
＜付　表＞　コモディティー・フロー法の推計範囲及び主な資料・統計名

コモ２２分類 コモ６桁分類 コモ８桁分類 資料・統計名
農林水産業 米 米、稲わら

麦類 小麦、六条大麦、裸麦、二条大麦

いも類 かんしょ、ばれいしょ 農林水産統計速報、野菜
生産出荷統計

豆類 大豆、その他の豆類

野菜 きゅうり、なす、とまと、かぼちゃ、すいか、いちご、ピーマン、青さやえんどう、
青さやいんげん、はくさい、キャベツ、レタス、ねぎ、ほうれんそう、たまねぎ、だ
いこん、にんじん、ごぼう、さといも、その他の野菜

果実 みかん、なつみかん、その他のかんきつ、かんきつ類植物生長、りんご、りんご植物
生長、なし、かき、ぶどう、もも、その他の果実、その他の果実植物生長

砂糖原料作物 さとうきび、てんさい

飲料用作物 コーヒー豆、カカオ豆、茶・ホップ、茶植物生長

その他の食用耕種作物 とうもろこし、えん麦・らい麦、その他の雑穀、香辛料作物、こんにゃくいも、なた
ね、その他の油糧作物

飼料作物 飼料作物

種苗 種苗

花き・花木類 花き・花木類

その他の非食用耕種作物 葉たばこ、生ゴム、綿花、薬用作物、製紙原料作物、いぐさ、しちとうい、その他の
織物原料作物、その他の非食用耕種作物

酪農 生乳、その他の酪農生産物

鶏卵 鶏卵、成鶏

肉鶏 ブロイラー 農林水産統計速報

豚 養豚、その他の養豚 畜産統計、農林水産統計
速報

肉用牛 肉用牛

その他の畜産 羊毛、その他の畜産

養蚕 養蚕

獣医業 獣医業 各種資料

農業サービス 農業サービス 農林水産統計速報

育林 育苗、造林 素材需給量統計

素材 素材

特用林産物 くり・くるみ、乾しいたけ、生しいたけ、生漆、竹材、薪、木炭、その他の特用林産
物

沿岸・沖合・遠洋漁業 かつお・まぐろ・かじき類、さけ・ます類、いわし・あじ・さば等、かれい・すけそ
うだら等、たい・ぶり・えび等、その他の魚類・水産動物類、貝類、海草類、捕鯨

漁業養殖生産統計年報

海面養殖業 真珠、板のり、かき類、その他の海面養殖業

内水面漁業 内水面漁業

内水面養殖業 淡水真珠、食用魚類、観賞魚

鉱業 金属鉱物 鉄鉱石、銅鉱、沈澱銅、鉛鉱、亜鉛鉱、金鉱、銀鉱、すず鉱、マンガン鉱、クロム
鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、チタン鉱、その他の非鉄金属鉱物、硫化鉄鉱

窯業原料鉱物 石灰石、けい石、けい砂、粘土、ろう石、ドロマイト、長石、陶石、カオリン

砂利・採石 砂利・砂、かんらん岩 業界資料、卸売物価指数
年報、資源統計年報、本
邦鉱業の趨勢

砕石 砕石、石材 砕石統計年報、石材業者
の業務の状況に関する報
告書、卸売物価指数年報

その他の非金属鉱物 黒鉛、蛍石、重晶石、温石綿、滑石、オリビンサンド、その他非金属鉱物 資源統計年報、本邦鉱業
の趨勢

石炭 原料炭、一般炭・亜炭、無煙炭 本邦鉱業の趨勢

原油・天然ガス 原油、天然ガス、液化天然ガス、圧縮ガス、天然揮発油 エネルギー生産・需給統
計年報、本邦鉱業の趨勢

食料品 と畜 牛肉、豚肉、鶏肉、馬肉等、と畜副産物 食肉流通統計、畜産物流
通統計、農林水産統計月
報

素材需給量統計、生産林
業所得統計

農林水産統計速報

資源統計年報、本邦鉱業
の趨勢

農林水産統計速報

農林水産統計速報

農林水産統計速報、食肉
流通統計、畜産統計

農林水産統計速報
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コモ２２分類 コモ６桁分類 コモ８桁分類 資料・統計名
肉加工品 肉加工品

畜産びん・かん詰 食肉びん・かん詰、その他の畜産食料品

動物油脂 精製ラード、牛脂、豚脂 我が国の油脂事情

酪農品 処理牛乳、練乳・粉乳・脱脂粉乳、バター、チーズ、クリーム、その他の乳製品

冷凍魚介類 冷凍水産物、冷凍水産食品

塩・干・くん製品 塩・干・くん製品

水産びん・かん詰 まぐろかん詰、さばかん詰、その他の水産かん詰

ねり製品 魚肉ハム・ソーセージ、水産ねり製品

魚油・魚かす 魚油・魚かす、飼肥料 水産物流統計、卸売物価
指数

その他の水産食品 加工海草・海藻、寒天、その他の水産食料品、水産食料品副産物

精穀 精米、精米かす、精麦、精麦かす

製粉 小麦粉、小麦製粉かす、こんにゃく粉、その他の精穀・製粉品

めん類 即席めん類、その他のめん類

パン類 食パン、菓子パン、調理パン・サンドイッチ

菓子類 洋生菓子、和生菓子、ビスケット類・干菓子、米菓、あめ菓子、チョコレート類、そ
の他の菓子

農産びん・かん詰 野菜かん詰、果実かん詰、その他のかん詰

農産保存食料品 野菜漬物、冷凍野菜・果実、その他の農産保存食料品

砂糖 粗糖、精製糖（国産原料）、精製糖（国産原料以外）

でん粉 でん粉、でん粉かす

ぶどう糖・水あめ・異性
化糖

ぶどう糖・グルコース、水あめ・麦芽糖、異性化糖

植物油脂 大豆油、混合植物油脂、その他の植物油脂、ショートニング油、マーガリン、植物油
搾かす

調味料 味そ、しょう油・食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、その他の化学調味料、ウス
ター・中濃・濃厚ソース、その他のソース類、食酢、香辛料、その他の調味料

冷凍調理食品 冷凍調理食品

レトルト食品 レトルト食品

そう菜・寿司・弁当 そう菜、寿司・弁当

その他の食料品 イースト、その他の酵母剤、こうじ・種こうじ・麦芽・もやし、ふ・焼ふ、豆腐・凍
豆腐・油揚類、あん類、バナナ熟成加工、切餅・包装餅、その他の製造食料品

