、麦わら帽子、さなだ帽
子

1381 じゅうたん・床敷物
じゅうたん、だん通、タフテッドカーペッ
ト、しゅろマット、床マット等の繊維製床敷
物

1382
カーテン、テーブルクロ
ス

カーテン、テーブルクロス

1383 卓上用ガラス器具等
ガラス容器（飲料用容器、食料用・調味料用
容器、化粧品瓶、インキ瓶等）、卓上用ガラ
ス器具、ガラス製台所用品・食卓用品

1384 日用陶磁器
陶磁器製食器、陶磁器製台所・調理用品、陶
磁器製置物、陶磁器絵付品、陶磁器用はい
（坏）土

1385 その他の窯業・土石製品

ほうろう鉄器（台所・食卓用ほうろう鉄器、
ほうろう製衛生用品等）、石灰（生石灰、消
石灰、軽質炭酸カルシウム等）、その他の土
石製品（再生骨材、人工骨材、石工品、けい
そう土・同製品、鉱物・土石粉砕・その他の
処理品）、宝飾製品（七宝製品、人造宝
石）、ロックウール・同製品、鋳型、その他
の窯業・土石製品（うわ薬、雲母板等）

1386 プラスチック製食器 プラスチック製の食器

1387 金属洋食器 金属洋食器

1388 漆器、魔法瓶 漆器（家具、台所・食卓用品等）、魔法瓶

1389 薬用作物 薬用作物（おたね人参、とうき等）

1390 医薬品

医薬品製品（循環器官用薬、抗生物質製剤
等）、医薬部外品（清涼剤、てんか粉剤、腋
臭防止剤、防虫剤、殺そ剤、外用消毒剤、軟
膏剤、ビタミン剤、カルシウム剤）、動物用
医薬品・医薬部外品

1391 繊維製衛生材料
ガーゼ、包帯、脱脂綿、ばんそうこう（布
製）、衛生マスク、三角きん、眼帯、綿棒

1392 紙製衛生製品
紙製衛生用品（紙おむつ、紙タオル、紙ナプ
キン、生理用品、ティッシュペーパー、トイ
レットペーパー等）

1393 医療、衛生用ゴム製品
医療・衛生用ゴム製品（乳首、水まくら、氷
のう、手術用手袋、避妊用具等）

荒物卸売55121

室内装飾繊維品卸売55141

家具・建具卸売55111

陶磁器・ガラス器卸売55151

他のじゅう器卸売55191

医薬品卸売55211

医療用品卸売55221
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調査品目一覧表（卸売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入し

てください。 

55231 化粧品卸売 1394 化粧品等

香水、オーデコロン、頭髪用化粧品（ヘアリ
ンス、養毛料、整髪料等）、皮膚用化粧品
（クリーム、乳液、化粧水、パック等）、仕
上用化粧品（ファンデーション、おしろい、
口紅、ほほ紅、アイメークアップ等）、特殊
用途化粧品（日やけ止め・ひげそり用化粧品
等）

1395 石けん 石けん

1396 歯磨き、シャンプー 歯磨き、シャンプー

1397 合成洗剤 合成洗剤

1398 クレンザー クレンザー

1399 洋紙・和紙
新聞巻取紙、印刷用紙、情報用紙、包装用
紙、衛生用紙、雑種紙、手すき和紙、紙幣用
和紙

1400 板紙
段ボール原紙、白板紙、色板紙、建材原紙、
その他の板紙

1401 段ボール 段ボール（シート）

1402 塗工紙・建設用加工紙
絶縁紙、絶縁テープ、アスファルト塗工紙、
ブックバインディングクロス、その他の塗工
紙・加工紙、壁紙、ふすま紙

1403 段ボール箱 段ボール箱

1404 その他の紙製容器

重包装紙袋（セメント袋、米麦袋等）、角底
紙袋（ショッピングバッグ、手提紙袋等）、
紙箱（折たたみ箱、機械箱、張り合わせ箱
等）、紙器（紙筒、紙コップ、紙皿等）

1405 紙製衛生材料
衛生用紙綿、衛生用綿状パルプ等の紙製衛生
材料

1406
その他のパルプ・紙・紙
加工品

事務用紙製品、学用紙製品、日用紙製品、セ
ロファン、紙管、紙ひも、紙テープ、ソリッ
ドファイバー製品、バルカナイズドファイ
バー製品

1407 ボルト・ナット等 ボルト・ナット・リベット・スプリング

1408 18リットル缶 18リットル缶

1409 刃物・道具類

機械刃物、利器工匠具・手道具（ほう丁、ナ
イフ類、はさみ、理髪用刃物、つるはし、ハ
ンマ、ショベル、スコップ等）、やすり、作
業工具（スパナ、ペンチ、ドライバ等）、手
引のこぎり、のこ刃、農業用器具（すき、く
わ、かま等）、農業用器具部分品

1410
アルミニウム製台所・食
卓用品

アルミニウム製台所・食卓用品

1411 くぎ、金属製金網等 くぎ、金属製金網、ＰＣ鋼より線

1412 金物
その他の金物類（錠、かぎ、建築用金物、架
線金物等）

1413 飼料
家畜・家きん用飼料、養魚用飼料、ペット
フード、魚かす

1414 有機質肥料

動物性有機質肥料（魚かす粉末、肉骨紛、加
工家きんふん肥料等）、植物性有機質肥料
（なたね油かす、米ぬか油かす、わたみ油か
す等）、その他（たい肥）

1415 化学肥料

窒素質・りん酸質肥料（アンモニア、アンモ
ニア水、尿素、硝酸アンモニウム、石灰窒
素、過りん酸石灰、熔成りん肥、重過りん酸
石灰、重焼りん）、
複合肥料（りん酸アンモニウム（肥料用）、
高度化成肥料、普通化成肥料、配合肥料）

1416
スポーツ用衣服（織物
製）

織物製衣服：スポーツ用衣服

1417
スポーツ用衣服（ニット
製）

ニット製衣服：スポーツ用衣服、海水着等

金物卸売55911

55931 スポーツ用品卸売

紙卸売55311

紙製品卸売55321

石けん卸売55232

合成洗剤卸売55241

肥料・飼料卸売55921
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調査品目一覧表（卸売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入し

てください。 

1418
スポーツ用履物（ゴム・
プラスチック製）

プラスチック製運動靴

1419 スポーツ用履物（革製）
運動用革靴（登山靴、スケート靴、スパイク
靴、ゴルフ靴等）

1420 スポーツ用手袋（革製）
革製手袋（合成皮革製を含む）（スポーツ
用）

1421 運動用品

野球用具、ソフトボール用具、バスケット
ボール用具、バレーボール用具、ラグビー用
具、サッカー用具、テニス用具、卓球用具、
バドミントン用具、ゴルフ用具、ホッケー用
具、スキー用具、水上スキー用具、スケート
用具、トラック・フィールド用具、体操用
具、釣道具・同附属品、ぶらんこ、すべり
台、空気銃、猟銃、剣道用具、ハンググライ
ダー、運動用品の部分品・附属品

1422 がん具

娯楽用具・がん具（トランプ、花札、囲碁、
将棋、麻雀ぱい、ゲーム盤、電子応用がん具
（家庭用テレビゲーム機、携帯用電子ゲーム
機等）、金属製がん具、プラスチック製がん
具（モデルキット、空気入りビニルがん具、
児童乗物（歩行補助機、乳母車、三輪車等）
等）、縫いぐるみ動物、木製がん具等）、人
形（日本人形、西洋人形、縫いぐるみ人形、
節句人形、ひな人形等）、がん具の部分品・
附属品

1423 ゲーム用ソフト
ゲームソフト記録物（ＣＤ、ＤＶＤ、カセッ
ト等）

55951 たばこ卸売 1424 たばこ
紙巻たばこ、葉巻たばこ、きざみたばこ、パ
イプたばこ

1425 さんご さんご

1426 真珠 真珠

1427 淡水真珠 淡水真珠

1428 ジュエリー製品

装身具・装飾品（貴金属（金・銀・プラチナ
等）・宝石（天然宝石、真珠等）製等）（首
飾り、腕輪、指輪、イヤリング、ブローチ、
ロケット、カフスボタン等）、その他の身辺
細貨品・貴金属製品（コンパクト、バッチ、
バックル、メダル、くし、手鏡、宝石箱、小
物箱）

55971 書籍・雑誌卸売 1429 印刷・製版・製本

印刷（オフセット印刷（平板印刷、デジタル
印刷等）、とっ版印刷（活版印刷等）、おう
版印刷（スクリーン印刷、グラビア印刷
等）、官報印刷、紙幣印刷、紙以外のものに
対する印刷（特殊印刷））、製版（写真製
版、フォトマスク、活字、鉛版、銅おう版、
木版彫刻製版）、製本、印刷物加工、その他
の印刷関連、独立行政法人国立印刷局広告料
収入

55991 なめし革卸売 1430 なめし革

なめし革（成牛甲革、中小牛甲革、牛底革、
牛ぬめ革、その他の牛革、馬革、豚革、山
羊・めん羊革、その他のなめし革（わに革、
とかげ革、へび革等））

1431 種苗
農産物（畜産物、蚕を除く）の種子、球根
類、苗木類（山行き苗木を除く）、苗木類の
植物生長

1432 花き・花木類
切り花類、鉢物類、花木（成木）、花壇用苗
もの類、芝類、地被植物類、花木（成木）の
植物成長

1433 生ゴム（輸入） 生ゴム（輸入）

スポーツ用品卸売55931

55999 その他卸売

ジュエリー製品卸売55961

娯楽用品・がん具卸売55941
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調査品目一覧表（卸売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入し

てください。 

1434 製紙・敷物原料作物
製紙原料作物（こうぞ、みつまた等）、敷物
原料作物（い草等）

1435 愛がん動物、きゅう肥等
愛がん動物（昆虫類を含む。）、実験用動物
（マウス、モルモット）、きゅう肥、養蚕

1436 育林 苗木、立木の成長

1437 薪、木炭 薪、木炭

1438
鑑賞用魚（内水面養殖
業）

鑑賞用魚

1439 綱・網
ロープ、コード、トワイン、漁網、漁網以外
の網地

1440 他の繊維既製品
他に分類されない繊維既製品（繊維製袋、タ
オル、帆布製品、カーテン、テーブルクロス
を除く）

1441 製紙用パルプ 製紙用パルプ

1442 フィルム、印画紙等 フィルム、印画紙、感光紙、製版用感光材料

1443 修正液 修正液

1444 その他の石炭製品
練炭、豆炭、粗製ベンゾール、コールター
ル、コークス炉ガス

1445 舗装材料 アスファルト舗装混合材、タール舗装混合材

1446 その他のゴム製品

コンベヤゴムベルト、平ベルト、Ｖベルト
（ファンベルトを含む）、ゴムホース、工業
用ゴム製品（防振ゴム、ゴム製パッキン類
等）、ゴム練生地、再生ゴム、その他のゴム
製品（フォームラバー、ゴム手袋（医療用を
除く）、消しゴム、ゴムバンド等）

1447 その他の革製品

工業用革製品（工業用革ベルト、革製パッキ
ン、ガスケット等）、その他のなめし革製品
（服装用革ベルト、馬具、むち、腕時計用革
バンド等）

1448 ガラス繊維・同製品

ガラス短繊維製品（フェルト、ボード、筒
等）、ガラス長繊維製品（ロービング、
チョップドストランド、糸、布、マット
等）、光ファイバ（素線）

1449 ガラス製加工素材

光学ガラス素地（眼鏡用を含む）、電球類
用・電子管用ガラスバルブ、その他のガラス
管・棒・球（アンプル用ガラス管等）、電子
機器用基盤ガラス

1450 その他のガラス製品
その他のガラス製品（魔法瓶用ガラス製中
瓶、照明用・信号用ガラス製品等）

1451 研磨材
天然研磨材、人造研磨材、研削と石、研磨布
紙、再生研磨材、天然と石

1452 核燃料 核燃料

1453 その他の金属製品

金属表面処理品（金属彫刻品、金属熱処理品
等）、その他の金属製品（貨幣、金属製パッ
キン・ガスケット、金属板ネームプレート、
金属製チューブ、打ちはく、脚立等）

1454 金型

プレス用金型、鍛造用金型、鋳造用金型（ダ
イカスト用を含む）、プラスチック用金型、
ゴム用金型、ガラス用金型、金型の部分品・
附属品

1455 武器

銃、砲、爆発物投射機、銃弾、砲弾、爆発
物、その他の武器（火えん発射機、戦闘車
両、射撃指揮装置等）、武器の部分品・附属
品

1456 き章、トロフィー等 宗教用具、賞杯、勲章

その他卸売55999
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調査品目一覧表（卸売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入し

てください。 

1457 楽器

ピアノ、ギター、電気ギター、電子楽器（エ
レクトーン、キーボードシンセサイザ、電子
キーボード、電子ピアノ等）、ハーモニカ、
アコーディオン、管楽器、弦楽器、打楽器、
三味線、琴、尺八、オルゴール、楽器の部分
品・取付具・附属品

1458 筆記具・文具

万年筆・ペン類・鉛筆（万年筆、シャープペ
ンシル、ボールペン、マーキングペン、鉛
筆、シャープペンシルの芯等）、毛筆・絵画
用品（水彩絵具、クレヨン、パステル、毛
筆、画筆、油絵具、スケッチボックス、カン
バス、画板、画布、ポスターカラー等）、そ
の他事務用品（印章、印肉、スタンプ、スタ
ンプ台、定規、コンパス、製図板、事務用・
工業用のり、そろばん、ステープラ、筆箱、
穴あけ器、鉛筆削器等）、筆記具・文具の部
分品・附属品

1459 情報記録物 プリペイドカード

1460
映像・音声・文字情報制
作業

音響用情報記録物（オーディオディスクレ
コード、オーディオテープレコード等）、映
像用情報記録物（ビデオディスクレコード、
ビデオテープレコード等）

1461 ソフトウェア業
コンピュータソフト記録物（ＣＤ、ＤＶＤ
等）

1462 ランプかさ ランプかさ

1463 看板、工業用模型等

看板・標識機（看板、標識機、展示装置
等）、パレット（荷役・運搬用）、モデル・
模型（マネキン人形、人台、地球儀、食品模
型等）、工業用模型（木型を含む）、他に分
類されないその他の製品（繊維壁材、人体安
全保護具、救命器具、ユニット住宅、ルーム
ユニット、葬儀用品、オガライト、靴中敷物
（革製を除く）、つえ等）

その他卸売55999
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◎【小売業】商品名及び個別品目名早見表

