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　織物　生産内訳
Woven fabrics - Breakdown of production by woven fabrics （単位：千ｍ2） （Unit：1000ｍ2）

生     産 生     産

Production Production

綿織物 10,418 小幅計                         　　＊ 63
Cotton fabrics Single width total

生地（糸晒しを含む) 6,949 ちりめん類  32
Silk crape

かなきん 756 先　　練(先染) 31
Unbleached muslin Dyed yarn

ポプリン･ブロード 132 その他後練(後染) 58
Poplin, broad cloths Other piece dyed silk fabrics

粗布･てんじく･細布･ネル 208 ビスコーススフ織物 4,155
Sofu, tenjiku, saifu and flannel cloth Viscose staple fabrics

クレープ 194 生地計（糸晒しを含む) 4,154
Crapes 

あや類 1,329 モスリン 3,265
Leases Muslin

朱子 766 その他の生地 889
Satin Other texture

白もめん･包帯･ガーゼ 611 先染 1
Dyed  yarn

その他 の生地 2,954 ナイロン長繊維 10,388
Other texture Nylon filament fabrics

糸染計 3,469 タフタ  5,173
Dyed yarn total Taffeta

ギ　ン　ガ　ム 308 その他のナイロン長繊維 5,215
Gingham Other nylon filament fabrics

その他の糸染 3,161 ポリエステル 41,838
Other dyed yarn Polyester fabrics

毛織物 2,146 長繊維 32,741
Wool fabrics Synthetic filament fabrics

そ毛織物 1,852 タフタ 9,533
Worsted fabrics Taffeta

男　子　服　地 1,279 デシン 196
Men's dress clothe Flat crape

婦 人 児 服 地 514 ジョーゼット 1,427
Women's dress clothe Georgette ｃｒａｐｅ

その他のそ毛 60 ポンジー 526
Other worsted fabrics Pongee 

紡毛織物 294 加工糸織物 8,810
Woolen fabrics Textured yarn fabric 

男　子　服　地 5 その他のポリエステル長繊維 12,249
Men's dress clothe Other polyester filament fabrics

婦 人 児 服 地 133 短繊維 9,097
Women's dress clothe Synthetic staple fabrics

毛    布    地  10 ポプリン･ブロード 1,254
Blanket texture Poplin, broad cloths

その他の紡毛 147 その他のポリエステル短繊維 7,843
Other woolen fabrics Other polyester staple fabrics

絹・絹紡織物 238
Silk and spun silk fabrics

広幅計             　　          　＊ 118
Double width total

羽二重類 68
Habutae

クレープ類 3
Crape

先　　練(先染) 46
Dyed yarn

＊　広幅は織上がり幅50.8cm（20インチ）以上、小幅は織上がり幅50.8cm未満のものである。

Notes) Wide fabrics are those with a woven width of 50.8 cm (20 inches) or more, and narrow fabrics are those with a woven width of less than 50.8 cm.

Texture total (including bleached yarn)

Texture total (including bleached
)

Bandage cloth, gauze cloth, white cotton cloth
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