清酒 清酒、清酒かす、味りん

ビール ビール

添加用アルコール 添加用アルコール

ウィスキー類 ウィスキー

その他の酒類 果実酒、焼酎、合成清酒、その他の蒸留酒・混成酒

茶・コーヒー 荒茶、緑茶、紅茶、コーヒー

清涼飲料 炭酸飲料、その他の清涼飲料

製氷 人造氷

飼料 配合飼料、単体飼料

有機質肥料 有機質肥料

たばこ たばこ 各種資料

繊維 製糸 機械生糸、座繰生糸、玉糸、その他の生糸

紡績糸 純綿糸、混紡綿糸、純ビスコース・スフ糸、混紡ビスコース・スフ糸、キュプラスフ
糸・アセテート紡績糸、純ビニロン紡績糸、混紡ビニロン紡績糸、純ナイロン紡績
糸、混紡ナイロン紡績糸、純アクリル紡績糸、混紡アクリル紡績糸、純ポリエステル
紡績糸、混紡ポリエステル紡績糸、ポリプロピレン紡績糸、その他の合成繊維紡績
糸、純そ毛糸、混紡そ毛糸、純紡毛糸、混紡紡毛糸、絹紡糸・さく紡糸・絹紡ちゅう
糸、亜麻糸、ちょ麻糸、黄麻糸、和紡糸、綿縫糸、その他の綿ねん糸、毛ねん糸、絹
縫糸、その他の絹ねん糸、ビスコース・スフねん糸・人絹ねん糸、合成繊維縫糸、そ
の他の合成繊維ねん糸、その他のねん糸、かさ高加工糸

綿・スフ織物 かなきん、ポプリン・ブロード、粗布・天竺・細布・ネル、別珍・コールテン、ク
レープ、その他の綿広幅生地織物、タオル地、その他の綿広幅糸染織物、白もめん、
その他の綿小幅織物、ビスコース・スフ広幅生地織物、ビスコース・スフ広幅先染織
物、ナイロン紡績糸織物、ビニロン紡績糸織物、アクリル紡績糸織物、ポリエステ
ル・ポプリン・ブロード、その他のポリエステル紡績糸織物、ポリプロピレン紡績糸
織物、その他の化学繊維紡績糸織物、和紡織物、綿・スフ・合成繊維毛布地

工業統計表

工業統計表

工業統計表

工業統計表
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コモ２２分類 コモ６桁分類 コモ８桁分類 資料・統計名
絹・人絹織物 羽二重類、クレープ類、その他の絹広幅織物、チリメン類、その他の絹先染小幅織

物、その他の絹後染小幅織物、絹紡織物、ビスコース人絹広幅織物、ビスコース人絹
小幅織物、キュプラ長繊維織物、アセテート長繊維織物、ナイロン長繊維織物、ポリ
エステル長繊維織物、その他の合成繊維長繊維織物、化学繊維タイヤコード

毛織物・麻織物・その他
の織物

そ毛洋服地、そ毛和服地、その他のそ毛織物、紡毛服地、その他の紡毛織物、毛風合
成繊維織物、織フェルト、亜麻織物、ちょ麻織物、黄麻織物、麻風合成繊維織物、繊
維性ホース、モケット、その他の織物

ニット生地 綿丸編ニット生地、合成繊維丸編ニット生地、その他の繊維製丸編ニット生地、綿た
て編ニット生地、合成繊維たて編ニット生地、その他の繊維製たて編ニット生地、、
横編ニット生地

染色整理 綿・麻織物精練・漂白・染色、スフ織物精練・漂白・染色、合成繊維紡績糸織物精
練・漂白・染色等、絹・人絹織物精練漂白・染色、合成繊維長繊維織物精練・漂白・
染色等、毛織物機械染色・整理、織物機械整理、綿織物手加工染色・整理、絹機物手
加工染色・整理、その他の織物手加工染色・整理、綿状繊維染色・整理、綿糸染、合
成繊維糸染、その他の糸染、ニット・レース染色・整理、繊維雑品染色・整理

綱・網 麻ロープ・コード・トワイン、合成繊維ロープ・コード・トワイン、その他の繊維製
ロープ・コード・トワイン、ナイロン漁網、ポリエチレン漁網、その他の合成繊維漁
網、その他の繊維製漁網、漁網以外の網地

じゅうたん・床敷物 じゅうたん・椴通、タフテッドカーペット、その他の繊維製床敷物・同類似品

繊維製衛生材料 医療用ガーゼ・包帯、脱脂綿、その他の衛生医療用繊維製品

その他の繊維工業製品 刺繍レース生地、編レース生地、ボビンレース生地、組紐、細幅織物、その他の繊維
雑品、毛紡績半製品、剪毛、綿製布団綿、その他の繊維製布団綿、プレスフェルト生
地・不織布、プレスフェルト製品、上塗り又は防水した織物、絹紡織半製品、紋紙、
他に分類されないその他の繊維工業製品、毛反毛、綿反毛、その他の繊維反毛

パルプ・紙 パルプ 溶解パルプ、製紙クラフトパルプ、その他のパルプ 紙・パルプ統計年報

洋紙・和紙 新聞巻取紙、印刷用紙、筆記・図画用紙、両更クラフト紙、ロール紙、その他の包装
用紙、薄葉紙、家庭用薄葉紙、障子紙・書道用紙、雑種紙、手すき和紙

板紙 外装用ライナ、内装用ライナ、中芯原紙、マニラボール、白ボール、黄板紙・チップ
ボール、色板紙、建材原紙、その他の板紙

段ボール 段ボールシート

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、その他の塗工紙、壁紙・襖紙、浸透加工
紙、積層加工紙

段ボール箱 段ボール箱

その他の紙製容器 重包装紙袋、角底紙袋、印刷箱、簡易箱、貼箱、その他の紙器、ソリッド・バルカナ
イズドファイバー製品

紙製衛生材料・用品 紙製衛生材料、紙製衛生用品

その他のパルプ・紙・紙
加工品

ブックバインディングクロス、帳簿類、事務用書式類、事務用紙袋、その他の事務用
紙製品、ノート類、その他の学用紙製品、便箋、祝儀用品、写真用紙製品、その他の
日用紙製品、その他の紙製品、硬質繊維板、その他の繊維板、セロファン、紙管、他
に分類されないパルプ・紙・紙加工品

化学 アンモニア アンモニア・アンモニア水

化学肥料 硝酸アンモニウム、尿素、その他のアンモニウム系肥料、石灰窒素、過りん酸石灰、
重過りん酸石灰、熔成りん肥、重焼りん、その他の化学肥料、化成肥料、配合肥料

ソーダ工業製品 ソーダ灰、か性ソーダ、液体塩素、塩酸、塩素酸ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウ
ム、その他のソーダ工業製品

無機顔料 酸化チタン、カーボンブラック、亜鉛華、酸化第二鉄、黄鉛、その他の無機顔料

圧縮ガス・液化ガス 酸素ガス、水素ガス、溶解アセチレン、炭酸ガス、窒素、その他の圧縮ガス・液化ガ
ス、購入した他の圧縮ガス・液化ガスの精製

塩 原塩、塩、食卓塩、かん水・にがり

その他の無機化学工業製
品

硫酸、硝酸、カルシウムカーバイト、りん酸、その他の電炉工業製品、硫酸アルミニ
ウム、カリウム塩類、硝酸銀、無水クロム酸、過酸化水素、硫酸ナトリウム、けい酸
ナトリウム、亜硫酸ナトリウム、ハイドロサルファイト、りん酸ナトリウム、シアン
化ナトリウム、活性炭、二硫化炭素、硫酸ニッケル、バリウム塩類、よう素、その他
の無機化学工業製品