分類 商品名 品目 個別品目名 分類 商品名 品目 個別品目名
コード コード コード コード

2001 綿・スフ織物

2002 絹・人絹織物

2003 その他の織物 2066 調理パン

2004 ニット生地 2067 そう菜・すし・弁当

2005 既製和服、和装製品等（織物製） 2068 米

2006 レーヨン・アセテート 2069 小麦

2007 合成繊維 2070 大麦

2008 寝着類（織物製） 2071 大豆

2009 寝着類（ニット製） 2072 その他の豆類

2010 寝具 2073 雑穀

2011 ベッド用マットレス、組スプリング 2074 精米

2012 男子服（織物製） 2075 その他の精穀

2013 男子服（ニット製） 2076 小麦粉

2014 婦人服（織物製） 2077 その他の製粉

2015 婦人服（ニット製） 2078 でん粉

2016 子供服（織物製） 2079 ねり製品

2017 子供服（ニット製） 2080 水産物つくだ煮

2018 靴（ゴム・プラスチック製） 2081 その他の食料品

2019 靴（革製） 2082 塩・干・くん製品

2020 履物（ゴム・プラスチック製） 2083 節類、焼・味付けのり等

2021 履物（革製） 2084 乾燥野菜・果実

57911 かばん・袋物小売 2022 かばん、袋物、ハンドバッグ

2023 下着類（織物製）

2024 下着類（ニット製）

2025 紡績糸 58992 乳製品小売 2086 乳製品

2026 洋品雑貨

2027 タオル

2028 衣服用、作業用手袋（革製） 2088 砂糖原料作物

2029 ゴム引布地 2089 食肉びん・かん詰

2030 傘等 2090 水産びん・かん詰

2031 かんしょ 2091 野菜びん・かん詰

2032 ばれいしょ 2092 冷凍野菜、漬物等

2033 野菜 2093 精製糖

2034 その他の食用耕種作物 2094 その他の砂糖・副産物

2035 きのこ、ねまがりたけ 2095 ぶどう糖・異性化糖等

2036 果実 2096 食用植物油脂

2037 くり、くるみ 2097 食用動物油脂

2038 牛肉 2098 加工油脂

2039 豚肉 2099 植物原油かす

2040 その他の食肉 2100 調味料

2041 と畜副産物 2101 レトルト食品

2042 肉加工品 2102 生あん

2043 鶏卵 2103 製氷

2044 うずらの卵 2104 食卓用塩

2045 鶏肉 59111 乗用車(新車）小売 2105 乗用車

2046 魚介類（海面漁業） 59112 トラック（新車）小売 2106 トラック

2047 魚介類（海面養殖業） 2107 自動車用タイヤ・チューブ

2048 魚介類（内水面漁業・養殖業） 2108 カーステレオ等

2049 冷凍魚介類 2109 カーナビゲーションシステム等

2050 清酒 2110 自動車用内燃機関

2051 ビール類 2111 自動車部品

2052 ウイスキー類 59141 二輪自動車小売 2112 二輪自動車

2053 その他の酒類 2113 自転車用タイヤ・チューブ

58611 菓子（製造小売）小売 2054 菓子類（製造小売） 2114 自転車

2115 車椅子（電動式）

2116 ビデオ機器・デジタルカメラ

58631 パン（製造小売）小売 2056 パン類（製造小売） 2117 電気音響機器

2118 ラジオ・テレビ受信機

2119 民生用エアコンディショナ

2058 生乳 2120 民生用電気機器

2059 飲用牛乳 2121 記録メディア（録画用、録音用）

2060 原料濃縮果汁 2122 電球類

2061 清涼飲料 2123 電気照明器具

2062 コーヒー豆・カカオ豆（輸入） 2124 電池

2063 茶（生葉） 2125 その他の電気機械器具

2064 麦茶 2126 有線電気通信機器

平成27年産業連関表（27年調査）

商品分類 品　　目　　分　　類

婦人服小売57311

靴小売57411

57111 呉服・服地小売

57121 寝具小売

男子服小売57211

子供服小売57321

履物（靴を除く）小売57421

下着類小売57921

洋品雑貨・小間物小売57931

他の衣服・身の回り品
小売

57991

平成26年商業統計

58411

酒小売58511

牛乳小売58921

野菜小売58211

果実小売58221

58931

58621
菓子（非製造小売）小

売

料理品（他から仕入れた
もの又は作り置きのも

の）小売
58951

米穀類小売58961

58993
冷凍食品（冷凍めん
(麺)を含む）小売

豆腐・かまぼこ等加工
食品小売

58971

乾物小売58981

他の飲食料品小売58999

58641 パン（非製造小売）小売 2057 パン類（非製造小売）

食肉小売58311

卵・鳥肉小売58321

鮮魚小売

59319
他の電気機械器具（中

古品を除く）小売

58941
茶類（葉・粉・豆など

のもの）小売

めん類2085

めん（麺）類（チルド
めん（麺）を含む・冷
凍めん(麺)を除く)小

売

58991

2055 菓子類（非製造小売）

AV機器（中古品を除
く）小売

59311

白物家電（中古品を除
く）小売

59312

自動車部分品・附属品
小売

59131

自転車小売59211

飲料（牛乳を除く・茶
類飲料を含む）小売

平成27年産業連関表（27年調査）

商品分類

2087 冷凍調理食品

品　　目　　分　　類

平成26年商業統計

58941
茶類（葉・粉・豆など

のもの）小売
2065 茶・コーヒー

28



（つづき）

分類 商品名 品目 個別品目名 分類 商品名 品目 個別品目名
コード コード コード コード

2127 携帯電話機 2193 プラスチック製日用雑貨・食卓用品

2128 ラジオ・テレビジョン放送装置等 2194 漆器用品

2129 複写機 2195 薬用作物（一般用）

2130 その他の事務用機械 2196 繊維製衛生材料

2131 パーソナルコンピュータ 2197 紙製衛生用品

2132 電子計算機本体(パソコンを除く｡) 2198 一般用医薬品

2133 電子計算機附属装置 2199 医療、衛生用ゴム製品

59391 ミシン・編機小売 2134 家庭用ミシン 60331 医療用医薬品小売 2200 医療用医薬品

2135 ガス・石油機器等 2201 石けん

2136 金庫 2202 化粧品・歯磨

2137 ポンプ・圧縮機 60411 農業用機械器具小売 2203 農業用機械

2138 運搬機械 2204 種苗

2139 冷凍機等 2205 育林

2140 その他のはん用機械 2206 飼料作物

2141 機械工具 2207 家畜・家きん用飼料等

2142 ロボット 2208 有機質肥料

2143 娯楽用機器 2209 化学肥料

2144 その他のサービス用機器 2210 農薬

2145 計測機器 60511 揮発油小売 2211 ガソリン

2146 医療用機械器具 60512 軽油小売 2212 軽油

2147 半導体素子 60514 ブタンガス小売 2213 ブタンガス（液化石油ガス）

2148 集積回路 60519 他の石油小売 2214 その他の石油製品

2149 液晶パネル 60521 灯油小売 2215 灯油

2150 記録メディア（電子計算機用） 60522 プロパンガス小売 2216 プロパンガス（液化石油ガス）

2151 電子回路 2217 薪、木炭

2152 その他の電子部品 2218 石炭

2153 発電機器 2219 その他の石炭製品

2154 電動機

2155 配線器具

2156 内燃機関電装品 60631 新聞小売 2221 新聞

2157 その他の産業用電気機器 2222 洋紙・和紙

2158 電子応用装置 2223 板紙

2159 電気計測器 2224 段ボール

2160 その他の電気通信機器 2225 塗工紙・建設用加工紙

2161 バス、トレーラ等 2226 段ボール箱

2162 その他の船舶 2227 その他の紙製容器

2163 舶用内燃機関 2228 紙製衛生材料

2164 その他の輸送機械 2229 その他のパルプ・紙・紙加工品

2165 木製家具 2230 印刷インキ

2166 金属製家具 2231 修正液

2167 その他の装備品等 2232 筆記具・文具

2168 鏡 2233 スポーツ用衣服（織物製）

2169 衛生陶器 2234 スポーツ用衣服（ニット製）

2170 じゅうたん・床敷物

2171 カーテン、テーブルクロス

60121 建具小売 2172 建具 2236 スポーツ用履物（革製）

60131 畳小売 2173 畳・わら加工品 2237 スポーツ用手袋（革製）

60141 宗教用具小売 2174 宗教用具 2238 運動用品

2175 ほうろう鉄器 2239 がん具

2176 針金 2240 煙火（がん具用を含む）

2177 ボルト・ナット等 2241 電子応用がん具

2178 金属製容器等 2242 ゲームソフト記録物

2179 配管工事附属品 60731 楽器小売 2243 楽器

2180 粉末や金製品 2244 写真用化学薬品

2181 刃物・道具類 2245 写真感光材料

2182 金属プレス製品 2246 写真機

2183 金属線製品 2247 光学機械

2184 洋食器、金物 2248 時計

2185 魔法瓶 2249 眼鏡、コンタクトレンズ等

2186 竹材 2250 たばこ

2187 他に分類されない木製品 2251 喫煙用具

2188 ろうそく 60931 花・植木小売 2252 花き・花木類

2189 アルミニウム製台所・食卓用品 2253 素材

2190 清掃用品等 2254 製材

2191 卓上用ガラス器具等 2255 合板・集成材

2192 日用陶磁器 2256 木材チップ

化粧品小売60341

たばこ・喫煙具小売60921

60941 建築材料小売

時計・眼鏡・光学機械
小売

60821

60721

60711 スポーツ用品小売
2235

スポーツ用履物（ゴム・プラスチッ
ク製）

陶磁器・ガラス器小売60231

肥料・飼料小売60431

他の非石油系燃料小売60529

じゅうたん・カーテン
小売

60112

金物小売60211

荒物小売60221

ゲーム機関連（中古品
を除く）小売

60722

写真機・写真材料小売60811

がん具・娯楽用品（ゲー
ム機関連を除く）小売

平成26年商業統計

家具小売60111

電気事務機械器具（中
古品を除く）小売

59321

平成27年産業連関表（27年調査）

商品分類 品　　目　　分　　類

他の電気機械器具（中
古品を除く）小売

59319

2220 印刷・製版・製本

他の機械器具小売59399

紙・文房具小売60641

他のじゅう器小売60291

一般用医薬品小売

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

商品分類 品　　目　　分　　類

60611
書籍・雑誌（古本を除

く）小売

苗・種子小売60421

60321

29



（つづき）

分類 商品名 品目 個別品目名 分類 商品名 品目 個別品目名
コード コード コード コード

2257 建設用木製品 2321 研磨材

2258 板ガラス 2322 その他の窯業・土石製品

2259 安全ガラス・複層ガラス 2323 鋳鉄品

2260 ガラスブロック、ガラスタイル 2324 その他の非鉄金属地金

2261 セメント 2325 アルミ圧延製品

2262 生コンクリート 2326 非鉄金属素形材

2263 セメント製品 2327 建築用金属製品

2264 タイル 2328 金属表面処理品、その他の金属製品

2265 耐火物 2329 その他の身辺細貨品

2266 その他の建設用土石製品 2330 情報記録物

2267 繊維壁材、ユニット住宅等 2331 ランプかさ

2268 さんご 2332 看板、工業用模型等

2269 真珠 2333 再生資源回収・加工処理

2270 淡水真珠

2271 ジュエリー製品

2272 愛がん動物等

2273 鑑賞用魚（内水面養殖業）

60962 ペット用品小売 2274 ペットフード

2275 合成洗剤

2277 クレンザー

2278 稲わら

2279 ホップ

2280 葉たばこ

2281 生ゴム（輸入）

2282 綿花（輸入）

2283 製紙・敷物原料作物

2284 その他の酪農生産物

2285 肉用牛

2286 豚

2287 肉鶏

2288 その他の畜産

2289 生うるし、動物原皮等

2290 鉄鉱石

2291 非鉄金属鉱物

2292 砂利・採石

2293 砕石

2294 石灰石

2295 窯業原料鉱物（石灰石を除く。）

2296 他に分類されない鉱物

2297 非食用植物油脂

2298 非食用動物油脂

2299 綱・網

2300 他に分類されない繊維工業製品

2301 他に分類されない繊維既製品

2302 その他のソーダ工業製品

2303 合成染料・有機顔料

2304 塗料

2305 ゼラチン・接着剤

2306 他に分類されない化学最終製品

2307 舗装材料

2308 プラスチックフィルム・シート

2309 プラスチック板・管・棒

2310 プラスチック発泡製品

2311 強化プラスチック製品

2312 プラスチック製容器

2313 その他のプラスチック製品

2315 他に分類されないゴム製品

2316 製革・毛皮

2317 その他の革製品

2318 ガラス繊維・同製品

2319 ガラス製加工素材

2320 理化学用・医療用ガラス器具等

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

商品分類 品　　目　　分　　類

2276
界面活性剤（石けん・合成洗剤を除
く。）

合成洗剤小売60992

ペット小売60961

60941 建築材料小売

ジュエリー製品小売60951

60999

60999 その他小売

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

商品分類 品　　目　　分　　類

2314
タイヤ・チューブ（航空機用、運搬
車用等）

その他小売

30



調査品目一覧表（小売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

2001 綿・スフ織物
綿織物、ビスコース・スフ織物、化学繊維紡績糸
織物、綿・スフ・合成繊維毛布地

2002 絹・人絹織物
絹織物、絹紡織物、人絹織物、合成繊維長繊維織
物、化学繊維タイヤコード

2003 その他の織物

毛織物(そ毛洋服地、その他のそ毛織物、紡毛服
地、その他の紡毛織物、その他の毛織物）、

麻織物（亜麻織物、ちょ麻織物、黄麻織物、繊維
製ホース、麻風合成繊維織物）、細幅織物、

その他の織物（モケット等）

2004 ニット生地
丸編ニット生地、たて編ニット生地、横編ニット
生地

2005
既製和服、和装製品等
（織物製）

織物製衣服：和装製品（既製和服・帯、ショー
ル、足袋類等）

2006 レーヨン・アセテート
ビスコース長繊維糸・短繊維、キュプラ長繊維
糸・短繊維、アセテート長繊維糸・短繊維

2007 合成繊維

ナイロン長繊維糸・短繊維、ポリエステル長繊維
糸・短繊維、アクリル長繊維糸・短繊維、ビニロ
ン長繊維糸・短繊維、ポリプロピレン長繊維糸・
短繊維

2008 寝着類（織物製） 織物製衣服：寝着類

2009 寝着類（ニット製） ニット製衣服：寝着類

2010 寝具
ふとん、羽毛ふとん、その他の寝具（寝具用カ
バー、シーツ、タオルケット、枕、クッション、
寝袋等）、毛布

2011
ベッド用マットレス、
組スプリング

ベッド用マットレス、組スプリング

2012 男子服（織物製）
織物製衣服：成人男子・少年服、シャツ、事務
用・作業用・衛生用衣服、学校服（スポーツ用衣
服、下着、寝着類、和装製品を除く）

2013 男子服（ニット製）

ニット製衣服：アウターシャツ類、セーター類、
その他の外衣・シャツ（成人男子・少年用服）
（スポーツ用衣服、海水着、下着、寝着類を除
く）

2014 婦人服（織物製）
織物製衣服：成人女子・少女服、シャツ、事務
用・作業用・衛生用衣服、学校服（スポーツ用衣
服、下着、寝着類、和装製品を除く）

2015 婦人服（ニット製）

ニット製衣服：アウターシャツ類、セーター類、
その他の外衣・シャツ（成人女子・少女服（ス
ポーツ用衣服、海水着、下着、寝着類、補正着を
除く）

2016 子供服（織物製）
織物製衣服：乳幼児服（スポーツ用衣服、下着、
寝着類、和装製品を除く）

2017 子供服（ニット製）
ニット製衣服：アウターシャツ類、セーター類、
その他の外衣・シャツ（乳幼児服（スポーツ用衣
服、海水着、下着、寝着類を除く）

2018
靴（ゴム・プラスチッ
ク製）

ゴム底布靴、総ゴム靴、プラスチック製靴（合成
皮革製靴、プラスチック成形靴など）、ゴム製・
プラスチック製の靴用材料・同附属品（甲、靴
底、かかと）

2019 靴（革製）

紳士用革靴（23cm以上）、婦人用・子供用革靴、
作業用革靴（保安靴、耐電靴、耐酸靴等）、その
他の革製靴（一部革製の靴等）、革製の靴用材
料・同附属品（甲、靴底、かかと等）

寝具小売57121

男子服小売57211

婦人服小売57311

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

呉服・服地小売57111

子供服小売57321

靴小売57411

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 
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調査品目一覧表（小売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2020
履物（ゴム・プラス
チック製）

ゴム製：地下足袋、ゴム草履・スリッパ（スポン
ジ製のものを含む）、ゴム製の履物用品（ゴム
底、ゴムかかと、草履底、甲など）

プラスチック製：プラスチック製サンダル・ス
リッパ・草履、プラスチック製の履物附属品

2021 履物（革製）
その他の革製履物（草履、スリッパ、サンダル
等）、革製履物用材料・同附属品（甲、底、かか
と等）

57911 かばん・袋物小売 2022
かばん、袋物、ハンド
バッグ

かばん（材料のいかんを問わない）（なめし革製
旅行かばん、なめし革製書類入かばん・学生かば
ん・ランドセル、プラスチック製かばん、合成皮
革製ケース等）、袋物（札入れ、財布、ショッピ
ングバッグ等）、ハンドバッグ（材料のいかんを
問わない）

2023 下着類（織物製）
織物製衣服：下着（スポーツ用衣服、寝着類、和
装製品を除く）

2024 下着類（ニット製）
ニット製衣服：下着、補整着（スポーツ用衣服、
海水着、寝着類を除く）

2025 紡績糸

製糸（生糸、副蚕糸）

綿紡績糸（純綿糸、混紡綿糸）

化学繊維紡績糸（ビスコース・スフ糸、キュプ
ラ・スフ糸、アセテート紡績糸、ビニロン紡績
糸、ナイロン紡績糸、アクリル紡績糸、ポリエス
テル紡績糸、ポリプロピレン紡績糸）

毛紡績糸（そ毛糸、紡毛糸）

ねん糸、かさ高加工糸、

その他の紡績糸（絹紡糸、さく紡糸、絹紡ちゅう
糸、麻紡績糸、和紡糸）

2026 洋品雑貨
ネクタイ、スカーフ、マフラー、ハンカチーフ、
靴下、手袋、帽子、毛皮製衣服・身の周り品、な
めし革製衣服、繊維製履物

2027 タオル タオル

2028
衣服用、作業用手袋
（革製）

革製手袋（合成皮革製を含む）（衣服用、作業
用）

2029 ゴム引布地 ゴム引布、ゴム引布製品（エアーマットレス等）

2030 傘等 傘、つえ

2031 かんしょ かんしょ

2032 ばれいしょ ばれいしょ

57921 下着類小売

洋品雑貨・小間物小売57931

他の衣服・身の回り品小売57991

履物（靴を除く）小売57421

58211 野菜小売
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調査品目一覧表（小売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2033 野菜

果菜類（露地）：かぼちゃ、ピーマン、きゅう
り、露地メロン、すいか、なす、トマト、さやえ
んどう（未成熟えんどう）、未成熟とうもろこ
し、えだまめ（未成熟大豆）、さやいんげん（未
成熟いんげん）

葉茎菜類（露地）：キャベツ、はくさい、その他
の漬菜、ほうれんそう、ねぎ、たまねぎ、にら、
みつば、しゅんぎく、にんにく、レタス、セル
リー、カリフラワー、ブロッコリー、アスパラガ
ス、たけのこ

根菜類：だいこん、かぶ、にんじん、ごぼう、さ
といも、やまのいも、れんこん、しょうが

果菜類（施設）：かぼちゃ、ピーマン、きゅう
り、温室メロン、すいか、なす、トマト、いちご

葉茎菜類（施設）：レタス、もやし

2034 その他の食用耕種作物
なたね、ごま、オリーブ、こんにゃくいも、香辛
料作物（輸入）、カッサバ芋（輸入）

2035 きのこ、ねまがりたけ
きのこ類（まつたけ、しいたけ、えのきたけ
等）、ねまがりたけ

2036 果実

みかん、夏みかん、ネーブルオレンジ、はっさ
く、伊予柑、グレープフルーツ（輸入）、りん
ご、ぶどう、日本なし、西洋なし、もも、すも
も、おうとう、うめ、びわ、かき、くり、キウイ
フルーツ、パインアップル、バナナ（輸入）、果
実の植物成長

2037 くり、くるみ 種実（くり、くるみ）

2038 牛肉 牛肉

2039 豚肉 豚肉

2040 その他の食肉 馬肉、羊肉、山羊肉

2041 と畜副産物 原皮、内臓及び肉鶏処理副産物

2042 肉加工品
ハム、ベーコン、ソーセージ、ハンバーグ（冷蔵
品）、焼豚

2043 鶏卵 鶏卵、成鶏、不正常卵、鶏ふん

2044 うずらの卵 うずらの卵

2045 鶏肉 鶏肉

2046 魚介類（海面漁業）
魚類、えび類、かに類、いか類、たこ類、うに
類、なまこ類、貝類、鯨類

2047 魚介類（海面養殖業）
まあじ、ぶり類、たい類、くるまえび、ほや類、
ほたてがい、かき類、こんぶ類、わかめ類、のり
類

2048
魚介類（内水面漁業・
養殖業）

さけ・ます類、わかさぎ、あゆ、しらうお、こ
い、ふな、うなぎ、しじみ、えび類

2049 冷凍魚介類
冷凍魚介類、冷凍魚介調理品（丸又は三枚おろ
し、刺身等の処理をし、凍結したもの）、冷凍す
り身、副産物の「魚のあら」

2050 清酒 清酒、味りん、清酒かす、味りんかす

2051 ビール類
ビール、麦芽根、ビール粕、乾燥酵母、生酵母、
発泡酒

2052 ウイスキー類 ウイスキー、ブランデー

2053 その他の酒類
果実酒類、合成清酒、しょうちゅう、スピリッ
ツ、リキュール、その他の醸造酒、雑酒、添加用
アルコール

58611 菓子（製造小売）小売 2054 菓子類（製造小売）

製造小売（キャラメル、ドロップ、キャンデー、
チョコレート、チューインガム、焼菓子、ビス
ケット、米菓、和生菓子、洋生菓子、スナック菓
子、油菓子、ココア）

卵・鳥肉小売58321

鮮魚小売58411

酒小売58511

野菜小売58211

果実小売58221

食肉小売58311
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調査品目一覧表（小売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

58621 菓子（非製造小売）小売 2055 菓子類（非製造小売）

非製造小売（キャラメル、ドロップ、キャン
デー、チョコレート、チューインガム、焼菓子、
ビスケット、米菓、和生菓子、洋生菓子、スナッ
ク菓子、油菓子、ココア）

58631 パン（製造小売）小売 2056 パン類（製造小売） 製造小売（食パン、学校給食パン、菓子パン）

58641 パン（非製造小売）小売 2057 パン類（非製造小売） 非製造小売（食パン、学校給食パン、菓子パン）

2058 生乳 生乳

2059 飲用牛乳 牛乳、加工乳

2060 原料濃縮果汁 原料濃縮果汁

2061 清涼飲料
炭酸飲料、果実飲料、茶類飲料、コーヒー飲料、
豆乳、ミネラルウォーター、スポーツドリンク、
野菜ジュース

2062
コーヒー豆・カカオ豆
（輸入）

コーヒー豆（輸入品）、カカオ豆（輸入品）

2063 茶（生葉） 茶（生葉）

2064 麦茶 麦茶

2065 茶・コーヒー 緑茶、紅茶、ウーロン茶、コーヒー

2066 調理パン 調理パン、サンドイッチ

2067 そう菜・すし・弁当 そう菜・すし・弁当

2068 米 米

2069 小麦 小麦

2070 大麦 大麦（二条、六条）、裸麦

2071 大豆 大豆（国産）、大豆（輸入）

2072 その他の豆類
えんどう、そらまめ、いんげん豆、小豆、ささ
げ、らっかせい、その他の豆類

2073 雑穀
そば、えん麦、とうもろこし、あわ、きび、ひ
え、グレーンソルガム（輸入）

2074 精米 精米

2075 その他の精穀 くず米、米ぬか、精麦、麦ぬか

2076 小麦粉 小麦粉

2077 その他の製粉 米穀粉、ふすま、そば粉、こんにゃく粉

2078 でん粉
かんしょでん粉、ばれいしょでん粉、小麦でん
粉、コーンスターチ、でん粉かす

2079 ねり製品
焼きちくわ、かまぼこ、魚肉ハム・ソーセージ、
副産物の「魚のあら」

2080 水産物つくだ煮 水産物つくだ煮

2081 その他の食料品

とうふ、油揚、生揚、がんもどき、こんにゃく、
納豆、バナナ熟成加工、粉末ジュース、もち、調
理特殊かん詰（カレーかん詰、ミートソース類か
ん詰、スープ類かん詰等）

2082 塩・干・くん製品
煮干し品、素干し品、塩干品、くん製品、副産物
の「魚のあら」

2083
節類、焼・味付けのり
等

節類、寒天、焼・味付けのり、さくら干し、みり
ん干し

2084 乾燥野菜・果実 乾燥野菜、かんぴょう、切干だいこん、干しかき

58991
めん（麺）類（チルドめん（麺）を含

む・冷凍めん(麺)を除く)小売
2085 めん類

乾めん、即席めん、マカロニ・スパゲッティ、生
めん

58992 乳製品小売 2086 乳製品
乳飲料、粉乳、れん乳、バター、チーズ、アイス
クリーム、ミックスパウダー、クリーム、発酵
乳、乳酸菌飲料

58993
冷凍食品（冷凍めん(麺)を含む）

小売
2087 冷凍調理食品

冷凍フライ（コロッケ、カツ、魚フライ等）、冷
凍米飯類、冷凍ハンバーグ、冷凍シューマイ

2088 砂糖原料作物 さとうきび、てんさい

2089 食肉びん・かん詰
食肉びん・かん詰（コンビーフかん詰、うずら卵
水煮かん詰等）

2090 水産びん・かん詰
かに、さけ、まぐろ・かつお、さば、いわし、そ
の他の水産びん・かん詰、副産物の「魚のあら」

2091 野菜びん・かん詰 野菜びん・かん詰、果実びん・かん詰

2092 冷凍野菜、漬物等 冷凍野菜、漬物、ジャム、マッシュポテト

2093 精製糖 てんさい糖、甘しゃ糖

乾物小売58981

料理品（他から仕入れたもの又は
作り置きのもの）小売

58951

米穀類小売58961

豆腐・かまぼこ等加工食品小売58971

58999 他の飲食料品小売

牛乳小売58921

飲料（牛乳を除く・茶類飲料を含
む）小売

58931

茶類（葉・粉・豆などのもの）小
売

58941
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調査品目一覧表（小売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2094 その他の砂糖・副産物 含みつ糖、副産物（糖みつ、ビートパルプ）

2095 ぶどう糖・異性化糖等
ぶどう糖（無水結晶ぶどう糖・含水結晶ぶどう
糖、全糖ぶどう糖、液状ぶどう糖）、水あめ（水
あめ、粉あめ）、異性化糖

2096 食用植物油脂 食用なたね油、食用大豆油

2097 食用動物油脂 食用動物油脂（牛脂、豚脂等）、食用魚油

2098 加工油脂 マーガリン、ショートニング、精製ラード

2099 植物原油かす なたね油かす、大豆油かす、米ぬか油かす

2100 調味料

みそ、しょうゆ、食用アミノ酸、ソース、マヨ
ネーズ、トマトケチャップ、トマトピューレ、食
酢、即席カレー、グルタミン酸ソーダ、香辛料、
洋風スープ、発酵調味料、風味調味料、たれ類、
めんつゆ類、お茶漬け・ふりかけ類、即席みそ
汁・お吸いもの、マヨネーズ副産物（卵白）

2101 レトルト食品
レトルト食品（カレー、マーボー豆腐の素、ミー
トソース類、スープ類等）

2102 生あん 生あん

2103 製氷 販売用氷

2104 食卓用塩 食用塩（原塩、塩、食卓塩、かん水）

59111 乗用車(新車）小売 2105 乗用車 軽乗用車、小型乗用車、普通乗用車

59112 トラック（新車）小売 2106 トラック

軽トラック、小型トラック（ガソリン車、ディー
ゼル車）、普通トラック（ガソリン車、ディーゼ
ル車）、小型トラックボデー、普通トラックボ
デー

2107
自動車用タイヤ・
チューブ

自動車用タイヤ・チューブ、更生タイヤ

2108 カーステレオ等
カーステレオ、自動車用スピーカシステム、自動
車用電気音響機器の部分品・取付具・附属品

2109
カーナビゲーションシ
ステム等

カーナビゲーションシステム、ＥＴＣ

2110 自動車用内燃機関

自動車用ガソリン機関、自動車用ディーゼル機
関、二輪自動車・モータスクータ用内燃機関、自
動車用内燃機関の部分品・取付具・附属品（ラジ
エータ、オイルストレーナ、オイルフィルタ、ピ
ストン、吸気弁、排気弁、キャブレタ、空気清浄
器、燃料噴射装置等）

2111 自動車部品

駆動・伝導・操縦装置部品、懸架・制動装置部
品、シャシー部品、車体部品、カーエアコン、
カーヒータ、座席、ＫＤセット（乗用車、バス、
トラック、二輪自動車）

59141 二輪自動車小売 2112 二輪自動車 二輪自動車

2113
自転車用タイヤ・
チューブ

自転車用タイヤ・チューブ

2114 自転車

完成自転車（軽快車、子供車、幼児車、ミニサイ
クル、マウンテンバイク、電動アシスト車、特殊
車）、車いす（手動式）、自転車用フレーム、自
転車の部分品・取付具・附属品

2115 車椅子（電動式） 車いす（電動式）

2116
ビデオ機器・デジタル
カメラ

録画・再生装置（ＤＶＤレコーダ等）、ビデオカ
メラ（放送用を除く）、デジタルカメラ、ビデオ
機器・デジタルカメラの部分品・取付具・附属品

2117 電気音響機器

ステレオセット、デジタルオーディオディスクプ
レーヤ、ハイファイ用アンプ、ハイファイ用ス
ピーカシステム、補聴器、その他の電気音響機械
器具（テープレコーダー、ＩＣレコーダー等）ス
ピーカシステム、マイクロホン・イヤホン・音響
用ピックアップ類等（完成品）、電気音響機器の
部分品・取付具・附属品

自転車小売59211

AV機器（中古品を除く）小売59311

自動車部分品・附属品小売59131

58999 他の飲食料品小売
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調査品目一覧表（小売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

59311 AV機器（中古品を除く）小売 2118 ラジオ・テレビ受信機

ラジオ受信機、テレビジョン受信機（録画・再生
機能一体型を含む）（液晶パネル式、プラズマ
ディスプレイパネル式、ブラウン管式、プロジェ
クション式（受信機一体型）等）

2119
民生用エアコンディ
ショナ

民生用エアコンディショナ（ウインド形、セパ
レート形等）、民生用エアコンディショナの部分
品・取付具・附属品

2120 民生用電気機器

ちゅう房機器（電気がま、電子レンジ（オーブン
レンジ、スチームレンジを含む）、電気冷蔵庫、
電磁調理器（ＩＨ調理器、ＩＨクッキングヒータ
等）、その他ちゅう房機器（電気ポット、食器洗
い機、食器乾燥機等）、

空調・住宅関連機器（扇風機、換気扇、電気温水
器、加湿器、除湿器、空気清浄機等）、

衣料衛生関連機器（電気アイロン、電気洗濯機、
電気掃除機、衣料乾燥機等）、その他の民生用電
気機器（電気こたつ、理容用電気機器（電気かみ
そり、ヘアドヤイヤ等）、電気温水洗浄便座、電
気ストーブ、電気カーペット、家庭用高周波等治
療器等）、民生用電気機械器具（民生用エアコン
ディショナを除く）の部分品・取付具・附属品

2121
記録メディア（録画
用、録音用）

半導体メモリメディア（SDメモリカード、メモリ
スティック、コンパクトフラッシュ等）、光ディ
スク（生のもの）（光磁気ディスク（MO等）、CD-
R/RW、DVD-R/RW、BD-R/RW等）、磁気ディスク（生
のもの）（リジットディスク等）、磁気テープ
（生のもの）（録音用・録画用）

2122 電球類

一般照明用電球、豆電球、クリスマスツリー用電
球、自動車用電球、赤外線電球、写真用せん光電
球、パイロットランプ、ハロゲン電球、蛍光ラン
プ、水銀灯、紫外線灯、殺菌灯、ネオン灯、アー
ク灯、ＨＩＤランプ

2123 電気照明器具

白熱電灯器具、蛍光灯器具、水銀灯器具、発電ラ
ンプ、携帯電灯、懐中電灯、殺菌灯器具、ナトリ
ウム灯器具、自動車用ウインカ、電気照明器具の
部分品・取付具・附属品

2124 電池

蓄電池（鉛蓄電池、アルカリ蓄電池、リチウムイ
オン蓄電池）、一次電池（マンガン乾電池、アル
カリマンガン乾電池、酸化銀電池、リチウムイオ
ン電池等）、電池の部分品・取付具・附属品

2125 その他の電気機械器具

導入線、太陽電池モジュール、他に分類されない
電気機械器具（電球口金、電球・電子用タングス
テン、モリブデン製品、永久磁石、電気接点、
リードフレーム等）

2126 有線電気通信機器

電話（有線）装置（電話機、交換機、インターホ
ン、電話応用装置等）、電信・画像（有線）装置
（ファクシミリ、テレビ会議電話装置等）、搬送
装置（デジタル伝送装置、変復調装置（モデム）
等）

2127 携帯電話機 携帯電話機、簡易型携帯電話機（ＰＨＳ）

2128
ラジオ・テレビジョン
放送装置等

ラジオ・テレビジョン放送装置、固定局通信装
置、その他の移動局通信装置、携帯用通信装置
（携帯電話機及び簡易型携帯電話機（ＰＨＳ）を
除く）、無線応用装置（ＧＰＳ装置等を含み、
カーナビゲーションシステム及びＥＴＣを除
く）、その他の無線通信装置（パーソナル無線装
置等）

他の電気機械器具（中古品を除
く）小売

59319

白物家電（中古品を除く）小売59312
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調査品目一覧表（小売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2129 複写機
デジタル式複写機、フルカラー複写機、静電間接
式複写機、複写機の部分品・取付具・附属品

2130 その他の事務用機械

金銭登録機（レジスタ）、電子会計機（プログラ
ム内蔵方式でないもの）、ワードプロセッサ、タ
イプライタ、タイムレコーダ、タイムスタンプ、
謄写機、あて名印刷機、マイクロ写真機、オフ
セット印刷機（Ｂ３判未満）、硬貨計算機、事務
用シュレッダ、製図機械その他の事務用機械の部
分品・取付具・附属品

2131
パーソナルコンピュー
タ

パーソナルコンピュータ（デスクトップ型、ノー
トブック型、タブレット型等）、パーソナルコン
ピュータの部分品・取付具・附属品

2132
電子計算機本体（パソ
コンを除く。）

はん用コンピュータ、ミッドレンジコンピュータ
（オフィスコンピュータ、ワークステーション
等）、電子計算機（パソコンを除く）の部分品・
取付具・附属品

2133 電子計算機附属装置

外部記憶装置（磁気ディスク装置、光ディスク装
置、ディスクアレイ装置等）、

印刷装置（シリアルプリンタ、ラインプリンタ、
作図装置（プロッター）等）、

表示装置（ディスプレイ（電子計算機用）等）、

その他の附属装置（金融用端末装置、その他の端
末装置、その他の入出力装置等）、

電子計算機附属装置の部分品・取付具・附属品

59391 ミシン・編機小売 2134 家庭用ミシン 縫製機械（家庭用ミシン）

2135 ガス・石油機器等

ガスこんろ・ふろ釜・湯沸器等のガス機器、石油
ストーブ等の石油機器、温風暖房機、温水ボイラ
等の暖房装置、暖房用・調理用器具、太陽熱利用
機器

2136 金庫 金庫・同部分品・取付具・附属品

2137 ポンプ・圧縮機

ポンプ・同装置（単段式うず巻ポンプ、多段式う
ず巻ポンプ、耐しょく性ポンプ、家庭用電気ポン
プ、手動ポンプ等）、空気圧縮機・ガス圧縮機・
送風機（往復圧縮機、回転圧縮機、遠心圧縮機、
軸流圧縮機等）、油圧・空圧機器（油圧ポンプ、
油圧モータ、油圧シリンダ、油圧バルブ、空気圧
機器等）、ポンプ･圧縮機の部分品・取付具・附属
品

2138 運搬機械
エレベータ（家庭用を含む）、エスカレータ（歩
く歩道を含む）、クレーン、巻上機、コンベヤ、
運搬機械の部分品・取付具・附属品

2139 冷凍機等

冷凍機、冷凍・冷蔵用ショーケース（冷凍陳列棚
を含む）、パッケージ形エアコンディショナ、
ウォータークーラ、冷却塔、冷蔵装置、凍結装
置、製氷装置、除湿機（民生用を除く）、冷凍
機・温湿調整装置の部分品・取付具・附属品

2140 その他のはん用機械

工業窯炉、消火器具、消防自動車のぎ装品、高
温・高圧バルブ、自動調整バルブ、給排水用バル
ブ・コック、一般用バルブ・コック、切断・屈
曲・ねじ切等パイプ加工品、ピストンリング重
油・ガス燃焼装置、駐車装置、自動車用エレベー
タ、他に分類されないはん用機械の部分品・取付
具・附属品

2141 機械工具
特殊鋼切削工具、超硬工具（粉末や金製品を除
く）、ダイヤモンド工具、空気動工具、電動工
具、治具・金属加工用附属品

他の機械器具小売59399

電気事務機械器具（中古品を除
く）小売

59321
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調査品目一覧表（小売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2142 ロボット

数値制御ロボット、マニュアル・マニピュレー
タ、固定シーケンスロボット、可変シーケンスロ
ボット、プレイバックロボット、サービス用ロ
ボット、ロボットの部分品・取付具・附属品

2143 娯楽用機器

パチンコ・スロットマシン（パチンコ台、パチン
コ玉自動補給装置、スロットマシン台等）、ゲー
ムセンター用娯楽機器（アーケードゲーム機、ク
レーンゲーム機、業務用テレビゲーム機等）、遊
園地用娯楽機器（ジェットコースター、メリー
ゴーランド、コーヒーカップ等）、娯楽用機器の
部分品・取付具・附属品

2144
その他のサービス用機
器

業務用洗濯装置、自動車整備・サービス機器、そ
の他のサービス用機械器具（業務用食器洗浄機、
自動給茶機、自動改札機、自動入場機、両替機、
コインロッカー、自動ドア等）、その他のサービ
ス用機器の部分品・取付具・附属品

2145 計測機器

体積計（積算体積計（オイルメータ、ガスメー
タ、水量メータ等）、その他の体積計（ます、化
学用体積計、メスフラスコ等））、はかり（台は
かり、ばね式はかり、電子はかり等）、圧力計・
流量計・液面計等（圧力計、金属温度計、流量
計、液面計）、精密測定器（工業用長さ計等）、
分析機器（光分析装置、その他の分析装置）、試
験機（材料試験機、その他の試験機）、測量機械
器具（ジャイロ計器、磁気コンパス、測角測量
機、水準測量機等）、理化学機械器具（研究用機
器（化学機器、物理学機器、気象観測機器等）、
教育用機器（物理・化学博物実験機器、数学機器
等）、天文機器、地球物理学機器（重量計、磁力
計等）等）、その他の計量器・測定器・分析機
器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具（一
般長さ計、光度計、光束計、照度計、屈折度計、
公害計測器、密度計、比重計、騒音計、周波数
計、速さ計、地震計、温度計（ガラス製のもの）
等）、計量器・測定器・分析機器・試験機・測量
機械器具・理化学機械器具の部分品・取付具・附
属品

2146 医療用機械器具

医療用機械器具・同装置、病院用器具・同装置、
歯科用機械器具・同装置、医療用品、動物用医療
機械器具、歯科材料、医療用機械器具の部分品・
取付具・附属品

2147 半導体素子

光電変換素子（発光ダイオード、レーザダイオー
ド、カプラ・インタラプタ、太陽電池セル等）、
その他の半導体素子（ダイオード、整流素子、ト
ランジスタ（シリコントランジスタ、電界効果型
トランジスタ、絶縁ゲートバイポーラトランジス
タ等）、サーミスタ、バリスタ、サイリスタ、受
光素子等）

2148 集積回路
線形回路、バイポーラ型集積回路、モス型集積回
路、混成集積回路、実装していない集積回路（輸
出分）

2149 液晶パネル
液晶パネル（アクティブ型（ＴＦＴ型）、パッシ
ブ型）、液晶モジュール（パネルの生産から一貫
して行っているもの）、液晶素子

2150
記録メディア（電子計
算機用）

半導体メモリメディア（SDメモリカード、メモリ
スティック、コンパクトフラッシュ等）、光ディ
スク（生のもの）（光磁気ディスク（MO等）、CD-
R/RW、DVD-R/RW、BD-R/RW等）、磁気ディスク（生
のもの）（リジットディスク等）、磁気テープ
（生のもの）（電子計算機用）

他の機械器具小売59399
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調査品目一覧表（小売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2151 電子回路
リジッドプリント配線板、フレキシブルプリント
配線板、モジュール基板、プリント配線実装基
板、モジュール実装基板

2152 その他の電子部品

抵抗器、コンデンサ、変成器（トランス）、複合
部品、音響部品、磁気ヘッド、小形モータ（３Ｗ
未満のもの）、コネクタ、スイッチ、リレー、ユ
ニット部品（スイッチング電源、ＴＶ用チュー
ナ、コントロールユニット等）、その他の電子部
品等（磁性材部品（粉末や金によるもの）、シリ
コンウエハ（表面研磨したもの）、タッチパネル
センサ、ＬＥＤランプ等）

2153 発電機器

タービン発電機（交流）、エンジン発電機（交
流）、その他の発電機（直流発電機、水車発電
機、電動発電機等）、その他の回転電機機械、発
電機器のの部分品・取付具・附属品

2154 電動機

直流電動機、単相誘導電動機、三相誘導電動機、
その他の交流電動機（同期電動機、整流子電動機
等）、直流・交流小形電動機、その他の小形電動
機（シンクロ電機、ステッピングモータ等）、電
動機の部分品・取付具・附属品

2155 配線器具
小形開閉器、点滅器、接続器、その他の配線器
具・配線附属品（電球保持器、パネルボード、小
形配線箱、ヒューズ、端子等）

2156 内燃機関電装品
充電発電機、始動電動機、磁石発電機、点火用コ
イル、ディストリビュータ、点火せん、内燃機関
電装品の部分品・取付具・附属品

2157
その他の産業用電気機
器

電気溶接機（アーク溶接機、抵抗溶接機）、コン
デンサ、電気炉、産業用電熱装置、電力変換装
置、シリコン・セレン整流器、その他の産業用電
気機器の部分品・取付具・附属品

2158 電子応用装置

Ｘ線装置（医療用、産業用）、医療用電子応用装
置、その他の電子応用装置（超音波応用装置、高
周波電力応用装置、電子顕微鏡、数値制御装置、
ガイガー計数器、レーザ装置、磁気応用探知装
置、産業用テレビジョン装置等）、電子応用装置
の部分品・取付具・附属品

2159 電気計測器

電気計器（積算電力計、電流計、電圧計等）、電
気測定器（電圧標準計、電流標準計、回路計
等）、半導体・ＩＣ測定器、工業計器、医療用計
測器、電気計測器の部分品・取付具・附属品

2160 その他の電気通信機器

交通信号保安装置・同部分品・取付具・附属品
（電気信号機、機械信号機、電気転てつ器、機械
転てつ器等）、火災報知設備、防犯警報装置、発
光信号装置、通報信号装置、ガス警報機

2161 バス、トレーラ等
小型バス、大型バス、けん引車、特別用途車、ト
レーラ、特別用途車ボデー

2162 その他の船舶
木造船舶、木製舟艇、プラスチック製舟艇、金属
製（鋼船を除く。）舟艇（20総トン数未満）

2163 舶用内燃機関

舶用ディーゼル機関、舶用焼玉機関、舶用蒸気機
関、舶用電気点火機関、舶用ガスタービン、舶用
蒸気タービン、舶用機関の部分品・取付具・附属
品

2164 その他の輸送機械

飛しょう体（ロケット、人工衛星、宇宙船等）、
飛しょう体の部分品・附属品、他に分類されない
輸送用機械器具（荷車、手押車、ショッピング
カー、ゴルフカー、ゴルフカート等）、他に分類
されない輸送用機械器具の部分品・取付具・附属
品

他の機械器具小売59399
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調査品目一覧表（小売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2165 木製家具
机、テーブル、いす、流し台、調理台、ガス台、
たんす、棚、戸棚、音響機器用キャビネット、
ベッド等の木製家具