石油化学基礎製品 エチレン、プロピレン、ブタン・ブチレン、分解ガソリン、ブタジエン

石油化学系芳香族製品 純ベンゼン、純トルエン、純キシレン、芳香族混合溶剤

脂肪族中間物 合成ブタノール、合成オクタノール、酢酸、二塩化エチレン、アクリロニトリル、エ
チレングリコール、酢酸ビニルモノマー、アセトアルデヒド、合成アセトン、酢酸エ
ステル、酸化エチレン、酸化プロピレン、プロピレングリコール、ポリプロピレング
リコール、トリクロルエチレン、テトラクロルエチレン、塩化ビニルモノマー、メラ
ミン、その他の脂肪族系中間物

工業統計表

工業統計表
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コモ２２分類 コモ６桁分類 コモ８桁分類 資料・統計名
環式中間物 スチレンモノマー、合成石炭酸、テレフタル酸、カプロラクタム、テレフタル酸ジメ

チル、トルイレンジイソシアネート、シクロヘキサン、アニリン、無水フタル酸、そ
の他の環式中間物

合成ゴム 合成ゴム

メタン誘導品 メタノール、ホルマリン、クロルフルオルメタン・エタン、その他のメタン誘導品

油脂加工製品 脂肪酸、精製脂肪酸、硬化油、精製グリセリン、その他の油脂加工製品

可塑剤 フタル酸系可塑剤、脂肪酸系可塑剤、その他の可塑剤

合成染料 直接染料、酸性染料、塩基性染料、媒染・酸性媒染染料、建染染料、アイゾック染
料、分散性染料、蛍光染料、その他の合成染料、ピグメントレジンカラー

その他の有機化学工業製
品

クレオソート油、ピッチ、タール酸類、その他のコールタール製品、その他の発酵製
品、レーキ、有機ゴム薬品、入工甘味剤、その他の有機化学工業製品、高級アルコー
ル、エチルアルコール

合成樹脂 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、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、メタクリル樹
脂、ポリビニルアルコール、ポリアミド系樹脂、ふっ素樹脂、その他のプラスチック

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

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、ポリエステル短繊維、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、
その他の合成繊維

医薬品 医薬品原末・原液、医薬品製剤、ワクチン・血清・保存血液、生薬、動物用医薬品

石けん・合成洗剤・界面
活性剤

浴用石けん、洗濯石けん、その他の石けん、家庭用合成洗剤、工業用合成洗剤、陰イ
オン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、その他の界面活性剤

化粧品・歯磨 香水・オーデコロン、シャンプー・ヘアリンス、養毛料、整髪料、クリーム、ファン
デーション、化粧水、おしろい、口紅・頬紅・アイシャドー、乳液、その他の化粧
品・調整品、歯磨、その他の仕上用・皮膚用化粧品、その他の頭髪用化粧品

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、その他の塗料・同関
連製品

印刷インキ 一般インキ、新聞インキ、印刷インキ用ワニス

写真感光材料 写真フィルム、写真用印画紙、感光紙、製版用感光材料、写真用化学薬品

農薬 天然殺虫剤、その他の殺虫剤、殺菌剤、その他の農薬

ゼラチン・接着剤 ゼラチン・にかわ、セルロース系接着剤・プラスチック接着剤、その他の接着剤

その他の化学最終製品 触媒、産業用火薬・爆薬、電気雷管、その他の火工品、武器用火薬類、クレンザー、
ワックス、靴クリーム、その他の洗浄剤・磨用剤・磨粉・金属磨用剤、ろうそく、天
然香料、合成香料、調合香料、天然樹脂製品、木材化学製品、デキストリン、試薬、
柔軟仕上げ剤、その他の化学工業製品

工業統計表、 化学工業
統計年報

揮発油 自動車ガソリン、工業ガソリン

ジェット燃料油 ジェット燃料油

灯油 灯油

軽油 軽油

Ａ重油 Ａ重油

Ｂ重油・Ｃ重油 Ｂ重油、Ｃ重油

ナフサ ナフサ

液化石油ガス 液化石油ガス

その他の石油製品 潤滑油・グリース、潤滑油（石油精製以外）、グリース（石油精製以外）、パラフィ
ン、アスファルト、精製・混合用原料油、石油ガス

工業統計表

石炭製品 コークス、ピッチコークス、燃料ガス、粗製コールタール、練炭・豆炭 エネルギー生産・需給統
計年報、卸売物価指数

舗装材料 舗装材料 工業統計表

窯業・土石製
品

板ガラス・安全ガラス 普通板ガラス、変り板ガラス、磨板ガラス、その他の板ガラス（一貫製造によるも
の）、合わせガラス、強化ガラス、その他の板ガラス、鏡

ガラス繊維・同製品 ガラス短繊維・同製品、ガラス長繊維・同製品、光ファイバ

その他のガラス製品 光学ガラス素地、電球類用ガラスバルブ、電子管用ガラスバルブ、ガラス管・棒・
球、その他のガラス製加工素材、ガラス製飲料用容器、ガラス製食料用・調味料用容
器、その他のガラス製容器、理化学用・医療用ガラス器具、アンプル、薬瓶、卓上用
ガラス器具、ガラス製台所用品・食卓用品、魔法瓶用ガラス製中瓶、照明用・信号用
ガラス製品、その他のガラス・同製品

セメント ポルトランドセメント、セメントクリンカ、その他の水硬性セメント

生コンクリート 生コンクリート

石油製品・石
炭製品

エネルギー生産・需給統
計年報、卸売物価指数、
工業統計表

工業統計表
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コモ２２分類 コモ６桁分類 コモ８桁分類 資料・統計名
セメント製品 遠心力鉄筋コンクリート管、遠心力鉄筋コンクリートポ－ル、遠心力鉄筋コンクリー

トパイプ、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、その他のコン
クリート製品、テラゾー製品、石綿セメント板、波形石綿スレート、その他の石綿セ
メント製品、厚形スレート、木材セメント製品、気泡コンクリート製品、その他のセ
メント製品統合、コンクリート系プレハブ住宅

陶磁器 衛生陶器�、モザイクタイル・釉薬タイル、内装タイル・釉薬タイル、その他のタイ
ル、がい子・がい管、電気用特殊陶磁器、その他の電気用陶磁器、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、陶磁器製和飲食器、陶磁器製洋飲
食器、陶磁器製台所・調料用品、陶磁器製置物、その他の陶磁器、陶磁器絵付品、陶
磁器用はい土

耐火物 粘土質耐火煉瓦、その他の耐火煉瓦、耐火モルタル、�キャスタブル耐火物、その他の
不定形耐火物、人造耐火材、その他の耐火物

その他の建設用土石製品 いぶし瓦、釉薬瓦・塩焼瓦、普通煉瓦、陶管、その他の建設用粘土製品、焼石膏、石
膏ボード・同製品、石膏プラスタ・製品、その他の石膏製品

炭素・黒鉛製品 人造黒鉛電極、その他の炭素質電極、炭素棒、炭素・黒鉛質ブラシ、特殊炭素製品、
その他の炭素・黒鉛製品

研磨材 天然研磨材・人造研削材、ビトリファイド研削砥石、レジノイド研削砥石、その他の
研削砥石、研磨布紙、その他の研磨材・同製品

その他の窯業・土石製品 石綿糸・布、石綿ブレーキライニング、その他の石綿製品、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、台所・食卓用ほうろう鉄器、ほう
ろう製衛生用品、その他のほうろう鉄器、七宝製品、人造宝石、ロックウール・同製
品、生石灰、消石灰、軽質炭酸カルシウム、その他の石灰製品、鋳型、釉薬、雲母
板、その他の窯業・土石製品