2166 金属製家具
机、テーブル、いす、ベッド、流し台、調理台、
ガス台、棚、戸棚等の金属製家具

2167 その他の装備品等

事務所用・店舗用装備品（陳列ケース、アコー
ディオンカーテン等）、窓用・扉用日よけ（ブラ
インド等）、日本びょうぶ、衣こう、すだれ、つ
い立、鏡縁、額縁、黒板、プラスチック製家具、
窯業・土石製家具

2168 鏡 鏡

2169 衛生陶器 浴槽、洗面手洗器、便器、水槽等

2170 じゅうたん・床敷物
じゅうたん、だん通、タフテッドカーペット、
しゅろマット、床マット等の繊維製床敷物

2171
カーテン、テーブルク
ロス

カーテン、テーブルクロス

60121 建具小売 2172 建具 雨戸、格子、障子、ふすま

60131 畳小売 2173 畳・わら加工品
畳、畳床、畳表、ござ、むしろ、花むしろ、かま
す、わら、なわ、麦わら帽子、さなだ帽子

60141 宗教用具小売 2174 宗教用具 宗教用具

2175 ほうろう鉄器
ほうろう鉄器（台所・食卓用ほうろう鉄器、ほう
ろう製衛生用品等）

2176 針金 針金

2177 ボルト・ナット等 ボルト・ナット・リベット・スプリング

2178 金属製容器等
18リットル缶、食缶（缶詰用缶）、一般缶、ドラ
ム缶、コンテナ、板金製タンク、高圧容器（ボン
ベ）

2179 配管工事附属品
金属製管継手、金属製衛生器具、ノズル、噴水
口、排水管、止め栓

2180 粉末や金製品
機械部分品（粉末や金によるもの）、超硬チッ
プ、超硬工具（粉末や金によるもの）

2181 刃物・道具類

機械刃物、利器工匠具・手道具（ほう丁、ナイフ
類、はさみ、理髪用刃物、つるはし、ハンマ、
ショベル、スコップ等）、やすり、作業工具（ス
パナ、ペンチ、ドライバ等）、手引のこぎり、の
こ刃、農業用器具（すき、くわ、かま等）、農業
用器具部分品

2182 金属プレス製品
アルミニウム製機械部分品、アルミニウム製飲料
用缶、その他の金属プレス製品（打抜・プレス機
械部分品、王冠等）

2183 金属線製品
くぎ、金属製金網、ＰＣ鋼より線、ワイヤロー
プ、溶接棒

2184 洋食器、金物
洋食器、その他の金物類（錠、かぎ、建築用金
物、架線金物等）

2185 魔法瓶 魔法瓶

2186 竹材 竹材

2187
他に分類されない木製
品

経木、木毛、たる・おけ材、竹・とう・きりゅう
等容器、折箱、木箱、取枠、巻枠、たる、おけ
類、薬品処理木材、コルク製品、はし、げた、せ
いろ、靴型、その他の木・竹・とう・きりゅう等
の製品

2188 ろうそく ろうそく

2189
アルミニウム製台所・
食卓用品

アルミニウム製台所・食卓用品

2190 清掃用品等
ほうき・ブラシ（歯ブラシ、化粧用ブラシ、たわ
し、ほうき、はたき、モップ等）、その他の生活
雑貨製品（うちわ、扇子、マッチ等）、線香類

60231 陶磁器・ガラス器小売 2191 卓上用ガラス器具等
ガラス容器（飲料用容器、食料用・調味料用容
器、化粧品瓶、インキ瓶等）、卓上用ガラス器
具、ガラス製台所用品・食卓用品

荒物小売60221

家具小売60111

じゅうたん・カーテン小売60112

金物小売60211
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調査品目一覧表（小売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

60231 陶磁器・ガラス器小売 2192 日用陶磁器
陶磁器製食器、陶磁器製台所・調理用品、陶磁器
製置物、陶磁器絵付品、陶磁器用はい（坏）土

2193
プラスチック製日用雑
貨・食卓用品

プラスチック製台所・食卓用品（まな板、ボウ
ル、食器、盆等）、プラスチック製浴室用品、そ
の他のプラスチック製日用雑貨

2194 漆器用品 漆器製（家具、台所・食卓用品等）

2195 薬用作物（一般用） 薬用作物（おたね人参、とうき等）

2196 繊維製衛生材料
ガーゼ、包帯、脱脂綿、ばんそうこう（布製）、
衛生マスク、三角きん、眼帯、綿棒

2197 紙製衛生用品
紙おむつ、紙タオル、紙ナプキン、生理用品、
ティッシュペーパー、トイレットペーパー等

2198 一般用医薬品

医薬品製品（医師の処方せんによるものを除く）
（循環器官用薬、抗生物質製剤等）、医薬部外品
（清涼剤、てんか粉剤、腋臭防止剤、防虫剤、殺
そ剤、外用消毒剤、軟膏剤、ビタミン剤、カルシ
ウム剤）、動物用医薬品・医薬部外品

2199 医療、衛生用ゴム製品
医療・衛生用ゴム製品（乳首、水まくら、氷の
う、手術用手袋、避妊用具等）

60331 医療用医薬品小売 2200 医療用医薬品

医薬品製品（医師の処方せんによるもの）（循環
器官用薬、抗生物質製剤等）、医薬部外品（清涼
剤、てんか粉剤、腋臭防止剤、防虫剤、殺そ剤、
外用消毒剤、軟膏剤、ビタミン剤、カルシウム
剤）、動物用医薬品・医薬部外品

2201 石けん 石けん

2202 化粧品・歯磨

香水、オーデコロン、頭髪用化粧品（シャン
プー、ヘアリンス、養毛料、整髪料等）、皮膚用
化粧品（クリーム、乳液、化粧水、パック等）、
仕上用化粧品（ファンデーション、おしろい、口
紅、ほほ紅、アイメークアップ等）、特殊用途化
粧品（日やけ止め・ひげそり用化粧品等）、歯磨

60411 農業用機械器具小売 2203 農業用機械

動力耕うん機、農業用トラクタ、歩行用トラク
タ、噴霧機、散粉機、田植機、脱穀機、籾すり
機、農業用乾燥機、コンバイン、稲麦刈取機、飼
料機器、農業用機械の部分品・取付具・附属品

2204 種苗
農産物（畜産物、蚕を除く）の種子、球根類、苗
木類（山行き苗木を除く）、苗木類の植物成長

2205 育林 苗木、立木の成長

2206 飼料作物 牧草、青刈とうもろこし、ソルゴー

2207 家畜・家きん用飼料等 家畜・家きん用飼料、養魚用飼料、魚かす

2208 有機質肥料

動物性有機質肥料（魚かす粉末、肉骨紛、加工家
きんふん肥料等）、植物性有機質肥料（なたね油
かす、米ぬか油かす、わたみ油かす等）、その他
（たい肥）

2209 化学肥料

窒素質・りん酸質肥料：アンモニア、アンモニア
水、尿素、硝酸アンモニウム、石灰窒素、過りん
酸石灰、熔成りん肥、重過りん酸石灰、重焼りん
複合肥料：りん酸アンモニウム（肥料用）、高度
化成肥料、普通化成肥料、配合肥料

2210 農薬
殺虫剤、殺菌剤、除草剤、殺そ（鼠）剤、植物成
長調整剤、補助剤

60511 揮発油小売 2211 ガソリン ガソリン

60512 軽油小売 2212 軽油 軽油

60514 ブタンガス小売 2213
ブタンガス（液化石油
ガス）

ブタンガス（液化石油ガス）

60519 他の石油小売 2214 その他の石油製品
グリース、潤滑油、パラフィン、アスファルト、
精製・混合用原料油、石油ガス、オイルコークス

60521 灯油小売 2215 灯油 灯油

60522 プロパンガス小売 2216
プロパンガス（液化石
油ガス）

プロパンガス（液化石油ガス）

60529 他の非石油系燃料小売 2217 薪、木炭 薪、木炭

肥料・飼料小売60431

一般用医薬品小売60321

化粧品小売60341

苗・種子小売60421

他のじゅう器小売60291
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調査品目一覧表（小売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2218 石炭 原料炭、一般炭、無煙炭、亜炭、雑炭

2219 その他の石炭製品
練炭、豆炭、粗製ベンゾール、コールタール、
コークス炉ガス

60611 書籍・雑誌（古本を除く）小売 2220 印刷・製版・製本

印刷（オフセット印刷（平版印刷、デジタル印刷
等）、とっ版印刷（活版印刷等）、おう版印刷
（スクリーン印刷、グラビア印刷等）、官報印
刷、紙幣印刷、紙以外のものに対する印刷（特殊
印刷））、製版（写真製版、フォトマスク、活
字、鉛版、銅おう版、木版彫刻製版）、製本、印
刷加工物、その他の印刷関連、独立行政法人国立
印刷局広告料収入

60631 新聞小売 2221 新聞 新聞

2222 洋紙・和紙
新聞巻取紙、印刷用紙、情報用紙、包装用紙、衛
生用紙、雑種紙、手すき和紙、紙幣用和紙

2223 板紙
段ボール原紙、白板紙、色板紙、建材原紙、その
他の板紙

2224 段ボール 段ボール（シート）

2225 塗工紙・建設用加工紙
絶縁紙、絶縁テープ、アスファルト塗工紙、ブッ
クバインディングクロス、その他の塗工紙・加工
紙、壁紙、ふすま紙、

2226 段ボール箱 段ボール箱

2227 その他の紙製容器

重包装紙袋（セメント袋、米麦袋等）、角底紙袋
（ショッピングバッグ、手提紙袋等の）、紙箱
（折たたみ箱、機械箱、張り合わせ箱等）、その
他の紙器（紙筒、紙コップ、紙皿等

2228 紙製衛生材料 衛生用紙綿、衛生用綿状パルプ等

2229
その他のパルプ・紙・
紙加工品

事務用紙製品、学用紙製品、日用紙製品、セロ
ファン、紙管、紙ひも、紙テープ、ソリッドファ
イバー製品、バルカナイズドファイバー製品

2230 印刷インキ
一般インキ、新聞インキ、補助剤、印刷インキ用
ワニス

2231 修正液 修正液

2232 筆記具・文具

万年筆・ペン類・鉛筆（万年筆、シャープペンシ
ル、ボールペン、マーキングペン、鉛筆、シャー
プペンシルの芯等）、毛筆・絵画用品（水彩絵
具、クレヨン、パステル、毛筆、画筆、油絵具、
スケッチボックス、カンバス、画板、画布、ポス
ターカラー等）、その他の事務用品（印章、印
肉、スタンプ、スタンプ台、定規、コンパス、製
図板、事務用・工業用のり、そろばん、ステープ
ラ、筆箱、穴あけ器、鉛筆削器等）、筆記具・文
具の部分品・附属品

2233
スポーツ用衣服（織物
製）

織物製衣服：スポーツ用衣服

2234
スポーツ用衣服（ニッ
ト製）

ニット製衣服：スポーツ用衣服、海水着

2235
スポーツ用履物（ゴ
ム・プラスチック製）

プラスチック製運動靴

2236
スポーツ用履物（革
製）

運動用革靴（登山靴、スケート靴、スパイク靴、
ゴルフ靴等）

2237
スポーツ用手袋（革
製）

革製手袋（合成皮革製を含む）（スポーツ用）

2238 運動用品

野球用具、ソフトボール用具、バスケットボール
用具、バレーボール用具、ラグビー用具、サッ
カー用具、テニス用具、卓球用具、バドミントン
用具、ゴルフ用具、ホッケー用具、スキー用具、
水上スキー用具、スケート用具、トラック・
フィールド用具、体操用具、釣道具・同附属品、
ぶらんこ、すべり台、空気銃、猟銃、剣道用具、
ハンググライダー、運動用品の部分品・附属品

スポーツ用品小売60711

紙・文房具小売60641

他の非石油系燃料小売60529
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調査品目一覧表（小売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2239 がん具

娯楽用具・がん具（トランプ、花札、囲碁、将
棋、麻雀ぱい、ゲーム盤、金属製がん具、プラス
チック製がん具（モデルキット、空気入りビニル
がん具、児童乗物（歩行補助機、乳母車、三輪車
等）等）縫いぐるみ動物、木製がん具等）、人形
（日本人形、西洋人形、縫いぐるみ人形、節句人
形、ひな人形等）、がん具の部分品・附属品

2240
煙火（がん具用を含
む）

煙火（がん具用を含む）

2241 電子応用がん具 家庭用テレビゲーム機、携帯用電子ゲーム機等

2242 ゲームソフト記録物 ゲームソフト記録物（ＣＤ、ＤＶＤ、カセット）

60731 楽器小売 2243 楽器

ピアノ、ギター、電気ギター、電子楽器（エレク
トーン、キーボードシンセサイザ、電子キーボー
ド、電子ピアノ等）、ハーモニカ、アコーディオ
ン、管楽器、弦楽器、打楽器、三味線、琴、尺
八、オルゴールの、楽器の部分品・取付具・附属
品

2244 写真用化学薬品 写真用化学薬品

2245 写真感光材料 フィルム、印画紙、感光紙、製版用感光材料

2246 写真機

写真機・映画用機械（カメラ（デジタルカメラを
除く）（フォーカルプレンシャッタ式カメラ、レ
ンズシャッタ式カメラ、ハーフサイズカメラ、二
眼レフカメラ、小型カメラ、業務用カメラ統）、
映画用機械器具（映画用撮影機、映写機、スライ
ド映写機、映画現像装置、映画焼付機、映写スク
リーン等））、光学機械用レンズ・プリズム（カ
メラ用レンズ、カメラ用交換レンズ、光学レン
ズ、プリズム）、写真装置・同関連器具（引伸
機、現像・焼付・仕上用器具、写真乾燥機、リー
ダ、ビューア等）、写真機・映画用機械の部分
品・取付具・附属品（フィルタ、フード、三脚、
雲台、セルフタイマ、距離計、露出計、シャッ
タ、ボデー、じゃ腹、近接撮影・望遠撮影用ア
タッチメント、ストロボ等）

2247 光学機械
顕微鏡・望遠鏡等（望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、拡
大鏡）、顕微鏡・望遠鏡等の部分品・取付具・附
属品

2248 時計

ウォッチ（ムーブメントを含む）（機械時計、電
池時計）、クロック（ムーブメントを含む）（機
械時計、置時計、目覚時計、掛時計、計器板時計
等）、その他の時計（ストップウォッチ、タイ
マー時計、メトロノーム等）、時計の部分品（文
字板、ぜんまい、歯車、ねじ等）、時計側

2249
眼鏡、コンタクトレン
ズ等

眼鏡（枠を含む）（眼鏡、眼鏡枠、眼鏡レンズ
（コンタクトレンズを含む）、眼鏡の部分品等）

2250 たばこ
紙巻たばこ、葉巻たばこ、きざみたばこ、パイプ
たばこ

2251 喫煙用具 たばこ用ライター、たばこ用フィルター等

60931 花・植木小売 2252 花き・花木類
切り花類、鉢物類、花木（成木）、花壇用苗もの
類、芝類、地被植物類、花木（成木）の植物成長

2253 素材 丸太（そま角、大割材等を含む）

2254 製材 板材、ひき割、ひき角、残材

2255 合板・集成材 単板、普通合板、特殊合板、集成材

2256 木材チップ 木材チップ

2257 建設用木製品
造作材、建築用木製組立材料、パーティクルボー
ド、繊維板、銘板、銘木、床柱、床板

2258 板ガラス 普通板ガラス、変り板ガラス、磨き板ガラス

2259
安全ガラス・複層ガラ
ス

合わせガラス、強化ガラス、複層ガラス、すりガ
ラス、曲げガラス

建築材料小売60941

写真機・写真材料小売60811

時計・眼鏡・光学機械小売60821

たばこ・喫煙具小売60921

がん具・娯楽用品（ゲーム機関連
を除く）小売

60721

ゲーム機関連（中古品を除く）小
売

60722
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調査品目一覧表（小売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2260
ガラスブロック、ガラ
スタイル

ガラスブロック、ガラスタイル

2261 セメント
ポルトランドセメント、フライアッシュセメン
ト、高炉セメント、、シリカセメント

2262 生コンクリート 生コンクリート

2263 セメント製品

コンクリート系パネル、遠心力鉄筋コンクリート
管・柱・くい、普通コンクリート管、空洞コンク
リートブロック、土木用コンクリートブロック、
道路用コンクリート製品、プレストレストコンク
リート製品、テラゾー製品、コンクリート系プレ
ハブ住宅、その他のセメント製品（セメント瓦、
厚形スレート、木材セメント製品、気泡コンク
リート製品等）

2264 タイル モザイクタイル、内装タイル等

2265 耐火物

耐火れんが、不定形耐火物（耐火モルタル、キャ
スタブル耐火物等）、人造耐火材（マグネシアク
リンカー、合成ムライト等）、その他の耐火物
（粘土質るつぼ、高炉用ブロック等）

2266
その他の建設用土石製
品

石こうボード・同製品（化粧ボード、ラスボー
ド、シージング石こうボード、強化石こうボー
ド、等）、石こうプラスタ、焼石こう、粘土かわ
ら（いぶしかわら、うわ薬かわら、塩焼かわ
ら）、普通れんが、その他の建設用粘土製品（陶
管等）

2267
繊維壁材、ユニット住
宅等

繊維壁材、ユニット住宅、ルームユニット

2268 さんご さんご

2269 真珠 真珠

2270 淡水真珠 淡水真珠

2271 ジュエリー製品

装身具・装飾品（貴金属（金、銀、プラチナ
等）・宝石（天然宝石、真珠等）製）（首飾り、
腕輪、指輪、イヤリング、ブローチ、ロケット、
カフスボタン等）、ジュエリー製品の部分品・附
属品

2272 愛がん動物等
愛がん動物（昆虫類を含む）、実験用動物（マウ
ス、モルモット）

2273
鑑賞用魚（内水面養殖
業）

鑑賞用魚

60962 ペット用品小売 2274 ペットフード ペットフード

2275 合成洗剤 合成洗剤

2276
界面活性剤（石けん・
合成洗剤を除く。）

陰イオン・陽イオン・両性イオン・非イオン界面
活性剤、柔軟仕上げ剤

2277 クレンザー クレンザー

2278 稲わら 稲わら

2279 ホップ ホップ

2280 葉たばこ 葉たばこ

2281 生ゴム（輸入） 生ゴム（輸入品）

2282 綿花（輸入） 綿花（輸入品）

2283 製紙・敷物原料作物
製紙原料作物（こうぞ、みつまた等）、敷物原料
作物（い草等）

2284 その他の酪農生産物
乳子牛（と畜向け、肉用肥育向け）、乳子牛の成
長増加、乳廃牛、きゅう肥

2285 肉用牛
と畜向け肉用牛（成牛換算飼養頭数の増減を含
む。）肥育向け子畜、きゅう肥

2286 豚
豚（成豚換算飼養頭数の増減を含む。）、きゅう
肥

2287 肉鶏 ブロイラー、鶏ふん

その他小売60999

合成洗剤小売60992

ジュエリー製品小売60951

ペット小売60961

建築材料小売60941
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調査品目一覧表（小売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2288 その他の畜産

羊毛、馬（軽種馬を含む。）、やぎ、めん羊、毛
皮用動物（ミンク、うさぎ等の飼育及びその毛、
毛皮等）、食用鳥類（鶏を除く。）、その他の食
用畜産物（やぎ乳、はちみつ、うずらの卵）、愛
がん動物（昆虫類を含む。）、実験用動物（マウ
ス、モルモット）、きゅう肥、養蚕

2289 生うるし、動物原皮等 生うるし、木ろう、狩猟による動物原皮

2290 鉄鉱石 鉄鉱石

2291 非鉄金属鉱物
銅鉱、鉛鉱、亜鉛鉱、金鉱、銀鉱、すず鉱、タン
グステン鉱、硫化鉄鉱

2292 砂利・採石 砂利、砂、かんらん岩（精鉱）

2293 砕石 砕石、石材

2294 石灰石 石灰石

2295
窯業原料鉱物（石灰石
を除く。）

けい石、けい砂、ドロマイト、ろう石、粘土、長
石、陶石、カオリン

2296 他に分類されない鉱物
重晶石、ベントナイト・けいそう土等の粘土、オ
リビンサンド

2297 非食用植物油脂 非食用向け植物原油（あまに油、ひまし油）

2298 非食用動物油脂
非食用向け動物油脂（牛脂、豚脂等）、非食用向
け魚油

2299 綱・網
ロープ、コード、トワイン、漁網、漁網以外の網
地

2300
他に分類されない繊維
工業製品

レース生地・雑品、組ひも、その製毛（洗上羊
毛、トップ、反毛等）フェルト、不織布（乾
式）、上塗り・した織物、防水した織物、その他
の繊維粗製品（ふとん綿、リリヤン、モール、ふ
さ類等）

2301
他に分類されない繊維
既製品

帆布製品（シート、テント、日よけ等）、繊維製
袋（麻袋、綿袋、合成繊維袋等）、刺しゅう製品

2302
その他のソーダ工業製
品

塩素ガス、塩酸ガス、塩酸、高度さらし粉、さら
し液、塩素酸ナトリウム

2303 合成染料・有機顔料 合成染料・有機顔料

2304 塗料
油性塗料、ラッカー、電気絶縁塗料、合成樹脂塗
料、シンナー類

2305 ゼラチン・接着剤 ゼラチン・接着剤

2306
他に分類されない化学
最終製品

火薬類（無煙火薬、電気雷管等）、洗浄材・研磨
材（ワックス、靴クリーム等）、香料、天然樹脂
製品、木材化学薬品、試薬、他に分類されない化
学工業製品（デキストリン（可溶性でんぷんを含
む）、漂白剤等）

2307 舗装材料 アスファルト舗装混合材、タール舗装混合材

2308
プラスチックフィル
ム・シート

プラスチックフィルム、プラスチックシート、プ
ラスチック床材、合成皮革、プラスチックフィル
ム・シート・床材・合成皮革加工品

2309
プラスチック板・管・
棒

プラスチック製板（平板・波板・積層品・化粧
板）・棒、プラスチック管（硬質管、ホース）、
プラスチック継手、プラスチック異形押出製品
（雨どい等）、プラスチック板・棒・管・継手・
異形押出製品の加工品

2310 プラスチック発泡製品

ポリウレタンフォーム、ポリエチレンフォーム、
塩化ビニルフォーム、ポリスチレンフォーム、ポ
リスチレンペーパー、板状発泡製品、発泡プラス
チック製品の加工品

2311 強化プラスチック製品

強化プラスチック製板・棒・管・継手、強化プラ
スチック製容器・浴槽・浄化槽、工業用強化プラ
スチック製製品、その他の強化プラスチック製品
（保安帽（帽体）、がい子、橋脚、コンテナ
等）、強化プラスチック製品の加工品

その他小売60999
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調査品目一覧表（小売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2312 プラスチック製容器
飲料用プラスチックボトル、プラスチック製灯油
缶、工業用薬品缶、洗剤・シャンプー用容器、
ビールコンテナ、農林水産用コンテナ、ごみ箱

2313
その他のプラスチック
製品

プラスチック成形材料、廃プラスチック製品（く
い、棚、漁礁等）、医療・衛生用プラスチック製
品、その他のプラスチック製品（結束テープ、絶
縁テープ、時計ガラス、止水板、人工芝等）、プ
ラスチック製品の加工品（他に分類されないも
の）

2314
タイヤ・チューブ（航
空機用、運搬車用等）

航空機用タイヤ・チューブ、運搬車用タイヤ・
チューブ、ソリッドタイヤ、更生タイヤ

2315
他に分類されないゴム
製品

コンベヤゴムベルト、平ベルト、Ｖベルト（ファ
ンベルトを含む）、ゴムホース、工業用ゴム製品
（防振ゴム、ゴム製パッキン類等）、ゴム練生
地、再生ゴム、その他のゴム製品（フォームラ
バー、ゴム手袋（医療用を除く）、消しゴム、ゴ
ムバンド等）

2316 製革・毛皮

なめし革（成牛甲革、中小牛甲革、牛底革、牛ぬ
め革、その他の牛革、馬革、豚革、山羊・めん羊
革、その他のなめし革（わに革、とかげ革、へび
革等））、毛皮（調整済で完成品ではないもの）

2317 その他の革製品
工業用革製品（工業用革ベルト、革製パッキン、
ガスケット等）、その他のなめし革製品（服装用
革ベルト、馬具、むち、腕時計用革バンド等）

2318 ガラス繊維・同製品

ガラス短繊維製品（フェルト、ボード、筒等）、
ガラス長繊維製品（ロービング、チョップドスト
ランド、糸、布、マット等）、光ファイバ（素
線）

2319 ガラス製加工素材

光学ガラス素地（眼鏡用を含む）、電球類用・電
子管用ガラスバルブ、その他のガラス管・棒・球
（アンプル用ガラス管等）、電子機器用基盤ガラ
ス

2320
理化学用・医療用ガラ
ス器具等

理化学用・医療用ガラス器具（フラスコ、ビー
カー、試験管、アンプル、薬瓶等）、その他のガ
ラス製品（魔法瓶用ガラス製中瓶、照明用・信号
用ガラス製品等）

2321 研磨材
天然研磨材、人造研磨材、研削と石、研磨布紙、
再生研磨材、天然と石

2322
その他の窯業・土石製
品

石灰（生石灰、消石灰、軽質炭酸カルシウム
等）、その他の土石製品（再生骨材、人工骨材、
石工品、けいそう土・同製品、鉱物・土石粉砕・
その他の処理品）、宝飾製品（七宝製品、人造宝
石）、ロックウール・同製品、鋳型、その他の窯
業・土石製品（うわ薬、雲母板等）

2323 鋳鉄品
銑鉄鋳物、球状黒鉛鋳鉄、合金鋳鉄、可鍛鋳鉄、
精密鋳造品、可鍛鋳鉄製鉄管継手

2324 その他の非鉄金属地金
金地金、銀地金、チタン、タングステン、すず、
アンチモン、金再生地金、金合金、銀再生地金、
銀合金、銅再生地金、銅合金

2325 アルミ圧延製品
アルミニウム圧延製品（板、円板、条、管、棒、
線、形材、はく）

2326 非鉄金属素形材
鋳物（銅、銅合金、アルミニウム等）、ダイカス
ト（アルミニウム、亜鉛等）、精密鋳造品、鍛造
品（アルミニウム等）

2327 建築用金属製品

アルミニウム製サッシ・ドア、その他の金属製
サッシ・ドア、鉄骨系プレハブ住宅、ユニットハ
ウス、メタルラス、シャッタ、建築用板金製品、
金属製物置

60999 その他小売
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調査品目一覧表（小売業）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示
コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2328
金属表面処理品、その
他の金属製品

金属表面処理品（金属彫刻品、金属熱処理品
等）、その他の金属製品（貨幣、金属製パッキ
ン・ガスケット、金属板ネームプレート、金属製
チューブ、打ちはく、脚立等）

2329 その他の身辺細貨品

ジュエリー製品を除く身辺細貨品：装身具・装飾
品（すず・アンチモン製等）（首飾り、腕輪、指
輪、イヤリング、ブローチ、ロケット、カフスボ
タン等）、その他の身辺細貨品・貴金属製品（コ
ンパクト、バッチ、バックル、メダル、くし、手
鏡、宝石箱、小物箱、宗教用具、賞杯、勲章、貴
金属製たばこケース、貴金属製ナイフ・フォー
ク・スプーン・皿等の洋食器類等）、増加、装飾
用羽毛、ボタン、針・ピン・ホック・スナップ・
同関連品（縫針、ミシン針、スライドファス
ナー、スナップ、ホック、クリップ、画びょう、
マジックテープ、安全ピン等）、かつら、かも
じ、身辺細貨品の部分品・附属品

2330 情報記録物

音響用情報記録物（オーディオディスクレコー
ド、オーディオテープレコード等）、映像用情報
記録物（ビデオディスクレコード、ビデオテープ
レコード等）、ゲームソフト記録物（ＣＤ、ＤＶ
Ｄ、カセット等）、コンピュータソフト記録物
（ＣＤ、ＤＶＤ等）、プリペイドカード

2331 ランプかさ ランプかさ

2332 看板、工業用模型等

看板・標識機（看板、標識機、展示装置等）、パ
レット（荷役・運搬用）、モデル・模型（マネキ
ン人形、人台、地球儀、食品模型等）、工業用模
型（木型を含む）、他に分類されないその他の製
品（人体安全保護具、救命器具、ちょうちん、葬
儀用品、オガライト、靴中敷物（革製を除く）
等）

2333
再生資源回収・加工処
理

主として集荷・選別して小売するもの：鉄屑、非
鉄金属屑、プラスチック屑、ガラスびん、古紙、
落綿、毛屑、粗獣毛、石膏、高炉ガス灰、フライ
アッシュ、鉱さい（鉱滓）、硫黄、副産蛹、果汁
搾りかす、屑肉、野菜屑、醤油搾りかす、コー
ヒーかす、木くず、硫安、硅酸石灰、ＬＰＧ、炭
田ガス、高炉ガス、転炉ガス等

その他小売60999
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◎【百貨店・総合スーパー】商品名及び個別品目名早見表

分類 商品名 品目 個別品目名 分類 商品名 品目 個別品目名
コード コード コード コード

2012 男子服（織物製） 2067 そう菜・すし・弁当

2013 男子服（ニット製） 2068 米

2014 婦人服（織物製） 2069 小麦

2015 婦人服（ニット製） 2070 大麦

2016 子供服（織物製） 2071 大豆

2017 子供服（ニット製） 2072 その他の豆類

2001 綿・スフ織物 2073 雑穀

2002 絹・人絹織物 2074 精米

2003 その他の織物 2075 その他の精穀

2004 ニット生地 2076 小麦粉

2005 既製和服、和装製品等（織物製） 2077 その他の製粉

2006 レーヨン・アセテート 2078 でん粉

2007 合成繊維 2079 ねり製品

2008 寝着類（織物製） 2080 水産物つくだ煮

2009 寝着類（ニット製） 2081 その他の食料品

2010 寝具 2082 塩・干・くん製品

2011 ベッド用マットレス、組スプリング 2083 節類、焼・味付けのり等

2023 下着類（織物製） 2084 乾燥野菜・果実

2024 下着類（ニット製） 2085 めん類

2018 靴（ゴム・プラスチック製） 2086 乳製品

2019 靴（革製） 2087 冷凍調理食品

2020 履物（ゴム・プラスチック製） 2088 砂糖原料作物

2021 履物（革製） 2089 食肉びん・かん詰

2022 かばん、袋物、ハンドバッグ 2090 水産びん・かん詰

2025 紡績糸 2091 野菜びん・かん詰

2026 洋品雑貨 2092 冷凍野菜、漬物等

2027 タオル 2093 精製糖

2028 衣服用、作業用手袋（革製） 2094 その他の砂糖・副産物

2029 ゴム引布地 2095 ぶどう糖・異性化糖等

2030 傘等 2096 食用植物油脂

2031 かんしょ 2097 食用動物油脂

2032 ばれいしょ 2098 加工油脂

2033 野菜 2099 植物原油かす

2034 その他の食用耕種作物 2100 調味料

2035 きのこ、ねまがりたけ 2101 レトルト食品

2036 果実 2102 生あん

2037 くり、くるみ 2103 製氷

2038 牛肉 2104 食卓用塩

2039 豚肉 2165 木製家具

2040 その他の食肉 2166 金属製家具

2041 と畜副産物 2167 その他の装備品等

2042 肉加工品 2168 鏡

2043 鶏卵 2169 衛生陶器

2044 うずらの卵 2170 じゅうたん・床敷物

2045 鶏肉 2171 カーテン、テーブルクロス

2046 魚介類（海面漁業） 2172 建具

2047 魚介類（海面養殖業） 2173 畳・わら加工品

2048 魚介類（内水面漁業・養殖業） 2174 宗教用具

2049 冷凍魚介類 2116 ビデオ機器・デジタルカメラ

2050 清酒 2117 電気音響機器

2051 ビール類 2118 ラジオ・テレビ受信機

2052 ウイスキー類 2119 民生用エアコンディショナ

2053 その他の酒類 2120 民生用電気機器

2054 菓子類（製造小売） 2121 記録メディア（録画用、録音用）

2055 菓子類（非製造小売） 2122 電球類

2056 パン類（製造小売） 2123 電気照明器具

2057 パン類（非製造小売） 2124 電池

2058 生乳 2125 その他の電気機械器具

2059 飲用牛乳 2126 有線電気通信機器

2060 原料濃縮果汁 2127 携帯電話機

2061 清涼飲料 2128 ラジオ・テレビジョン放送装置等

2062 コーヒー豆・カカオ豆（輸入） 2129 複写機

2063 茶（生葉） 2130 その他の事務用機械

2064 麦茶 2131 パーソナルコンピュータ

2065 茶・コーヒー

2066 調理パン

平成27年産業連関表（27年調査）

商品分類 品　　目　　分　　類

56112
婦人服、子供服・洋品

小売

その他の衣料品56113

平成26年商業統計

56114

56115 飲食料品

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

商品分類 品　　目　　分　　類

56115 飲食料品

家具56116

家庭用電気機械器具56117

身の回り品

56111 紳士服・洋品

2132
電子計算機本体（パソコンを除
く。）
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（つづく）

分類 商品名 品目 個別品目名 分類 商品名 品目 個別品目名
コード コード コード コード

56117 家庭用電気機械器具 2133 電子計算機附属装置 2198 一般用医薬品

2134 家庭用ミシン 2199 医療、衛生用ゴム製品

2135 ガス・石油機器等 2200 医療用医薬品

2136 金庫 2201 石けん

2137 ポンプ・圧縮機 2202 化粧品・歯磨

2138 運搬機械 2203 農業用機械

2139 冷凍機等 2204 種苗

2140 その他のはん用機械 2205 育林

2141 機械工具 2206 飼料作物

2142 ロボット 2207 家畜・家きん用飼料等

2143 娯楽用機器 2208 有機質肥料

2144 その他のサービス用機器 2209 化学肥料

2145 計測機器 2210 農薬

2146 医療用機械器具 2211 ガソリン

2147 半導体素子 2212 軽油

2148 集積回路 2213 ブタンガス（液化石油ガス）

2149 液晶パネル 2214 その他の石油製品

2150 記録メディア（電子計算機用） 2215 灯油

2151 電子回路 2216 プロパンガス（液化石油ガス）

2152 その他の電子部品 2217 薪、木炭

2153 発電機器 2218 石炭

2154 電動機 2219 その他の石炭製品

2155 配線器具 2220 印刷・製版・製本

2156 内燃機関電装品 2221 新聞

2157 その他の産業用電気機器 2222 洋紙・和紙

2158 電子応用装置 2223 板紙

2159 電気計測器 2224 段ボール

2160 その他の電気通信機器 2225 塗工紙・建設用加工紙

2161 バス、トレーラ等 2226 段ボール箱

2162 その他の船舶 2227 その他の紙製容器

2163 舶用内燃機関 2228 紙製衛生材料

2164 その他の輸送機械 2229 その他のパルプ・紙・紙加工品

2175 ほうろう鉄器 2230 印刷インキ

2176 針金 2231 修正液

2177 ボルト・ナット等 2232 筆記具・文具

2178 金属製容器等 2233 スポーツ用衣服（織物製）

2179 配管工事附属品 2234 スポーツ用衣服（ニット製）

2180 粉末や金製品

2181 刃物・道具類

2182 金属プレス製品 2236 スポーツ用履物（革製）

2183 金属線製品 2237 スポーツ用手袋（革製）

2184 洋食器、金物 2238 運動用品

2185 魔法瓶 2239 がん具

2186 竹材 2240 煙火（がん具用を含む）

2187 他に分類されない木製品 2241 電子応用がん具

2188 ろうそく 2242 ゲームソフト記録物

2189 アルミニウム製台所・食卓用品 2243 楽器

2190 清掃用品等 2244 写真用化学薬品

2191 卓上用ガラス器具等 2245 写真感光材料

2192 日用陶磁器 2246 写真機

2193 プラスチック製日用雑貨・食卓用品 2247 光学機械

2194 漆器用品 2248 時計

2105 乗用車 2249 眼鏡、コンタクトレンズ等

2106 トラック 2250 たばこ

2107 自動車用タイヤ・チューブ 2251 喫煙用具

2108 カーステレオ等 2252 花き・花木類

2109 カーナビゲーションシステム等 2253 素材

2110 自動車用内燃機関 2254 製材

2111 自動車部品 2255 合板・集成材

2112 二輪自動車 2256 木材チップ

2113 自転車用タイヤ・チューブ 2257 建設用木製品

2114 自転車 2258 板ガラス

2115 車椅子（電動式） 2259 安全ガラス・複層ガラス

2195 薬用作物（一般用） 2260 ガラスブロック、ガラスタイル

2196 繊維製衛生材料 2261 セメント

2197 紙製衛生用品 2262 生コンクリート

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

商品分類 品　　目　　分　　類

56119 その他の商品

家庭用品56118

スポーツ用履物（ゴム・プラスチッ
ク製）

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

商品分類 品　　目　　分　　類

2235

その他の商品56119
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（つづく）

分類 商品名 品目 個別品目名 分類 商品名 品目 個別品目名
コード コード コード コード

2263 セメント製品 2327 建築用金属製品

2264 タイル 2328 金属表面処理品、その他の金属製品

2265 耐火物 2329 その他の身辺細貨品

2266 その他の建設用土石製品 2330 情報記録物

2267 繊維壁材、ユニット住宅等 2331 ランプかさ

2268 さんご 2332 看板、工業用模型等

2269 真珠 2333 再生資源回収・加工処理

2270 淡水真珠

2271 ジュエリー製品

2272 愛がん動物等

2273 鑑賞用魚（内水面養殖業）

2274 ペットフード

2275 合成洗剤

2277 クレンザー

2278 稲わら

2279 ホップ

2280 葉たばこ

2281 生ゴム（輸入）

2282 綿花（輸入）

2283 製紙・敷物原料作物

2284 その他の酪農生産物

2285 肉用牛

2286 豚

2287 肉鶏

2288 その他の畜産

2289 生うるし、動物原皮等

2290 鉄鉱石

2291 非鉄金属鉱物

2292 砂利・採石

2293 砕石

2294 石灰石

2295 窯業原料鉱物（石灰石を除く。）

2296 他に分類されない鉱物

2297 非食用植物油脂

2298 非食用動物油脂

2299 綱・網

2300 他に分類されない繊維工業製品

2301 他に分類されない繊維既製品

2302 その他のソーダ工業製品

2303 合成染料・有機顔料

2304 塗料

2305 ゼラチン・接着剤

2306 他に分類されない化学最終製品

2307 舗装材料

2308 プラスチックフィルム・シート

2309 プラスチック板・管・棒

2310 プラスチック発泡製品

2311 強化プラスチック製品

2312 プラスチック製容器

2313 その他のプラスチック製品

2315 他に分類されないゴム製品

2316 製革・毛皮

2317 その他の革製品

2318 ガラス繊維・同製品

2319 ガラス製加工素材

2320 理化学用・医療用ガラス器具等

2321 研磨材

2322 その他の窯業・土石製品

2323 鋳鉄品

2324 その他の非鉄金属地金

2325 アルミ圧延製品

2326 非鉄金属素形材

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

商品分類 品　　目　　分　　類

界面活性剤（石けん・合成洗剤を除
く。）

2276

56119 その他の商品

タイヤ・チューブ（航空機用、運搬
車用等）

2314

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

商品分類 品　　目　　分　　類

その他の商品56119
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調査品目一覧表（百貨店・総合スーパー）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示