一次金属 銑鉄 高炉銑（製鋼用銑）、高炉銑（鋳物用銑）、電気炉銑（製鋼用銑）、電気炉銑（鋳物
用銑）、その他の炉銑（源鉄純鉄ベースメタル含む）

フェロアロイ フェロマンガン、シリコマンガン、フェロシリコン、フェロクロム、その他のフェロ
アロイ、フェロアロイ類似製品

粗鋼 普通鋼粗鋼、特殊鋼粗鋼

熱間圧延鋼材 形鋼・鋼矢板、厚中板、薄板、鋼帯、小形棒鋼、外輪・軌条・同付属品、管材、大
形・中形棒鋼、線材・バーインコイル、普通鋼半成品、工具鋼、機械構造用炭素鋼、
構造用合金鋼、特殊用途鋼、特殊鋼半成品

鋼管 普通鋼熱間鋼管、普通鋼冷間鋼管、普通鋼冷間めっき鋼管、特殊鋼熱間鋼管、特殊鋼
冷間鋼管

冷間仕上鋼材 普通鋼磨棒鋼、普通鋼冷延鋼板、普通鋼冷延電気鋼帯、普通鋼冷延広幅帯鋼、普通鋼
磨帯鋼、冷間ロール成型形鋼、普通鋼鋼線、特殊鋼磨棒鋼、特殊鋼冷延鋼板、特殊鋼
冷延広幅帯鋼、特殊鋼磨帯鋼、特殊鋼鋼線

めっき鋼材 ブリキ、亜鉛めっき鋼板、針金、亜鉛めっき硬鋼線、その他の表面処理鋼材、ティン
フリースチール

鋳鍛鋼 普通鋼鍛鋼、特殊鋼鍛鋼、普通鋼鋳鋼、特殊鋼鋳鋼

鋳鉄管 鋳鉄管

鋳鉄品及び鍛工品 機械用銑鉄鋳物、その他の銑鉄鋳物、機械用可鍛鋳鉄鋳物、可鍛鋳鉄製鉄管継手、そ
の他の可鍛鋳鉄鋳物、鍛工品

鉄鋼シャースリット業 鉄鋼切断品

その他の鉄鋼製品 鉄粉・純鉄粉、他に分類されない鉄鋼品

銅 電気銅・さお銅、粗銅

鉛・亜鉛 鉛地金、鉛再生地金、減摩合金、はんだ、亜鉛地金、亜鉛再生地金・亜鉛合金

アルミニウム アルミナ、水酸化アルミニウム、アルミニウム地金、アルミニウム再生地金・同合金

その他の非鉄金属地金 金地金、銀地金、チタン地金、すず地金、アンチモン、カドミウム、タングステン、
モリブデン、その他の非鉄金属地金、金再生地金・金合金、銀再生地金・銀合金、銅
再生地金・銅合金、その他の非鉄金属再生地金・同合金

電線・ケーブル 銅裸線、銅被覆線�、巻線、アルミニウム線、電力ケーブル、通信ケーブル、銅荒引
線、アルミニウム荒引線

光ファイバケーブル 光ファイバコード、光ファイバケーブル

伸銅品 銅伸銅品、黄銅伸銅品、青銅伸銅品、その他の伸銅品

アルミ圧延製品 アルミニウム圧延製品、アルミニウム押出品、アルミニウム箔

非鉄金属素形材 銅・同合金鋳物、アルミニウム・同合金鋳物、その他の非鉄金属鋳物、亜鉛ダイカス
ト、アルミニウムダイカスト、その他の非鉄金属ダイカスト、非鉄金属鍛造品

核燃料 核燃料 工業統計表、 貿易統計

その他の非鉄金属製品 鉛管・板、その他の鉛・同合金展伸材、亜鉛・同合金展伸材、金・同合金展伸材�、
銀・同合金展伸材、白金・同合金展伸材、ニッケル・同合金展伸材、その他の非鉄金
属・同合金展伸材、銅・同合金粉、アルミニウム・同合金粉、その他の非鉄金属・同
合金粉、その他の非鉄金属製品、銅・鉛・亜鉛・ニッケル・すず等粗製品

工業統計表

鉄鋼統計年報、卸売物価
指数、工業統計表

工業統計表
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コモ２２分類 コモ６桁分類 コモ８桁分類 資料・統計名
金属製品 建設用金属製品 鉄骨、軽量鉄骨、橋梁、鉄塔、水門、その他の建設用金属製品

建築用金属製品 アルミニウム製サッシ、アルミニウム製ドア、金属製サッシ・ドア、シャッタ、メタ
ルラス、建築用板金製品、その他の建築用金属製品、鉄骨系プレハブ住宅

ガス・石油機器及び暖厨
房機器

ガスこんろ、ガス風呂釜、ガス湯沸器、ガス炊飯器、その他のガス機器、石油ストー
ブ、その他の石油機器、ガス機器・石油機器の部分品・付属品、温風暖房機、温水ボ
イラ、放熱器、ユニットヒーター、暖房用・調理用器具、太陽熱利用機器、その他の
暖房・調理装置部分品

ボルト・ナット・リベッ
ト及びスプリング

ボルト・ナット、リベット、座金、木ねじ・小ねじ・押ねじ、その他のボルト・ナッ
ト等関連製品、かさね板ばね、つるまきばね、線ばね、うす板ばね、その他のばね

金属製容器及び製缶板金
製品

１８リットル缶、食缶、その他のめっき板製容器、その他のめっき板製品、薪・コー
クス・石炭用風呂釜、板金製タンク、高圧容器、ドラム缶、コンテナ、その他の製缶
板金製品

配管工事付属品・粉末冶
金製品・道具類

金属製管継手、金属製衛生器具、配管工事用付属品、粉末冶金製品、鋼板剪断用刃
物、合板・木工機械用刃物、その他の機械刃物、理髪用刃物、包丁、ナイフ類、はさ
み、工匠具、つるはし・ハンマ・ショベル・スコップ、その他の利器工匠具・手道
具、作業工具、やすり、手引鋸、金切のこ刃、その他ののこ刃、農器具、農器具部分
品

その他の金属製品 アルミニウム製機械部分品、アルミニウム製台所・食卓用品、アルミニウム製飲料用
缶、その他の打抜・プレス加工アルミニウム製品、打抜・プレス機械部分品、王冠、
その他の打抜プレス金属製品、鉄丸釘、鉄特殊釘、その他の釘、鉄製金網、非鉄金属
製金網、鋼索、溶接棒、その他の線材製品、食卓用ナイフ・フォーク・スプーン、そ
の他の洋食器、錠・鍵、建築用金物、架線金物、その他の金物類、金属彫刻品、金属
熱処理品、その他の金属表面処理、金庫、金庫の部分品・取付具・付属品、金属製
バッキン・ガスケット、金属板ネームプレート、フレキシブルチューブ、金属製押出
チューブ、金属箔、照明器具、ＰＣ鋼より線、他に分類されない金属製品