コード コード

2012 男子服（織物製）
織物製衣服：成人男子・少年服、シャツ、事務
用・作業用・衛生用衣服、学校服（スポーツ用
衣服、下着、寝着類、和装製品を除く）

2013 男子服（ニット製）

ニット製衣服：アウターシャツ類、セーター
類、その他の外衣・シャツ（成人男子・少年用
服）（スポーツ用衣服、海水着、下着、寝着類
を除く）

2014 婦人服（織物製）
織物製衣服：成人女子・少女服、シャツ、事務
用・作業用・衛生用衣服、学校服（スポーツ用
衣服、下着、寝着類、和装製品を除く）

2015 婦人服（ニット製）

ニット製衣服：アウターシャツ類、セーター
類、その他の外衣・シャツ（成人女子・少女服
（スポーツ用衣服、海水着、下着、寝着類、補
正着を除く）

2016 子供服（織物製）
織物製衣服：乳幼児服（スポーツ用衣服、下
着、寝着類、和装製品を除く）

2017 子供服（ニット製）
ニット製衣服：アウターシャツ類、セーター
類、その他の外衣・シャツ（乳幼児服（スポー
ツ用衣服、海水着、下着、寝着類を除く）

2001 綿・スフ織物
綿織物、ビスコース・スフ織物、化学繊維紡績
糸織物、綿・スフ・合成繊維毛布地

2002 絹・人絹織物
絹織物、絹紡織物、人絹織物、合成繊維長繊維
織物、化学繊維タイヤコード

2003 その他の織物

毛織物(そ毛洋服地、その他のそ毛織物、紡毛
服地、その他の紡毛織物、その他の毛織物）、

麻織物（亜麻織物、ちょ麻織物、黄麻織物、繊
維製ホース、麻風合成繊維織物）、細幅織物、

その他の織物（モケット等）

2004 ニット生地
丸編ニット生地、たて編ニット生地、横編ニッ
ト生地

2005
既製和服、和装製品等（織
物製）

織物製衣服：和装製品（既製和服・帯、ショー
ル、足袋類等）

2006 レーヨン・アセテート
ビスコース長繊維糸・短繊維、キュプラ長繊維
糸・短繊維、アセテート長繊維糸・短繊維

2007 合成繊維

ナイロン長繊維糸・短繊維、ポリエステル長繊
維糸・短繊維、アクリル長繊維糸・短繊維、ビ
ニロン長繊維糸・短繊維、ポリプロピレン長繊
維糸・短繊維

2008 寝着類（織物製） 織物製衣服：寝着類

2009 寝着類（ニット製） ニット製衣服：寝着類

2010 寝具
ふとん、羽毛ふとん、その他の寝具（寝具用カ
バー、シーツ、タオルケット、枕、クッショ
ン、寝袋等）、毛布

2011
ベッド用マットレス、組ス
プリング

ベッド用マットレス、組スプリング

2023 下着類（織物製）
織物製衣服：下着（スポーツ用衣服、寝着類、
和装製品を除く）

2024 下着類（ニット製）
ニット製衣服：下着、補整着（スポーツ用衣
服、海水着、寝着類を除く）

56114 身の回り品 2018
靴（ゴム・プラスチック
製）

ゴム底布靴、総ゴム靴、プラスチック製靴（合
成皮革製靴、プラスチック成形靴など）、ゴム
製・プラスチック製の靴用材料・同附属品
（甲、靴底、かかと）

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

56111 紳士服・洋品

56112 婦人服、子供服・洋品小売

56113 その他の衣料品

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 
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調査品目一覧表（百貨店・総合スーパー）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示

コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2019 靴（革製）

紳士用革靴（23cm以上）、婦人用・子供用革
靴、作業用革靴（保安靴、耐電靴、耐酸靴
等）、その他の革製靴（一部革製の靴等）、革
製の靴用材料・同附属品（甲、靴底、かかと
等）

2020
履物（ゴム・プラスチック
製）

ゴム製：地下足袋、ゴム草履・スリッパ（スポ
ンジ製のものを含む）、ゴム製の履物用品（ゴ
ム底、ゴムかかと、草履底、甲など）

プラスチック製：プラスチック製サンダル・ス
リッパ・草履、プラスチック製の履物附属品

2021 履物（革製）
その他の革製履物（草履、スリッパ、サンダル
等）、革製履物用材料・同附属品（甲、底、か
かと等）

2022
かばん、袋物、ハンドバッ
グ

かばん（材料のいかんを問わない）（なめし革
製旅行かばん、なめし革製書類入かばん・学生
かばん・ランドセル、プラスチック製かばん、
合成皮革製ケース等）、袋物（札入れ、財布、
ショッピングバッグ等）、ハンドバッグ（材料
のいかんを問わない）

2025 紡績糸

製糸（生糸、副蚕糸）

綿紡績糸（純綿糸、混紡綿糸）

化学繊維紡績糸（ビスコース・スフ糸、キュプ
ラ・スフ糸、アセテート紡績糸、ビニロン紡績
糸、ナイロン紡績糸、アクリル紡績糸、ポリエ
ステル紡績糸、ポリプロピレン紡績糸）

毛紡績糸（そ毛糸、紡毛糸）

ねん糸、かさ高加工糸、

その他の紡績糸（絹紡糸、さく紡糸、絹紡ちゅ
う糸、麻紡績糸、和紡糸）

2026 洋品雑貨
ネクタイ、スカーフ、マフラー、ハンカチー
フ、靴下、手袋、帽子、毛皮製衣服・身の周り
品、なめし革製衣服、繊維製履物

2027 タオル タオル

2028
衣服用、作業用手袋（革
製）

革製手袋（合成皮革製を含む）（衣服用、作業
用）

2029 ゴム引布地
ゴム引布、ゴム引布製品（エアーマットレス
等）

2030 傘等 傘、つえ

2031 かんしょ かんしょ

2032 ばれいしょ ばれいしょ

56114 身の回り品

56115 飲食料品
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調査品目一覧表（百貨店・総合スーパー）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示

コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2033 野菜

果菜類（露地）：かぼちゃ、ピーマン、きゅう
り、露地メロン、すいか、なす、トマト、さや
えんどう（未成熟えんどう）、未成熟とうもろ
こし、えだまめ（未成熟大豆）、さやいんげん
（未成熟いんげん）

葉茎菜類（露地）：キャベツ、はくさい、その
他の漬菜、ほうれんそう、ねぎ、たまねぎ、に
ら、みつば、しゅんぎく、にんにく、レタス、
セルリー、カリフラワー、ブロッコリー、アス
パラガス、たけのこ

根菜類：だいこん、かぶ、にんじん、ごぼう、
さといも、やまのいも、れんこん、しょうが

果菜類（施設）：かぼちゃ、ピーマン、きゅう
り、温室メロン、すいか、なす、トマト、いち
ご

葉茎菜類（施設）：レタス、もやし

2034 その他の食用耕種作物
なたね、ごま、オリーブ、こんにゃくいも、香
辛料作物（輸入）、カッサバ芋（輸入）

2035 きのこ、ねまがりたけ
きのこ類（まつたけ、しいたけ、えのきたけ
等）、ねまがりたけ

2036 果実

みかん、夏みかん、ネーブルオレンジ、はっさ
く、伊予柑、グレープフルーツ（輸入）、りん
ご、ぶどう、日本なし、西洋なし、もも、すも
も、おうとう、うめ、びわ、かき、くり、キウ
イフルーツ、パインアップル、バナナ（輸
入）、果実の植物成長

2037 くり、くるみ 種実（くり、くるみ）

2038 牛肉 牛肉

2039 豚肉 豚肉

2040 その他の食肉 馬肉、羊肉、山羊肉

2041 と畜副産物 原皮、内臓及び肉鶏処理副産物

2042 肉加工品
ハム、ベーコン、ソーセージ、ハンバーグ（冷
蔵品）、焼豚

2043 鶏卵 鶏卵、成鶏、不正常卵、鶏ふん

2044 うずらの卵 うずらの卵

2045 鶏肉 鶏肉

2046 魚介類（海面漁業）
魚類、えび類、かに類、いか類、たこ類、うに
類、なまこ類、貝類、鯨類

2047 魚介類（海面養殖業）
まあじ、ぶり類、たい類、くるまえび、ほや
類、ほたてがい、かき類、こんぶ類、わかめ
類、のり類

2048
魚介類（内水面漁業・養殖
業）

さけ・ます類、わかさぎ、あゆ、しらうお、こ
い、ふな、うなぎ、しじみ、えび類

2049 冷凍魚介類
冷凍魚介類、冷凍魚介調理品（丸又は三枚おろ
し、刺身等の処理をし、凍結したもの）、冷凍
すり身、副産物の「魚のあら」

2050 清酒 清酒、味りん、清酒かす、味りんかす

2051 ビール類
ビール、麦芽根、ビール粕、乾燥酵母、生酵
母、発泡酒

2052 ウイスキー類 ウイスキー、ブランデー

飲食料品56115
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調査品目一覧表（百貨店・総合スーパー）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示

コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2053 その他の酒類
果実酒類、合成清酒、しょうちゅう、スピリッ
ツ、リキュール、その他の醸造酒、雑酒、添加
用アルコール

2054 菓子類（製造小売）

製造小売（キャラメル、ドロップ、キャン
デー、チョコレート、チューインガム、焼菓
子、ビスケット、米菓、和生菓子、洋生菓子、
スナック菓子、油菓子、ココア）

2055 菓子類（非製造小売）

非製造小売（キャラメル、ドロップ、キャン
デー、チョコレート、チューインガム、焼菓
子、ビスケット、米菓、和生菓子、洋生菓子、
スナック菓子、油菓子、ココア）

2056 パン類（製造小売） 製造小売（食パン、学校給食パン、菓子パン）

2057 パン類（非製造小売）
非製造小売（食パン、学校給食パン、菓子パ
ン）

2058 生乳 生乳

2059 飲用牛乳 牛乳、加工乳

2060 原料濃縮果汁 原料濃縮果汁

2061 清涼飲料
炭酸飲料、果実飲料、茶類飲料、コーヒー飲
料、豆乳、ミネラルウォーター、スポーツドリ
ンク、野菜ジュース

2062
コーヒー豆・カカオ豆（輸
入）

コーヒー豆（輸入品）、カカオ豆（輸入品）

2063 茶（生葉） 茶（生葉）

2064 麦茶 麦茶

2065 茶・コーヒー 緑茶、紅茶、ウーロン茶、コーヒー

2066 調理パン 調理パン、サンドイッチ

2067 そう菜・すし・弁当 そう菜・すし・弁当

2068 米 米

2069 小麦 小麦

2070 大麦 大麦（二条、六条）、裸麦

2071 大豆 大豆（国産）、大豆（輸入）

2072 その他の豆類
えんどう、そらまめ、いんげん豆、小豆、ささ
げ、らっかせい、その他の豆類

2073 雑穀
そば、えん麦、とうもろこし、あわ、きび、ひ
え、グレーンソルガム（輸入）

2074 精米 精米

2075 その他の精穀 くず米、米ぬか、精麦、麦ぬか

2076 小麦粉 小麦粉

2077 その他の製粉 米穀粉、ふすま、そば粉、こんにゃく粉

2078 でん粉
かんしょでん粉、ばれいしょでん粉、小麦でん
粉、コーンスターチ、でん粉かす

2079 ねり製品
焼きちくわ、かまぼこ、魚肉ハム・ソーセー
ジ、副産物の「魚のあら」

2080 水産物つくだ煮 水産物つくだ煮

2081 その他の食料品

とうふ、油揚、生揚、がんもどき、こんにゃ
く、納豆、バナナ熟成加工、粉末ジュース、も
ち、調理特殊かん詰（カレーかん詰、ミート
ソース類かん詰、スープ類かん詰等）

2082 塩・干・くん製品
煮干し品、素干し品、塩干品、くん製品、副産
物の「魚のあら」

2083 節類、焼・味付けのり等
節類、寒天、焼・味付けのり、さくら干し、み
りん干し

2084 乾燥野菜・果実
乾燥野菜、かんぴょう、切干だいこん、干しか
き

2085 めん類
乾めん、即席めん、マカロニ・スパゲッティ、
生めん

飲食料品56115
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調査品目一覧表（百貨店・総合スーパー）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示

コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2086 乳製品
乳飲料、粉乳、れん乳、バター、チーズ、アイ
スクリーム、ミックスパウダー、クリーム、発
酵乳、乳酸菌飲料

2087 冷凍調理食品
冷凍フライ（コロッケ、カツ、魚フライ等）、
冷凍米飯類、冷凍ハンバーグ、冷凍シューマイ

2088 砂糖原料作物 さとうきび、てんさい

2089 食肉びん・かん詰
食肉びん・かん詰（コンビーフかん詰、うずら
卵水煮かん詰等）

2090 水産びん・かん詰
かに、さけ、まぐろ・かつお、さば、いわし、
その他の水産びん・かん詰、副産物の「魚のあ
ら」

2091 野菜びん・かん詰 野菜びん・かん詰、果実びん・かん詰

2092 冷凍野菜、漬物等 冷凍野菜、漬物、ジャム、マッシュポテト

2093 精製糖 てんさい糖、甘しゃ糖

2094 その他の砂糖・副産物 含みつ糖、副産物（糖みつ、ビートパルプ）

2095 ぶどう糖・異性化糖等
ぶどう糖（無水結晶ぶどう糖・含水結晶ぶどう
糖、全糖ぶどう糖、液状ぶどう糖）、水あめ
（水あめ、粉あめ）、異性化糖

2096 食用植物油脂 食用なたね油、食用大豆油

2097 食用動物油脂 食用動物油脂（牛脂、豚脂等）、食用魚油

2098 加工油脂 マーガリン、ショートニング、精製ラード

2099 植物原油かす なたね油かす、大豆油かす、米ぬか油かす

2100 調味料

みそ、しょうゆ、食用アミノ酸、ソース、マヨ
ネーズ、トマトケチャップ、トマトピューレ、
食酢、即席カレー、グルタミン酸ソーダ、香辛
料、洋風スープ、発酵調味料、風味調味料、た
れ類、めんつゆ類、お茶漬け・ふりかけ類、即
席みそ汁・お吸いもの、マヨネーズ副産物（卵
白）

2101 レトルト食品
レトルト食品（カレー、マーボー豆腐の素、
ミートソース類、スープ類等）

2102 生あん 生あん

2103 製氷 販売用氷

2104 食卓用塩 食用塩（原塩、塩、食卓塩、かん水）

2165 木製家具
机、テーブル、いす、流し台、調理台、ガス
台、たんす、棚、戸棚、音響機器用キャビネッ
ト、ベッド等の木製家具

2166 金属製家具
机、テーブル、いす、ベッド、流し台、調理
台、ガス台、棚、戸棚等の金属製家具

2167 その他の装備品等

事務所用・店舗用装備品（陳列ケース、アコー
ディオンカーテン等）、窓用・扉用日よけ（ブ
ラインド等）、日本びょうぶ、衣こう、すだ
れ、つい立、鏡縁、額縁、黒板、プラスチック
製家具、窯業・土石製家具

2168 鏡 鏡

2169 衛生陶器 浴槽、洗面手洗器、便器、水槽等

2170 じゅうたん・床敷物
じゅうたん、だん通、タフテッドカーペット、
しゅろマット、床マット等の繊維製床敷物

2171 カーテン、テーブルクロス カーテン、テーブルクロス

2172 建具 雨戸、格子、障子、ふすま

2173 畳・わら加工品
畳、畳床、畳表、ござ、むしろ、花むしろ、か
ます、わら、なわ、麦わら帽子、さなだ帽子

2174 宗教用具 宗教用具

飲食料品56115
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調査品目一覧表（百貨店・総合スーパー）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示

コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2116
ビデオ機器・デジタルカメ
ラ

録画・再生装置（ＤＶＤレコーダ等）、ビデオ
カメラ（放送用を除く）、デジタルカメラ、ビ
デオ機器・デジタルカメラの部分品・取付具・
附属品

2117 電気音響機器

ステレオセット、デジタルオーディオディスク
プレーヤ、ハイファイ用アンプ、ハイファイ用
スピーカシステム、補聴器、その他の電気音響
機械器具（テープレコーダー、ＩＣレコーダー
等）スピーカシステム、マイクロホン・イヤホ
ン・音響用ピックアップ類等（完成品）、電気
音響機器の部分品・取付具・附属品

2118 ラジオ・テレビ受信機

ラジオ受信機、テレビジョン受信機（録画・再
生機能一体型を含む）（液晶パネル式、プラズ
マディスプレイパネル式、ブラウン管式、プロ
ジェクション式（受信機一体型）等）

2119 民生用エアコンディショナ
民生用エアコンディショナ（ウインド形、セパ
レート形等）、民生用エアコンディショナの部
分品・取付具・附属品

2120 民生用電気機器

ちゅう房機器（電気がま、電子レンジ（オーブ
ンレンジ、スチームレンジを含む）、電気冷蔵
庫、電磁調理器（ＩＨ調理器、ＩＨクッキング
ヒータ等）、その他ちゅう房機器（電気ポッ
ト、食器洗い機、食器乾燥機等）、

空調・住宅関連機器（扇風機、換気扇、電気温
水器、加湿器、除湿器、空気清浄機等）、

衣料衛生関連機器（電気アイロン、電気洗濯
機、電気掃除機、衣料乾燥機等）、その他の民
生用電気機器（電気こたつ、理容用電気機器
（電気かみそり、ヘアドヤイヤ等）、電気温水
洗浄便座、電気ストーブ、電気カーペット、家
庭用高周波等治療器等）、民生用電気機械器具
（民生用エアコンディショナを除く）の部分
品・取付具・附属品

2121
記録メディア（録画用、録
音用）

半導体メモリメディア（SDメモリカード、メモ
リスティック、コンパクトフラッシュ等）、光
ディスク（生のもの）（光磁気ディスク（MO
等）、CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/RW等）、磁気
ディスク（生のもの）（リジットディスク
等）、磁気テープ（生のもの）（録音用・録画
用）

2122 電球類

一般照明用電球、豆電球、クリスマスツリー用
電球、自動車用電球、赤外線電球、写真用せん
光電球、パイロットランプ、ハロゲン電球、蛍
光ランプ、水銀灯、紫外線灯、殺菌灯、ネオン
灯、アーク灯、ＨＩＤランプ

2123 電気照明器具

白熱電灯器具、蛍光灯器具、水銀灯器具、発電
ランプ、携帯電灯、懐中電灯、殺菌灯器具、ナ
トリウム灯器具、自動車用ウインカ、電気照明
器具の部分品・取付具・附属品

2124 電池

蓄電池（鉛蓄電池、アルカリ蓄電池、リチウム
イオン蓄電池）、一次電池（マンガン乾電池、
アルカリマンガン乾電池、酸化銀電池、リチウ
ムイオン電池等）、電池の部分品・取付具・附
属品

56117 家庭用電気機械器具
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調査品目一覧表（百貨店・総合スーパー）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示

コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2125 その他の電気機械器具

導入線、太陽電池モジュール、他に分類されな
い電気機械器具（電球口金、電球・電子用タン
グステン、モリブデン製品、永久磁石、電気接
点、リードフレーム等）

2126 有線電気通信機器

電話（有線）装置（電話機、交換機、インター
ホン、電話応用装置等）、電信・画像（有線）
装置（ファクシミリ、テレビ会議電話装置
等）、搬送装置（デジタル伝送装置、変復調装
置（モデム）等）

2127 携帯電話機 携帯電話機、簡易型携帯電話機（ＰＨＳ）

2128
ラジオ・テレビジョン放送
装置等

ラジオ・テレビジョン放送装置、固定局通信装
置、その他の移動局通信装置、携帯用通信装置
（携帯電話機及び簡易型携帯電話機（ＰＨＳ）
を除く）、無線応用装置（ＧＰＳ装置等を含
み、カーナビゲーションシステム及びＥＴＣを
除く）、その他の無線通信装置（パーソナル無
線装置等）