一般機械 ボイラ 煙管ボイラ、水管ボイラ、その他のボイラ、ボイラの部分品・取付具・付属品

タービン 蒸気タービン、その他のタービン、蒸気機関・タービン・水力タービンの部分品等

原動機 汎用ガソリン・石油機関、汎用ディーゼル機関、汎用内燃機関の部分品・取付具・付
属品、原子動力炉・同部分品・取付具・付属品、その他の原動機

運搬機器 エレベータ、エスカレータ、エレベータ・エスカレータの部分品等、天井走行クレー
ン、その他のクレーン、巻上機、コンベア、その他の荷役運搬設備、荷役運搬設備の
部分品・取付具・付属品

冷凍機・温湿調整装置 冷凍機、冷凍・冷蔵用ショーケース、エアコンディショナ（パッケージ型等）、その
他の冷凍機応用製品、冷却塔、冷凍装置、冷凍機・温湿調整装置の部分品等

ポンプ及び圧縮機 単段式渦巻ポンプ、多段式渦巻ポンプ、耐蝕性ポンプ、家庭用電気ポンプ、その他の
ポンプ、手動ポンプ、ポンプ・同装置の部分品・取付具・付属品、往復圧縮機、回転
圧縮機、遠心圧縮機・軸流圧縮機、遠心送風機、軸流送風機、その他の送風機、真空
ポンプ、空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機の部分品等、油圧ポンプ、油圧モータ、油
圧シリンダ、油圧バルブ、その他の油圧機器、油圧機器の部分品・取付具・付属品、
空気圧機器、空気圧機器の部分品・取付具・付属品

機械工具 特殊鋼切削工具、超硬工具、ダイヤモンド工具、空気動工具、電動工具、治具・金属
加工用付属品、その他の機械工具

その他の一般産業機械及
び装置

変速機、歯車、ローラーチェーン、その他の動力伝導装置、動力伝導装置の部分品・
取付具・付属品、工業窯炉、工業窯炉の部分品・取付具・付属品、重油・ガス燃焼装
置、その他の一般産業用機械・同装置、その他の一般産業用機械・同装置の部分品
等、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・付属品

鉱山・土木建設機械 掘削機、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、穿孔機、さく岩機、鉄柱・カッペ、破砕機、摩砕機、選別機、破砕
機・摩砕機・選別機の補助機、その他の建設機械・鉱山機械、建設機械・鉱山機械の
部分品・取付具・付属品、装輪式トラクタ、装軌式トラクタ、トラクタの部分品・取
付具・付属品

化学機械 圧搾機器、濾過機器、分離機器、熱交換器、混合機・かくはん機・ねつ和機・溶解機
等、反応機・発生炉・乾留炉・電解槽等、蒸発機器・蒸留機器・蒸煮機器・晶出機
器、乾燥機器、焙焼機・焼結機・焼成機器、集塵機器、化学装置用タンク、その他の
化学機械・同装置、化学機械・同装置の部分品・取付具・付属品

産業用ロボット 産業用ロボット、産業用ロボット・同装置の部分品等

金属工作機械 数値制御施盤、その他の施盤、ボール盤、中ぐり盤、フライス盤、平削盤、研削盤、
歯切り盤・歯車仕上機械、専用機、マシニングセンタ、その他の金属工作機械、金属
工作機械の部分品・取付具・付属品

金属加工機械 圧延機械・同付属装置、精製仕上装置、ベンディングマシン、液圧プレス、機械プレ
ス、剪断機、鍛造機械、ワイヤーホーミングマシン、ガス溶接・溶断機、その他の金
属加工機械、金属用圧延ロール、金属加工機械の部分品・取付具・付属品

農業機械 動力耕耘機・歩行用トラクタ、その他の整地用機器、噴霧機、散粉機、田植機、その
他の栽培用・管理用機器、脱穀機、籾すり機、農業用乾燥機、コンバイン、その他の
収穫調整用機器、飼料機器、その他の農業用機械、農業用機械の部分品・取付具・付
属品

工業統計表

工業統計表
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コモ２２分類 コモ６桁分類 コモ８桁分類 資料・統計名
繊維機械 家庭用ミシン、工業用ミシン、化学繊維機械、カード、精紡機、その他の紡績関連機

械、綿・スフ織機、絹・人絹織機、その他の織機、ニット機械、その他の編組機械、
織物用準備機、染色機・捺染機、仕上機械、その他の染色整理機械、化学繊維機械・
紡績機械の部分品・取付具・付属品、製織機械・編組機械の部分品・取付具・付属
品、染色整理仕上機械の部分品・取付具・付属品、その他の縫製機械、縫製機械の部
分品取付具・付属品

食料品加工機械 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、その他の食料加工機械、食料品加工
機械の部分品・取付具・付属品

半導体製造装置 半導体製造装置、半導体製造装置の部分品･取付具・付属品

その他の特殊産業機械 製材機械、木工機械、合板機械、製材・木工・合板機械の部分品等、パルプ製造機
械・同装置、抄紙器、その他の製紙機械、パルプ・製紙機械の部分品・取付具・付属
品、印刷機械、製本機械、紙工機械、製版機械、印刷・製本・紙工機械の部分品等、
ダイカストマシン、その他の鋳造装置、鋳型・鋳型定盤、鋳造装置の部分品・取付
具・付属品、射出成形機、押出成形機、圧縮成形機、その他のプラスチック加工機
械・同付属装置、プラスチック加工機械・同付属装置の部分品等、ゴム工業用機械器
具、ガラス工業用特殊機械、たばこ製造機械・同装置、その他の特殊産業用機械器
具、その他の特殊産業用機械器具の部分品等

金型 プレス用金型、鍛造用金型、鋳造用金型、プラスチック用金型、ゴム・ガラス用金
型、その他の金型・同部分品・付属品

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

その他の一般機械器具及
び部品

毛糸手編機械、毛糸手編機械の部分品・取付具・付属品、消火器具・消火装置、消防
自動車のぎ装品、消火器具・消火装置の部分品・取付具・付属品、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、バルブコック付属
品、切断・屈曲・ねじ切等のパイプ加工品、ピストンリング、他に分類されない各種
機械器部分品

複写機 複写機

その他の事務用機器 計算機械、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、金
銭登録機、その他の事務用機械器具、事務用機械器具の部分品・取付具・付属品

サービス用機器 自動販売機、娯楽機器、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・民生用機械器具、その他のサービス用・民生用機械器具の部分品等

電気機械 電気音響機器 ステレオセット、カーステレオ、デジタルオーディオディスクプレーヤ、レコードプ
レーヤ、ハイファイ用増幅器、ハイファイ用・自動車用スピーカシステム、その他の
電気音響機械器具、スピーカ・マイクロホン・イヤホーン類等、電気音響機械器具の
部分品・取付具・付属品

ラジオ・テレビ受信機 ラジオ受信機、テレビジョン受信機、液晶テレビジョン受信機

ビデオ機器 ビデオテープレコーダ、ビデオカメラ、ビデオ機器の部分品・取付具・付属品

民生用電気機器 電気アイロン、電気こたつ、その他の暖房用・保温用電熱用品、電気釜、電子レン
ジ、その他の厨房用電熱製品、扇風機、換気扇、エアコンディショナ（セパレート型
等）、電気洗濯機、電気冷蔵庫、電気掃除機、ジューサ・ミキサ、理容用電気器具、
その他の民生用電気機械器具、民生用電気機械器具の部分品・取付具・付属品

電子計算機本体・同付属
装置

電子計算機本体、外部記憶装置、入出力装置、端末装置、その他の付属装置、電子計
算機・同付属装置の部分品等

有線電気通信機器 電話機、電話自動交換装置、電話交換装置の付属装置、その他の電話装置、ファクシ
ミリ、その他の電信･画像装置、搬送装置

無線電気通信機器 ラジオ放送装置・テレビジョン放送装置、固定局通信装置、移動局通信装置、携帯用
通信装置、無線応用装置、その他の無線通信装置

その他の電気通信機器 交通信号保安装置、交通信号保安装置の部分品・取付具・付属品、火災警報装置、そ
の他の通信関連機械器具

電子応用装置 医療用Ｘ線装置、産業用Ｘ線装置、Ｘ線装置の部分品・取付具・付属品、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、他に分類されない電子応用
装置、その他の電子応用装置の部分品・取付具・付属品、医療用電子応用装置、医療
用電子応用装置の部分品・取付具・付属品

電気計測器 電気指示計器、電気測定器、その他の電気測定器、電気計測器の部分品・取付具・付
属品、工業計器、工業計器の部分品・取付具・付属品、医療用計測器、医療用計測器
の部分品・取付具・付属品

半導体素子・集積回路 ダイオード、整流素子、トランジスタ、その他の半導体素子、半導体集積回路、混成
集積回路、その他の集積回路

電子管 マイクロ波用真空管、ブラウン管、その他の電子管

液晶素子 液晶素子

磁気テープ・磁気ディス
ク

磁気テープ、磁気ディスク

その他の電子部品 リレー、抵抗器、コンデンサ、変成器、テレビジョン用チューナ、プリント配線板、
磁気ヘッド、小形モータ（3w未満のもの）、スイッチング電源、その他の高周波組立
部品、コントロールユニット、複合部品、音響部品、コネクタ、スイッチ、プリント
回路板、その他の電子部品

工業統計表
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コモ２２分類 コモ６桁分類 コモ８桁分類 資料・統計名
回転電気機械 直流発電機、水車発電機、タービン発電機、エンジン発電機、電動発電機、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、小形電動機（3ｗ以
上）、その他の回転電気機械、発電機・電動機等の部分品・取付具・付属品

開閉制御装置及び配電盤 配電盤、環視制御装置、分電盤、継電器、遮断器、開閉器、その他の配電制御装置、
開閉装置・配電盤・電力制御装置の部分品等

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

その他の産業用重電機器 アーク溶接器、抵抗溶接器、電気溶接器の部分品・取付具・付属品、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、その他の整流器、
その他の産業用電気機械器具の部分品等

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、その他の電気照明
器具、電気照明器具の部分品・取付具・付属品

電池 蓄電池、蓄電池の部分品・取付具・付属品、筒形マンガン乾電池、その他の一次電
池、一次電池の部分品・取付具・付属品

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、その他の電球、
蛍光ランプ、その他の放電ランプ

配線器具 小形開閉器、点滅器、接続器、その他の配線器具・配線付属品

内燃機関電装品 充電発電機、始動電動機、磁石発電機、その他の内燃機関電装品、内燃機関電装品の
部分品・取付具・付属品

その他の電気機械器具 電球口金、導入線、シリコンウエハ、他に分類されない電気機械器具

輸送機械 乗用車 乗用車

トラック・バス・その他
の自動車

バス、トラック、特別用途車、バス・トラックシャシー

二輪自動車 二輪自動車（125ｃｃ以下のもの）、二輪自動車（125ｃｃを超えるもの）

自動車車体 乗用車ボデー、バスボデー、トラックボデー、特別用途車ボデー、トレーラー

自動車用内燃機関・同部
分品

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・付属品

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
クーラー、その他の自動車部品(二輪自動車を含む）、ＫＤセット（乗用車・バス・ト
ラック）、ＫＤセット（二輪自動車）

鋼船 鋼製客船の新造（総２０ｔ以上の動力船）、鋼製貨客船の新造（総２０ｔ以上の動力
船）、鋼製貨物船の新造（総２０ｔ以上の動力船）、鋼製油送船の新造（総２０ｔ以
上の動力船）、鋼製漁船の新造（総２０ｔ以上の動力船）、特殊用途鋼製動力船の新
造（総２０ｔ以上）、軍艦の新造、鋼製無動力船の新造（総２０ｔ以上）、鋼製動力
船の新造（総２０ｔ未満）、鋼製無動力船の新造（総２０ｔ未満）、鋼製船舶の船
体、船体ブロック

その他の船舶 木造船舶の新造（総２０ｔ以上）、木製舟艇の新造（総２０ｔ未満）、プラスチック
製舟艇の新造、金属製舟艇の新造

舶用内燃機関 舶用ディーゼル機関、その他の舶用機関、舶用機関の部分品・取付具・付属品

船舶修理 鋼製国内船舶の改造・修理、鋼製外国船舶の改造・修理、軍艦の改造・修理、木造船
舶の改造・修理、舟艇の改造・修理

造船造機統計月報

鉄道車両 機関車、鉄道用電車、内燃動車、鉄道用被牽引客車・電車、鉄道用貨車、その他の鉄
道車両、機関車の部分品・取付具・付属品、電車・客貨車の部分品・取付具・付属品

工業統計表

鉄道車両修理 鉄道車両修理 鉄道車両等生産動態統計
月報、鉄道統計年報

航空機 飛行機、ヘリコプタ、その他の航空機、航空機用エンジン、航空機用エンジンの部分
品・取付具・付属品、その他の航空機部分品・補助装置

工業統計表

航空機修理 航空機の修理・オーバーホール、航空機用エンジンの修理・オーバーホール 機械統計年報

自転車 実用車、子供車、軽快車・スポーツ車・ミニサイクル・特殊車、自転車用フレーム、
自転車の部分品・取付具・付属品

その他の輸送機械 産業用機関車、産業用貨車、構内運搬車、フォークリフトトラック、ショベルトラッ
ク、産業用トレーラ、その他の産業用運搬車両、産業用運搬車両の部分品・取付具・
付属品、飛翔体・同部分品・付属品、他に分類されない輸送用機械器具・同部分品等

精密機械 カメラ ３５ミリカメラ、３５ミリカメラ以外のカメラ、写真装置・同関連器具、カメラ・写
真装置の部分品・取付具・付属品

その他の光学機械 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・付属品、映
画撮影機・映写機、その他の映画用機械器具、映画用機械の部分品・取付具・付属
品、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、眼鏡、眼鏡枠、
眼鏡レンズ