2129 複写機
デジタル式複写機、フルカラー複写機、静電間
接式複写機、複写機の部分品・取付具・附属品

2130 その他の事務用機械

金銭登録機（レジスタ）、電子会計機（プログ
ラム内蔵方式でないもの）、ワードプロセッ
サ、タイプライタ、タイムレコーダ、タイムス
タンプ、謄写機、あて名印刷機、マイクロ写真
機、オフセット印刷機（Ｂ３判未満）、硬貨計
算機、事務用シュレッダ、製図機械その他の事
務用機械の部分品・取付具・附属品

2131 パーソナルコンピュータ
パーソナルコンピュータ（デスクトップ型、
ノートブック型、タブレット型等）、パーソナ
ルコンピュータの部分品・取付具・附属品

2132
電子計算機本体（パソコン
を除く。）

はん用コンピュータ、ミッドレンジコンピュー
タ（オフィスコンピュータ、ワークステーショ
ン等）、電子計算機（パソコンを除く）の部分
品・取付具・附属品

2133 電子計算機附属装置

外部記憶装置（磁気ディスク装置、光ディスク
装置、ディスクアレイ装置等）、

印刷装置（シリアルプリンタ、ラインプリン
タ、作図装置（プロッター）等）、

表示装置（ディスプレイ（電子計算機用）
等）、

その他の附属装置（金融用端末装置、その他の
端末装置、その他の入出力装置等）、

電子計算機附属装置の部分品・取付具・附属品

2134 家庭用ミシン 縫製機械（家庭用ミシン）

2135 ガス・石油機器等

ガスこんろ・ふろ釜・湯沸器等のガス機器、石
油ストーブ等の石油機器、温風暖房機、温水ボ
イラ等の暖房装置、暖房用・調理用器具、太陽
熱利用機器

2136 金庫 金庫・同部分品・取付具・附属品

56118 家庭用品
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調査品目一覧表（百貨店・総合スーパー）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示

コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2137 ポンプ・圧縮機

ポンプ・同装置（単段式うず巻ポンプ、多段式
うず巻ポンプ、耐しょく性ポンプ、家庭用電気
ポンプ、手動ポンプ等）、空気圧縮機・ガス圧
縮機・送風機（往復圧縮機、回転圧縮機、遠心
圧縮機、軸流圧縮機等）、油圧・空圧機器（油
圧ポンプ、油圧モータ、油圧シリンダ、油圧バ
ルブ、空気圧機器等）、ポンプ･圧縮機の部分
品・取付具・附属品

2138 運搬機械
エレベータ（家庭用を含む）、エスカレータ
（歩く歩道を含む）、クレーン、巻上機、コン
ベヤ、運搬機械の部分品・取付具・附属品

2139 冷凍機等

冷凍機、冷凍・冷蔵用ショーケース（冷凍陳列
棚を含む）、パッケージ形エアコンディショ
ナ、ウォータークーラ、冷却塔、冷蔵装置、凍
結装置、製氷装置、除湿機（民生用を除く）、
冷凍機・温湿調整装置の部分品・取付具・附属
品

2140 その他のはん用機械

工業窯炉、消火器具、消防自動車のぎ装品、高
温・高圧バルブ、自動調整バルブ、給排水用バ
ルブ・コック、一般用バルブ・コック、切断・
屈曲・ねじ切等パイプ加工品、ピストンリング
重油・ガス燃焼装置、駐車装置、自動車用エレ
ベータ、他に分類されないはん用機械の部分
品・取付具・附属品

2141 機械工具
特殊鋼切削工具、超硬工具（粉末や金製品を除
く）、ダイヤモンド工具、空気動工具、電動工
具、治具・金属加工用附属品

2142 ロボット

数値制御ロボット、マニュアル・マニピュレー
タ、固定シーケンスロボット、可変シーケンス
ロボット、プレイバックロボット、サービス用
ロボット、ロボットの部分品・取付具・附属品

2143 娯楽用機器

パチンコ・スロットマシン（パチンコ台、パチ
ンコ玉自動補給装置、スロットマシン台等）、
ゲームセンター用娯楽機器（アーケードゲーム
機、クレーンゲーム機、業務用テレビゲーム機
等）、遊園地用娯楽機器（ジェットコース
ター、メリーゴーランド、コーヒーカップ
等）、娯楽用機器の部分品・取付具・附属品

2144 その他のサービス用機器

業務用洗濯装置、自動車整備・サービス機器、
その他のサービス用機械器具（業務用食器洗浄
機、自動給茶機、自動改札機、自動入場機、両
替機、コインロッカー、自動ドア等）、その他
のサービス用機器の部分品・取付具・附属品

家庭用品56118
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調査品目一覧表（百貨店・総合スーパー）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示

コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2145 計測機器

体積計（積算体積計（オイルメータ、ガスメー
タ、水量メータ等）、その他の体積計（ます、
化学用体積計、メスフラスコ等））、はかり
（台はかり、ばね式はかり、電子はかり等）、
圧力計・流量計・液面計等（圧力計、金属温度
計、流量計、液面計）、精密測定器（工業用長
さ計等）、分析機器（光分析装置、その他の分
析装置）、試験機（材料試験機、その他の試験
機）、測量機械器具（ジャイロ計器、磁気コン
パス、測角測量機、水準測量機等）、理化学機
械器具（研究用機器（化学機器、物理学機器、
気象観測機器等）、教育用機器（物理・化学博
物実験機器、数学機器等）、天文機器、地球物
理学機器（重量計、磁力計等）等）、その他の
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械
器具・理化学機械器具（一般長さ計、光度計、
光束計、照度計、屈折度計、公害計測器、密度
計、比重計、騒音計、周波数計、速さ計、地震
計、温度計（ガラス製のもの）等）、計量器・
測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理
化学機械器具の部分品・取付具・附属品

2146 医療用機械器具

医療用機械器具・同装置、病院用器具・同装
置、歯科用機械器具・同装置、医療用品、動物
用医療機械器具、歯科材料、医療用機械器具の
部分品・取付具・附属品

2147 半導体素子

光電変換素子（発光ダイオード、レーザダイ
オード、カプラ・インタラプタ、太陽電池セル
等）、その他の半導体素子（ダイオード、整流
素子、トランジスタ（シリコントランジスタ、
電界効果型トランジスタ、絶縁ゲートバイポー
ラトランジスタ等）、サーミスタ、バリスタ、
サイリスタ、受光素子等）

2148 集積回路
線形回路、バイポーラ型集積回路、モス型集積
回路、混成集積回路、実装していない集積回路
（輸出分）

2149 液晶パネル
液晶パネル（アクティブ型（ＴＦＴ型）、パッ
シブ型）、液晶モジュール（パネルの生産から
一貫して行っているもの）、液晶素子

2150
記録メディア（電子計算機
用）

半導体メモリメディア（SDメモリカード、メモ
リスティック、コンパクトフラッシュ等）、光
ディスク（生のもの）（光磁気ディスク（MO
等）、CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/RW等）、磁気
ディスク（生のもの）（リジットディスク
等）、磁気テープ（生のもの）（電子計算機
用）

2151 電子回路
リジッドプリント配線板、フレキシブルプリン
ト配線板、モジュール基板、プリント配線実装
基板、モジュール実装基板

2152 その他の電子部品

抵抗器、コンデンサ、変成器（トランス）、複
合部品、音響部品、磁気ヘッド、小形モータ
（３Ｗ未満のもの）、コネクタ、スイッチ、リ
レー、ユニット部品（スイッチング電源、ＴＶ
用チューナ、コントロールユニット等）、その
他の電子部品等（磁性材部品（粉末や金による
もの）、シリコンウエハ（表面研磨したも
の）、タッチパネルセンサ、ＬＥＤランプ等）

家庭用品56118
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調査品目一覧表（百貨店・総合スーパー）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示

コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2153 発電機器

タービン発電機（交流）、エンジン発電機（交
流）、その他の発電機（直流発電機、水車発電
機、電動発電機等）、その他の回転電機機械、
発電機器のの部分品・取付具・附属品

2154 電動機

直流電動機、単相誘導電動機、三相誘導電動
機、その他の交流電動機（同期電動機、整流子
電動機等）、直流・交流小形電動機、その他の
小形電動機（シンクロ電機、ステッピングモー
タ等）、電動機の部分品・取付具・附属品

2155 配線器具
小形開閉器、点滅器、接続器、その他の配線器
具・配線附属品（電球保持器、パネルボード、
小形配線箱、ヒューズ、端子等）

2156 内燃機関電装品
充電発電機、始動電動機、磁石発電機、点火用
コイル、ディストリビュータ、点火せん、内燃
機関電装品の部分品・取付具・附属品

2157 その他の産業用電気機器

電気溶接機（アーク溶接機、抵抗溶接機）、コ
ンデンサ、電気炉、産業用電熱装置、電力変換
装置、シリコン・セレン整流器、その他の産業
用電気機器の部分品・取付具・附属品

2158 電子応用装置

Ｘ線装置（医療用、産業用）、医療用電子応用
装置、その他の電子応用装置（超音波応用装
置、高周波電力応用装置、電子顕微鏡、数値制
御装置、ガイガー計数器、レーザ装置、磁気応
用探知装置、産業用テレビジョン装置等）、電
子応用装置の部分品・取付具・附属品

2159 電気計測器

電気計器（積算電力計、電流計、電圧計等）、
電気測定器（電圧標準計、電流標準計、回路計
等）、半導体・ＩＣ測定器、工業計器、医療用
計測器、電気計測器の部分品・取付具・附属品

2160 その他の電気通信機器

交通信号保安装置・同部分品・取付具・附属品
（電気信号機、機械信号機、電気転てつ器、機
械転てつ器等）、火災報知設備、防犯警報装
置、発光信号装置、通報信号装置、ガス警報機

2161 バス、トレーラ等
小型バス、大型バス、けん引車、特別用途車、
トレーラ、特別用途車ボデー

2162 その他の船舶
木造船舶、木製舟艇、プラスチック製舟艇、金
属製（鋼船を除く。）舟艇（20総トン数未満）

2163 舶用内燃機関

舶用ディーゼル機関、舶用焼玉機関、舶用蒸気
機関、舶用電気点火機関、舶用ガスタービン、
舶用蒸気タービン、舶用機関の部分品・取付
具・附属品

2164 その他の輸送機械

飛しょう体（ロケット、人工衛星、宇宙船
等）、飛しょう体の部分品・附属品、他に分類
されない輸送用機械器具（荷車、手押車、
ショッピングカー、ゴルフカー、ゴルフカート
等）、他に分類されない輸送用機械器具の部分
品・取付具・附属品

2175 ほうろう鉄器
ほうろう鉄器（台所・食卓用ほうろう鉄器、ほ
うろう製衛生用品等）

2176 針金 針金

2177 ボルト・ナット等 ボルト・ナット・リベット・スプリング
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調査品目一覧表（百貨店・総合スーパー）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示

コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2178 金属製容器等
18リットル缶、食缶（缶詰用缶）、一般缶、ド
ラム缶、コンテナ、板金製タンク、高圧容器
（ボンベ）

2179 配管工事附属品
金属製管継手、金属製衛生器具、ノズル、噴水
口、排水管、止め栓

2180 粉末や金製品
機械部分品（粉末や金によるもの）、超硬チッ
プ、超硬工具（粉末や金によるもの）

2181 刃物・道具類

機械刃物、利器工匠具・手道具（ほう丁、ナイ
フ類、はさみ、理髪用刃物、つるはし、ハン
マ、ショベル、スコップ等）、やすり、作業工
具（スパナ、ペンチ、ドライバ等）、手引のこ
ぎり、のこ刃、農業用器具（すき、くわ、かま
等）、農業用器具部分品

2182 金属プレス製品
アルミニウム製機械部分品、アルミニウム製飲
料用缶、その他の金属プレス製品（打抜・プレ
ス機械部分品、王冠等）

2183 金属線製品
くぎ、金属製金網、ＰＣ鋼より線、ワイヤロー
プ、溶接棒

2184 洋食器、金物
洋食器、その他の金物類（錠、かぎ、建築用金
物、架線金物等）

2185 魔法瓶 魔法瓶

2186 竹材 竹材

2187 他に分類されない木製品

経木、木毛、たる・おけ材、竹・とう・きりゅ
う等容器、折箱、木箱、取枠、巻枠、たる、お
け類、薬品処理木材、コルク製品、はし、げ
た、せいろ、靴型、その他の木・竹・とう・き
りゅう等の製品

2188 ろうそく ろうそく

2189
アルミニウム製台所・食卓
用品

アルミニウム製台所・食卓用品

2190 清掃用品等

ほうき・ブラシ（歯ブラシ、化粧用ブラシ、た
わし、ほうき、はたき、モップ等）、その他の
生活雑貨製品（うちわ、扇子、マッチ等）、線
香類

2191 卓上用ガラス器具等
ガラス容器（飲料用容器、食料用・調味料用容
器、化粧品瓶、インキ瓶等）、卓上用ガラス器
具、ガラス製台所用品・食卓用品

2192 日用陶磁器
陶磁器製食器、陶磁器製台所・調理用品、陶磁
器製置物、陶磁器絵付品、陶磁器用はい（坏）
土

2193
プラスチック製日用雑貨・
食卓用品

プラスチック製台所・食卓用品（まな板、ボウ
ル、食器、盆等）、プラスチック製浴室用品、
その他のプラスチック製日用雑貨

2194 漆器用品 漆器製（家具、台所・食卓用品等）

2105 乗用車 軽乗用車、小型乗用車、普通乗用車

2106 トラック

軽トラック、小型トラック（ガソリン車、
ディーゼル車）、普通トラック（ガソリン車、
ディーゼル車）、小型トラックボデー、普通ト
ラックボデー

2107 自動車用タイヤ・チューブ 自動車用タイヤ・チューブ、更生タイヤ

2108 カーステレオ等
カーステレオ、自動車用スピーカシステム、自
動車用電気音響機器の部分品・取付具・附属品

2109
カーナビゲーションシステ
ム等

カーナビゲーションシステム、ＥＴＣ

家庭用品56118
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調査品目一覧表（百貨店・総合スーパー）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示

コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2110 自動車用内燃機関

自動車用ガソリン機関、自動車用ディーゼル機
関、二輪自動車・モータスクータ用内燃機関、
自動車用内燃機関の部分品・取付具・附属品
（ラジエータ、オイルストレーナ、オイルフィ
ルタ、ピストン、吸気弁、排気弁、キャブレ
タ、空気清浄器、燃料噴射装置等）

2111 自動車部品

駆動・伝導・操縦装置部品、懸架・制動装置部
品、シャシー部品、車体部品、カーエアコン、
カーヒータ、座席、ＫＤセット（乗用車、バ
ス、トラック、二輪自動車）

2112 二輪自動車 二輪自動車

2113 自転車用タイヤ・チューブ 自転車用タイヤ・チューブ

2114 自転車

完成自転車（軽快車、子供車、幼児車、ミニサ
イクル、マウンテンバイク、電動アシスト車、
特殊車）、車いす（手動式）、自転車用フレー
ム、自転車の部分品・取付具・附属品

2115 車椅子（電動式） 車いす（電動式）

2195 薬用作物（一般用） 薬用作物（おたね人参、とうき等）

2196 繊維製衛生材料
ガーゼ、包帯、脱脂綿、ばんそうこう（布
製）、衛生マスク、三角きん、眼帯、綿棒

2197 紙製衛生用品
紙おむつ、紙タオル、紙ナプキン、生理用品、
ティッシュペーパー、トイレットペーパー等

2198 一般用医薬品

医薬品製品（医師の処方せんによるものを除
く）（循環器官用薬、抗生物質製剤等）、医薬
部外品（清涼剤、てんか粉剤、腋臭防止剤、防
虫剤、殺そ剤、外用消毒剤、軟膏剤、ビタミン
剤、カルシウム剤）、動物用医薬品・医薬部外
品

2199 医療、衛生用ゴム製品
医療・衛生用ゴム製品（乳首、水まくら、氷の
う、手術用手袋、避妊用具等）

2200 医療用医薬品

医薬品製品（医師の処方せんによるもの）（循
環器官用薬、抗生物質製剤等）、医薬部外品
（清涼剤、てんか粉剤、腋臭防止剤、防虫剤、
殺そ剤、外用消毒剤、軟膏剤、ビタミン剤、カ
ルシウム剤）、動物用医薬品・医薬部外品

2201 石けん 石けん

2202 化粧品・歯磨

香水、オーデコロン、頭髪用化粧品（シャン
プー、ヘアリンス、養毛料、整髪料等）、皮膚
用化粧品（クリーム、乳液、化粧水、パック
等）、仕上用化粧品（ファンデーション、おし
ろい、口紅、ほほ紅、アイメークアップ等）、
特殊用途化粧品（日やけ止め・ひげそり用化粧
品等）、歯磨

2203 農業用機械

動力耕うん機、農業用トラクタ、歩行用トラク
タ、噴霧機、散粉機、田植機、脱穀機、籾すり
機、農業用乾燥機、コンバイン、稲麦刈取機、
飼料機器、農業用機械の部分品・取付具・附属
品

2204 種苗
農産物（畜産物、蚕を除く）の種子、球根類、
苗木類（山行き苗木を除く）、苗木類の植物成
長

2205 育林 苗木、立木の成長

2206 飼料作物 牧草、青刈とうもろこし、ソルゴー
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調査品目一覧表（百貨店・総合スーパー）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示

コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2207 家畜・家きん用飼料等 家畜・家きん用飼料、養魚用飼料、魚かす

2208 有機質肥料

動物性有機質肥料（魚かす粉末、肉骨紛、加工
家きんふん肥料等）、植物性有機質肥料（なた
ね油かす、米ぬか油かす、わたみ油かす等）、
その他（たい肥）

2209 化学肥料

窒素質・りん酸質肥料：アンモニア、アンモニ
ア水、尿素、硝酸アンモニウム、石灰窒素、過
りん酸石灰、熔成りん肥、重過りん酸石灰、重
焼りん
複合肥料：りん酸アンモニウム（肥料用）、高
度化成肥料、普通化成肥料、配合肥料

2210 農薬
殺虫剤、殺菌剤、除草剤、殺そ（鼠）剤、植物
成長調整剤、補助剤

2211 ガソリン ガソリン

2212 軽油 軽油

2213
ブタンガス（液化石油ガ
ス）

ブタンガス（液化石油ガス）

2214 その他の石油製品
グリース、潤滑油、パラフィン、アスファル
ト、精製・混合用原料油、石油ガス、オイル
コークス

2215 灯油 灯油

2216
プロパンガス（液化石油ガ
ス）

プロパンガス（液化石油ガス）

2217 薪、木炭 薪、木炭

2218 石炭 原料炭、一般炭、無煙炭、亜炭、雑炭

2219 その他の石炭製品
練炭、豆炭、粗製ベンゾール、コールタール、
コークス炉ガス

2220 印刷・製版・製本

印刷（オフセット印刷（平版印刷、デジタル印
刷等）、とっ版印刷（活版印刷等）、おう版印
刷（スクリーン印刷、グラビア印刷等）、官報
印刷、紙幣印刷、紙以外のものに対する印刷
（特殊印刷））、製版（写真製版、フォトマス
ク、活字、鉛版、銅おう版、木版彫刻製版）、
製本、印刷加工物、その他の印刷関連、独立行
政法人国立印刷局広告料収入

2221 新聞 新聞

2222 洋紙・和紙
新聞巻取紙、印刷用紙、情報用紙、包装用紙、
衛生用紙、雑種紙、手すき和紙、紙幣用和紙

2223 板紙
段ボール原紙、白板紙、色板紙、建材原紙、そ
の他の板紙

2224 段ボール 段ボール（シート）

2225 塗工紙・建設用加工紙
絶縁紙、絶縁テープ、アスファルト塗工紙、
ブックバインディングクロス、その他の塗工
紙・加工紙、壁紙、ふすま紙、

2226 段ボール箱 段ボール箱

2227 その他の紙製容器

重包装紙袋（セメント袋、米麦袋等）、角底紙
袋（ショッピングバッグ、手提紙袋等の）、紙
箱（折たたみ箱、機械箱、張り合わせ箱等）、
その他の紙器（紙筒、紙コップ、紙皿等