時計 ウオッチ、クロック、その他の時計、時計の部分品、携帯時計側、その他の時計側

理化学機械器具 理化学機械器具、理化学機械器具の部分品・取付具・付属品

工業統計表

機械統計年報

工業統計表

工業統計表
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コモ２２分類 コモ６桁分類 コモ８桁分類 資料・統計名
分析器・試験機・計量
器・測定器

一般長さ計、積算体積計、その他の体積計、体積計の部分品・取付具・付属品、はか
り、はかりの部分品・取付具・付属品、温度計、圧力計、金属温度計、流量計、液面
計、圧力計・流量計等の部分品・取付具・付属品、工業用長さ計、精密測定器、精密
測定器の部分品・取付具・付属品、光分析装置、その他の分析装置、分析機器の部分
品・取付具・付属品、材料試験機、その他の試験機、試験機の部分品・取付具・付属
品、光度計・光束計・照度計・屈折度計、公害計測器、その他の計量器・測定器、他
に分類されない計量器・測定器の部分品等、ジャイロ計器・磁気コンパス、その他の
測量機械器具、測量機械器具の部分品・取付具・付属品

医療用機械器具 医科用機械器具・同装置、病院用器具・同装置、医科用機械器具の部分品・取付具・
付属品、歯科用機械器具・同装置、歯科用機械器具の部分品・取付具・付属品、動物
用医療機械器具・同部分品等、医療用品、歯科材料

その他の製造
業

織物製衣服 男子・少年用年用背広服上衣、男子・少年用背広服ズボン、男子・少年用オーバー
コート類、男子・少年用制服上衣・オーバーコート類、男子・少年用制服ズボン、男
子・少年用ゴム引合羽・レインコート等、婦人・少女用ワンピ－ス・スーツ上衣等、
婦人・少女用スカート・スラックス、婦人・少女用ブラウス、婦人・少女用オー
バー・レインコート、婦人・少女用制服上衣・オーバーコート類、婦人・少女用制服
スカート・スラックス、乳幼児用服、作業用衣服、スポーツ用衣服、男子・少年用学
校服上衣・オーバーコート類、男子・少年用学校服ズボン、婦人・少女用学校服上
衣・オーバーコート類、婦人・少女用学校服スカート・スラックス、ワイシャツ、そ
の他のシャツ、綿織物製下着、その他の繊維織物製下着、織物製寝着類、既製和服・
帯、ショ―ル、その他の和装製品

工業統計表

ニット製衣服 ニット製男子・少年用背広服上衣．コート類、ニット製男子・少年用背広服ズボン、
ニット製婦人・少女用スーツ上衣・コート類、ニット製婦人・少女用スカート・ス
ラックス等、ニット製男子・少年用セーター・ベスト類、ニット製婦人・少女用セー
ター・ベスト類、ニット製スポーツ上衣、ニット製スポーツ用ズボン・スカート等、
ニット製ワイシャツ・ブラウス、ニット製スポーツシャツ・Ｔシャツ等、ニット製海
水着・海水パンツ・海浜着、ニット製乳幼児用外衣、その他のニット製外衣、補整
着、ニット製肌着、ニット製ブリーフ・ショーツ類、ニット製スリップ・ペチコート
類、ニット製寝着類

その他の衣服・身廻品 ソックス、パンティストッキング、その他の靴下、タイツ、衣服用ニット縫手袋、衣
服用ニット編手袋、作業用ニット手袋、フェルト帽子・帽体、織物製帽子、毛皮製衣
服・身廻品、ネクタイ、スカーフ・ネッカチーフ・マフラー類、ハンカチーフ、足袋
類、なめし皮製衣服、繊維製履物、繊維製鼻緒、衛生衣服付属品、他に分類されない
衣服・繊維製身廻品、その他の手袋、その他の帽子

寝具 布団、羽毛布団、その他の寝具

その他の繊維既製品 蚊張、綿帆布製品、合成繊維帆布製品、その他の繊維製帆布製品、麻袋、その他の繊
維製袋、刺繍製品、タオル、他に分類されない繊維製品

製材 板類、挽き割類、挽き角類、枕木、箱材・荷造用仕組材、その他の製材製品、木材の
素材、製材屑

合板 ベニヤ板、床板、普通合板、特殊合板

木材チップ 木材チップ

その他の木製品 屋根板、造作材、建築用木製組立材料、パ－ティクルボ－ド、銘板・銘木・床柱、経
木・同製品、木毛、樽・桶材、その他の特殊製材品、竹・藤・杞柳等容器、折箱、木
箱、取枠・巻枠、和樽、洋樽、桶類、木製履物、薬品処理木材、靴型・靴芯、曲輪・
曲物、柄・取手・摘まみ・握り・台木等、木製台所用品、箸、機械器具木部、コルク
製品、その他の木・竹・藤・杞柳等製品、木質系プレハブ住宅

木製家具・装備品 木製机・テーブル・椅子、木製流し台・調理台・ガス台、たんす、木製棚・戸棚、木
製音響機器用キャビネット、木製ベッド、その他の木製家具、ベッド用マットレス、
組スプリング、宗教用具、屏風・衣桁・簾・衝立、鏡縁・額縁等、他に分類されない
家具・装備品

木製建具 木製建具

金属製家具・装備品 金属製机・テーブル・椅子、金属製ベット、金属製流し台・調理台・ガス台、金属製
棚・戸棚、その他の金属製家具、事務所用・店舗用装備品、窓用・扉用日よけ

新聞 日刊新聞紙（巻取紙）、非日刊新聞紙（巻取紙）、日刊新聞紙（枚葉紙）、非日刊新
聞紙（枚葉紙）、日刊新聞紙（不印刷）、非日刊新聞紙（不印刷）、広告スペース
（新聞）

印刷・製版・製本 とっ板印刷物、平版印刷物、おう版印刷物、紙以外の物に対する特殊印刷物、写真製
版、活字、鉛版、銅おう版・木版彫刻製版

出版 書籍、雑誌・定期刊行物、その他の出版物、広告スペース（雑誌）

プラスチック製品 軟質プラスチックフィルム、硬質プラスチックフィルム、プラスチックシート、プラ
スチックタイル、その他のプラスチック床材、合成皮革、プラスチックフィルム・
シート・床材・合成皮、プラスチック平板、プラスチック波板、プラスチック積層
品、プラスチック化粧板、プラスチック棒、プラスチック硬質管、プラスチックホー
ス、プラスチック継手、プラスチック雨樋同付属品、その他のプラスチック異形押出
製品、プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品、軟質プラスチック発泡製品、
硬質プラスチック発泡製品（厚板）、硬質プラスチック発泡製品（薄板）、その他の
硬質プラスチック発泡製品、輸送機械用プラスチック製品、電気機械器具用プラス
チック製品、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、
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、そ
の他の強化プラスチック製品、発泡・強化プラスチック製品の加工品、プラスチック
製中空成形容器、その他のプラスチック製容器、日用品雑貨・台所用品・食卓用品・
浴室用品�、プラスチック成形材料、再生プラスチック成形材料�、廃プラスチック製
品、プラスチック製品の加工品�、その他のプラスチック製品
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コモ２２分類 コモ６桁分類 コモ８桁分類 資料・統計名
タイヤ・チューブ トラック・バス用タイヤ、小型トラック用タイヤ、乗用車用タイヤ、二輪自動車用タ