2228 紙製衛生材料 衛生用紙綿、衛生用綿状パルプ等

2229
その他のパルプ・紙・紙加
工品

事務用紙製品、学用紙製品、日用紙製品、セロ
ファン、紙管、紙ひも、紙テープ、ソリッド
ファイバー製品、バルカナイズドファイバー製
品
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調査品目一覧表（百貨店・総合スーパー）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示

コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2230 印刷インキ
一般インキ、新聞インキ、補助剤、印刷インキ
用ワニス

2231 修正液 修正液

2232 筆記具・文具

万年筆・ペン類・鉛筆（万年筆、シャープペン
シル、ボールペン、マーキングペン、鉛筆、
シャープペンシルの芯等）、毛筆・絵画用品
（水彩絵具、クレヨン、パステル、毛筆、画
筆、油絵具、スケッチボックス、カンバス、画
板、画布、ポスターカラー等）、その他の事務
用品（印章、印肉、スタンプ、スタンプ台、定
規、コンパス、製図板、事務用・工業用のり、
そろばん、ステープラ、筆箱、穴あけ器、鉛筆
削器等）、筆記具・文具の部分品・附属品

2233 スポーツ用衣服（織物製） 織物製衣服：スポーツ用衣服

2234
スポーツ用衣服（ニット
製）

ニット製衣服：スポーツ用衣服、海水着

2235
スポーツ用履物（ゴム・プ
ラスチック製）

プラスチック製運動靴

2236 スポーツ用履物（革製）
運動用革靴（登山靴、スケート靴、スパイク
靴、ゴルフ靴等）

2237 スポーツ用手袋（革製） 革製手袋（合成皮革製を含む）（スポーツ用）

2238 運動用品

野球用具、ソフトボール用具、バスケットボー
ル用具、バレーボール用具、ラグビー用具、
サッカー用具、テニス用具、卓球用具、バドミ
ントン用具、ゴルフ用具、ホッケー用具、ス
キー用具、水上スキー用具、スケート用具、ト
ラック・フィールド用具、体操用具、釣道具・
同附属品、ぶらんこ、すべり台、空気銃、猟
銃、剣道用具、ハンググライダー、運動用品の
部分品・附属品

2239 がん具

娯楽用具・がん具（トランプ、花札、囲碁、将
棋、麻雀ぱい、ゲーム盤、金属製がん具、プラ
スチック製がん具（モデルキット、空気入りビ
ニルがん具、児童乗物（歩行補助機、乳母車、
三輪車等）等）縫いぐるみ動物、木製がん具
等）、人形（日本人形、西洋人形、縫いぐるみ
人形、節句人形、ひな人形等）、がん具の部分
品・附属品

2240 煙火（がん具用を含む） 煙火（がん具用を含む）

2241 電子応用がん具 家庭用テレビゲーム機、携帯用電子ゲーム機等

2242 ゲームソフト記録物
ゲームソフト記録物（ＣＤ、ＤＶＤ、カセッ
ト）

2243 楽器

ピアノ、ギター、電気ギター、電子楽器（エレ
クトーン、キーボードシンセサイザ、電子キー
ボード、電子ピアノ等）、ハーモニカ、アコー
ディオン、管楽器、弦楽器、打楽器、三味線、
琴、尺八、オルゴールの、楽器の部分品・取付
具・附属品

2244 写真用化学薬品 写真用化学薬品

2245 写真感光材料 フィルム、印画紙、感光紙、製版用感光材料
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調査品目一覧表（百貨店・総合スーパー）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示

コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2246 写真機

写真機・映画用機械（カメラ（デジタルカメラ
を除く）（フォーカルプレンシャッタ式カメ
ラ、レンズシャッタ式カメラ、ハーフサイズカ
メラ、二眼レフカメラ、小型カメラ、業務用カ
メラ統）、映画用機械器具（映画用撮影機、映
写機、スライド映写機、映画現像装置、映画焼
付機、映写スクリーン等））、光学機械用レン
ズ・プリズム（カメラ用レンズ、カメラ用交換
レンズ、光学レンズ、プリズム）、写真装置・
同関連器具（引伸機、現像・焼付・仕上用器
具、写真乾燥機、リーダ、ビューア等）、写真
機・映画用機械の部分品・取付具・附属品
（フィルタ、フード、三脚、雲台、セルフタイ
マ、距離計、露出計、シャッタ、ボデー、じゃ
腹、近接撮影・望遠撮影用アタッチメント、ス
トロボ等）

2247 光学機械
顕微鏡・望遠鏡等（望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、
拡大鏡）、顕微鏡・望遠鏡等の部分品・取付
具・附属品

2248 時計

ウォッチ（ムーブメントを含む）（機械時計、
電池時計）、クロック（ムーブメントを含む）
（機械時計、置時計、目覚時計、掛時計、計器
板時計等）、その他の時計（ストップウォッ
チ、タイマー時計、メトロノーム等）、時計の
部分品（文字板、ぜんまい、歯車、ねじ等）、
時計側

2249 眼鏡、コンタクトレンズ等
眼鏡（枠を含む）（眼鏡、眼鏡枠、眼鏡レンズ
（コンタクトレンズを含む）、眼鏡の部分品
等）

2250 たばこ
紙巻たばこ、葉巻たばこ、きざみたばこ、パイ
プたばこ

2251 喫煙用具 たばこ用ライター、たばこ用フィルター等

2252 花き・花木類
切り花類、鉢物類、花木（成木）、花壇用苗も
の類、芝類、地被植物類、花木（成木）の植物
成長

2253 素材 丸太（そま角、大割材等を含む）

2254 製材 板材、ひき割、ひき角、残材

2255 合板・集成材 単板、普通合板、特殊合板、集成材

2256 木材チップ 木材チップ

2257 建設用木製品
造作材、建築用木製組立材料、パーティクル
ボード、繊維板、銘板、銘木、床柱、床板

2258 板ガラス 普通板ガラス、変り板ガラス、磨き板ガラス

2259 安全ガラス・複層ガラス
合わせガラス、強化ガラス、複層ガラス、すり
ガラス、曲げガラス

2260
ガラスブロック、ガラスタ
イル

ガラスブロック、ガラスタイル

2261 セメント
ポルトランドセメント、フライアッシュセメン
ト、高炉セメント、、シリカセメント

2262 生コンクリート 生コンクリート

2263 セメント製品

コンクリート系パネル、遠心力鉄筋コンクリー
ト管・柱・くい、普通コンクリート管、空洞コ
ンクリートブロック、土木用コンクリートブ
ロック、道路用コンクリート製品、プレストレ
ストコンクリート製品、テラゾー製品、コンク
リート系プレハブ住宅、その他のセメント製品
（セメント瓦、厚形スレート、木材セメント製
品、気泡コンクリート製品等）
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調査品目一覧表（百貨店・総合スーパー）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示

コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2264 タイル モザイクタイル、内装タイル等

2265 耐火物

耐火れんが、不定形耐火物（耐火モルタル、
キャスタブル耐火物等）、人造耐火材（マグネ
シアクリンカー、合成ムライト等）、その他の
耐火物（粘土質るつぼ、高炉用ブロック等）

2266 その他の建設用土石製品

石こうボード・同製品（化粧ボード、ラスボー
ド、シージング石こうボード、強化石こうボー
ド、等）、石こうプラスタ、焼石こう、粘土か
わら（いぶしかわら、うわ薬かわら、塩焼かわ
ら）、普通れんが、その他の建設用粘土製品
（陶管等）

2267 繊維壁材、ユニット住宅等 繊維壁材、ユニット住宅、ルームユニット

2268 さんご さんご

2269 真珠 真珠

2270 淡水真珠 淡水真珠

2271 ジュエリー製品

装身具・装飾品（貴金属（金、銀、プラチナ
等）・宝石（天然宝石、真珠等）製）（首飾
り、腕輪、指輪、イヤリング、ブローチ、ロ
ケット、カフスボタン等）、ジュエリー製品の
部分品・附属品

2272 愛がん動物等
愛がん動物（昆虫類を含む）、実験用動物（マ
ウス、モルモット）

2273 鑑賞用魚（内水面養殖業） 鑑賞用魚

2274 ペットフード ペットフード

2275 合成洗剤 合成洗剤

2276
界面活性剤（石けん・合成
洗剤を除く。）

陰イオン・陽イオン・両性イオン・非イオン界
面活性剤、柔軟仕上げ剤

2277 クレンザー クレンザー

2278 稲わら 稲わら

2279 ホップ ホップ

2280 葉たばこ 葉たばこ

2281 生ゴム（輸入） 生ゴム（輸入品）

2282 綿花（輸入） 綿花（輸入品）

2283 製紙・敷物原料作物
製紙原料作物（こうぞ、みつまた等）、敷物原
料作物（い草等）

2284 その他の酪農生産物
乳子牛（と畜向け、肉用肥育向け）、乳子牛の
成長増加、乳廃牛、きゅう肥

2285 肉用牛
と畜向け肉用牛（成牛換算飼養頭数の増減を含
む。）肥育向け子畜、きゅう肥

2286 豚
豚（成豚換算飼養頭数の増減を含む。）、きゅ
う肥

2287 肉鶏 ブロイラー、鶏ふん

2288 その他の畜産

羊毛、馬（軽種馬を含む。）、やぎ、めん羊、
毛皮用動物（ミンク、うさぎ等の飼育及びその
毛、毛皮等）、食用鳥類（鶏を除く。）、その
他の食用畜産物（やぎ乳、はちみつ、うずらの
卵）、愛がん動物（昆虫類を含む。）、実験用
動物（マウス、モルモット）、きゅう肥、養蚕

2289 生うるし、動物原皮等 生うるし、木ろう、狩猟による動物原皮

2290 鉄鉱石 鉄鉱石

2291 非鉄金属鉱物
銅鉱、鉛鉱、亜鉛鉱、金鉱、銀鉱、すず鉱、タ
ングステン鉱、硫化鉄鉱

2292 砂利・採石 砂利、砂、かんらん岩（精鉱）

2293 砕石 砕石、石材
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調査品目一覧表（百貨店・総合スーパー）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示

コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2294 石灰石 石灰石

2295
窯業原料鉱物（石灰石を除
く。）

けい石、けい砂、ドロマイト、ろう石、粘土、
長石、陶石、カオリン

2296 他に分類されない鉱物
重晶石、ベントナイト・けいそう土等の粘土、
オリビンサンド

2297 非食用植物油脂 非食用向け植物原油（あまに油、ひまし油）

2298 非食用動物油脂
非食用向け動物油脂（牛脂、豚脂等）、非食用
向け魚油

2299 綱・網
ロープ、コード、トワイン、漁網、漁網以外の
網地

2300
他に分類されない繊維工業
製品

レース生地・雑品、組ひも、その製毛（洗上羊
毛、トップ、反毛等）フェルト、不織布（乾
式）、上塗り・した織物、防水した織物、その
他の繊維粗製品（ふとん綿、リリヤン、モー
ル、ふさ類等）

2301
他に分類されない繊維既製
品

帆布製品（シート、テント、日よけ等）、繊維
製袋（麻袋、綿袋、合成繊維袋等）、刺しゅう
製品

2302 その他のソーダ工業製品
塩素ガス、塩酸ガス、塩酸、高度さらし粉、さ
らし液、塩素酸ナトリウム

2303 合成染料・有機顔料 合成染料・有機顔料

2304 塗料
油性塗料、ラッカー、電気絶縁塗料、合成樹脂
塗料、シンナー類

2305 ゼラチン・接着剤 ゼラチン・接着剤

2306
他に分類されない化学最終
製品

火薬類（無煙火薬、電気雷管等）、洗浄材・研
磨材（ワックス、靴クリーム等）、香料、天然
樹脂製品、木材化学薬品、試薬、他に分類され
ない化学工業製品（デキストリン（可溶性でん
ぷんを含む）、漂白剤等）

2307 舗装材料 アスファルト舗装混合材、タール舗装混合材

2308
プラスチックフィルム・
シート

プラスチックフィルム、プラスチックシート、
プラスチック床材、合成皮革、プラスチック
フィルム・シート・床材・合成皮革加工品

2309 プラスチック板・管・棒

プラスチック製板（平板・波板・積層品・化粧
板）・棒、プラスチック管（硬質管、ホー
ス）、プラスチック継手、プラスチック異形押
出製品（雨どい等）、プラスチック板・棒・
管・継手・異形押出製品の加工品

2310 プラスチック発泡製品

ポリウレタンフォーム、ポリエチレンフォー
ム、塩化ビニルフォーム、ポリスチレンフォー
ム、ポリスチレンペーパー、板状発泡製品、発
泡プラスチック製品の加工品

2311 強化プラスチック製品

強化プラスチック製板・棒・管・継手、強化プ
ラスチック製容器・浴槽・浄化槽、工業用強化
プラスチック製製品、その他の強化プラスチッ
ク製品（保安帽（帽体）、がい子、橋脚、コン
テナ等）、強化プラスチック製品の加工品

2312 プラスチック製容器

飲料用プラスチックボトル、プラスチック製灯
油缶、工業用薬品缶、洗剤・シャンプー用容
器、ビールコンテナ、農林水産用コンテナ、ご
み箱

その他の商品56119

67



調査品目一覧表（百貨店・総合スーパー）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示

コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2313 その他のプラスチック製品

プラスチック成形材料、廃プラスチック製品
（くい、棚、漁礁等）、医療・衛生用プラス
チック製品、その他のプラスチック製品（結束
テープ、絶縁テープ、時計ガラス、止水板、人
工芝等）、プラスチック製品の加工品（他に分
類されないもの）

2314
タイヤ・チューブ（航空機
用、運搬車用等）

航空機用タイヤ・チューブ、運搬車用タイヤ・
チューブ、ソリッドタイヤ、更生タイヤ

2315 他に分類されないゴム製品

コンベヤゴムベルト、平ベルト、Ｖベルト
（ファンベルトを含む）、ゴムホース、工業用
ゴム製品（防振ゴム、ゴム製パッキン類等）、
ゴム練生地、再生ゴム、その他のゴム製品
（フォームラバー、ゴム手袋（医療用を除
く）、消しゴム、ゴムバンド等）

2316 製革・毛皮

なめし革（成牛甲革、中小牛甲革、牛底革、牛
ぬめ革、その他の牛革、馬革、豚革、山羊・め
ん羊革、その他のなめし革（わに革、とかげ
革、へび革等））、毛皮（調整済で完成品では
ないもの）

2317 その他の革製品

工業用革製品（工業用革ベルト、革製パッキ
ン、ガスケット等）、その他のなめし革製品
（服装用革ベルト、馬具、むち、腕時計用革バ
ンド等）

2318 ガラス繊維・同製品

ガラス短繊維製品（フェルト、ボード、筒
等）、ガラス長繊維製品（ロービング、チョッ
プドストランド、糸、布、マット等）、光ファ
イバ（素線）

2319 ガラス製加工素材

光学ガラス素地（眼鏡用を含む）、電球類用・
電子管用ガラスバルブ、その他のガラス管・
棒・球（アンプル用ガラス管等）、電子機器用
基盤ガラス

2320
理化学用・医療用ガラス器
具等

理化学用・医療用ガラス器具（フラスコ、ビー
カー、試験管、アンプル、薬瓶等）、その他の
ガラス製品（魔法瓶用ガラス製中瓶、照明用・
信号用ガラス製品等）

2321 研磨材
天然研磨材、人造研磨材、研削と石、研磨布
紙、再生研磨材、天然と石

2322 その他の窯業・土石製品

石灰（生石灰、消石灰、軽質炭酸カルシウム
等）、その他の土石製品（再生骨材、人工骨
材、石工品、けいそう土・同製品、鉱物・土石
粉砕・その他の処理品）、宝飾製品（七宝製
品、人造宝石）、ロックウール・同製品、鋳
型、その他の窯業・土石製品（うわ薬、雲母板
等）

2323 鋳鉄品
銑鉄鋳物、球状黒鉛鋳鉄、合金鋳鉄、可鍛鋳
鉄、精密鋳造品、可鍛鋳鉄製鉄管継手

2324 その他の非鉄金属地金
金地金、銀地金、チタン、タングステン、す
ず、アンチモン、金再生地金、金合金、銀再生
地金、銀合金、銅再生地金、銅合金

2325 アルミ圧延製品
アルミニウム圧延製品（板、円板、条、管、
棒、線、形材、はく）

2326 非鉄金属素形材
鋳物（銅、銅合金、アルミニウム等）、ダイカ
スト（アルミニウム、亜鉛等）、精密鋳造品、
鍛造品（アルミニウム等）

その他の商品56119
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調査品目一覧表（百貨店・総合スーパー）

分類 商品名 品目 個別品目名 品　目　例　示

コード コード

商品分類 品　　目　　分　　類

平成26年商業統計 平成27年産業連関表（27年調査）

こちらの品目コードと個別品目名を、

調査票の「品目１～品目５」に記入して

ください。 

2327 建築用金属製品

アルミニウム製サッシ・ドア、その他の金属製
サッシ・ドア、鉄骨系プレハブ住宅、ユニット
ハウス、メタルラス、シャッタ、建築用板金製
品、金属製物置

2328
金属表面処理品、その他の
金属製品

金属表面処理品（金属彫刻品、金属熱処理品
等）、その他の金属製品（貨幣、金属製パッキ
ン・ガスケット、金属板ネームプレート、金属
製チューブ、打ちはく、脚立等）

2329 その他の身辺細貨品

ジュエリー製品を除く身辺細貨品：装身具・装
飾品（すず・アンチモン製等）（首飾り、腕
輪、指輪、イヤリング、ブローチ、ロケット、
カフスボタン等）、その他の身辺細貨品・貴金
属製品（コンパクト、バッチ、バックル、メダ
ル、くし、手鏡、宝石箱、小物箱、宗教用具、
賞杯、勲章、貴金属製たばこケース、貴金属製
ナイフ・フォーク・スプーン・皿等の洋食器類
等）、増加、装飾用羽毛、ボタン、針・ピン・
ホック・スナップ・同関連品（縫針、ミシン
針、スライドファスナー、スナップ、ホック、
クリップ、画びょう、マジックテープ、安全ピ
ン等）、かつら、かもじ、身辺細貨品の部分
品・附属品

2330 情報記録物

音響用情報記録物（オーディオディスクレコー
ド、オーディオテープレコード等）、映像用情
報記録物（ビデオディスクレコード、ビデオ
テープレコード等）、ゲームソフト記録物（Ｃ
Ｄ、ＤＶＤ、カセット等）、コンピュータソフ
ト記録物（ＣＤ、ＤＶＤ等）、プリペイドカー
ド

2331 ランプかさ ランプかさ

2332 看板、工業用模型等

看板・標識機（看板、標識機、展示装置等）、
パレット（荷役・運搬用）、モデル・模型（マ
ネキン人形、人台、地球儀、食品模型等）、工
業用模型（木型を含む）、他に分類されないそ
の他の製品（人体安全保護具、救命器具、ちょ
うちん、葬儀用品、オガライト、靴中敷物（革
製を除く）等）

2333 再生資源回収・加工処理

主として集荷・選別して小売するもの：鉄屑、
非鉄金属屑、プラスチック屑、ガラスびん、古
紙、落綿、毛屑、粗獣毛、石膏、高炉ガス灰、
フライアッシュ、鉱さい（鉱滓）、硫黄、副産
蛹、果汁搾りかす、屑肉、野菜屑、醤油搾りか
す、コーヒーかす、木くず、硫安、硅酸石灰、
ＬＰＧ、炭田ガス、高炉ガス、転炉ガス等

その他の商品56119
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