イヤ特殊車両用・航空機用タイヤ、トラック・バス用チューブ、小型トラック用
チューブ、乗用車用チューブ、二輪自動車用チューブ、特殊車両用・航空機用チュー
ブ、自転車用タイヤ、自転車用チューブ、更生タイヤ、その他のタイヤ・チューブ

ゴム製履物 地下足袋、ゴム底布靴、総ゴム靴、ゴム草履・スリッパ、ゴム製履物用品

プラスチック製履物 プラスチック製靴、プラスチック製サンダル、プラスチック製スリッパ、その他のプ
ラスック製履物・同付属品

その他のゴム製品 コンベアゴムベルト、平ベルト、Ｖベルト、その他のゴムベルト、ゴムホース、防振
ゴム、ゴムロール、ゴム製パッキング類、ゴム管、ゴムライニング、工業用エボナイ
ト製品、工業用ゴム板、防舷材、工業用スポンジ製品、フラップ・リムバンド、その
他の工業用ゴム製品、衣料用・雑貨用ゴム引布、その他のゴム引布、ゴム引布製品、
医療・衛生用ゴム製品、更生タイヤ用練生地、その他の練生地、再生ゴム、フォーム
ラバー、ゴム手袋、その他のゴム製品

革製履物 革製履物用材料・同付属品�、紳士用革靴、婦人用・子供用革靴、運動用革靴、作業用
革靴、その他の革製靴、その他の革製履物

製革・毛皮 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・緬羊
革、その他のなめし革、毛皮

かばん・袋物・その他の
革製品

工業用革製品、衣服用皮手袋、作業用皮手袋、スポーツ用皮手袋、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、革製ケース、その他のな
めし革製かばん類、プラスチック製かばん、合成皮革ケース、その他のかばん類、袋
物、なめし革製ハンドバック、プラスチック製ハンドバック、その他のハンドバッ
ク、服装用革ベルト、その他のなめし革製品

玩具 カルタ・双六・トランプ・花礼・囲碁・将棋、縫いぐるみ動物、金属製玩具、木製玩
具、陶磁器製玩具、プラスチックモデルキット、空気入りビニール玩具、その他のプ
ラスチック製玩具、その他の娯楽用具・玩具、娯楽用具・玩具の部分品・付属品、日
本人形、節句人形・雛人形、西洋人形・縫いぐるみ人形、その他の人形、人形の部分
品・付属品、児童乗物、電子応用玩具

運動用品 野球・ソフトボール用具、バスケット・バレーボール・ラグビー等用具、テニス・ピ
ンポン・バトミントン用具、ゴルフ・ホッケー用具、スキー・水上スキー・スケート
用具、トラック・フイールド用具・体操用具、釣道具・同付属品、その他のスポーツ
用具・体育用具、運動競技用具の部分品・付属品

楽器 ピアノ、ギター、オルガン、電子オルガン、その他の洋楽器・和楽器、楽器の部分
品・取付具・付属品

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、ビデオディスクレコー
ド、ビデオテープレコード、ゲーム用カセット、その他の情報記録物

筆記具・文具 万年筆、シャープペンシル、万年筆・シャープペンシルの部分品、ボールペン、マー
キングペン、ボールペン・マーキングペンの部分品、鉛筆、鉛筆芯・鉛筆軸、水彩絵
具、その他の絵画用品、印章・印肉・スタンプ・スタンプ台、計算用事務用具、図
案・製図用具、事務用糊・工業用糊、その他の事務用品、他に分類されない事務用品
の部分品・付属品

身辺細貨品 貴金属製品、すず・アンチモン製品、天然・養殖真珠身辺細貨品、宝石付属品・同材
料・加工品・同細工品、身辺細貨品、人造真珠身辺細貨品、装飾品・置物類、宝石
箱・小物箱、装身具・装飾品の部分品・付属品、プラスチック製ボタン、その他のボ
タン、かつら・かもじ、造花・装飾用羽毛、縫針・ミシン針、スライドファスナー、
スナップ・ホック、その他の針・同関連品

畳・わら加工品 畳・畳床、わら縄、その他のわら加工品、畳表、花むしろ・ござ、麦わら・パナマ類
帽子・帽体

武器 銃砲・爆発物投射機、銃砲弾・爆発物、その他の武器、武器の部分品・付属品 機械統計年報

その他の製造工業製品 男子用洋傘、婦人用洋傘、洋傘骨、その他の洋傘部分品、和傘・同部分品、団扇・扇
子、提灯、たばこ用ライター、その他の喫煙用具、漆器製家具、漆器製台所・食卓用
品、その他の漆器製品、歯ブラシ、その他のブラシ、清掃用品、マッチ、マッチ軸
木・マッチ箱、煙火、看板標識機・展示装置（電気的・機械的以外）、看板標識機・
展示装置（電気的・機械的）、マネキン人形・人台、その他のモデル・模型、魔法
瓶、魔法瓶ケース、パレット、繊維壁材、線香類、人体安全保護具・救命器具、ユ
ニット住宅、他に分類されないその他の製品、工業用模型（木型を含む）、ルームユ
ニット

工業統計表

建設業 建設業 建設業 建設コモディティ法

事業用原子力発電 事業用原子力発電

事業用火力発電 事業用火力発電

水力・その他の事業用発
電

水力・その他の事業用発電

自家発電 自家発電 電気事業便覧、卸売物価
指数

都市ガス 販売用ガス、加熱用ガス、自家消費用ガス、簡易ガス ガス事業便覧

熱供給業 熱供給業 各種資料

上水道・簡易水道 上水道、簡易水道 家計調査、地方公営企業
年鑑

電気・ガス・水
道業

電気事業便覧
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コモ２２分類 コモ６桁分類 コモ８桁分類 資料・統計名
工業用水 工業用水 鉱工業指数、卸売物価指

数

廃棄物処理（産業） 廃棄物処理（産業） 日本の廃棄物処理

卸売・小売業 卸売 卸売販売業者、仲介手数料、食糧管理特別会計、農業協同組合 商業統計表、商業動態統
計、商工業実態基本調
査、法人企業統計季報、
食糧管理特別会計決算
書、特別会計決算書、ア
ルコール専売特別会計損
益計算書、総合農協経営
速報調査報告

小売 小売 商業統計表、商業動態統
計、商工業実態基本調
査、法人企業統計季報

金融・保険業 金融 帰属利子、手数料

生命保険 生命保険

非生命保険 非生命保険

不動産業 不動産仲介・管理業 不動産仲介業、不動産管理業 事業所・企業統計調査、法
人企業統計年報

不動産賃貸業 不動産賃貸業 事業所・企業統計調査、
消費者物価指数

住宅賃貸料 住宅賃貸料 各種資料

運輸・通信業 鉄道旅客輸送（ＪＲ） 普通（ＪＲ旅客）、定期（ＪＲ旅客）、急行・座席指定・寝台等料金（ＪＲ旅客）、
旅客雑入（ＪＲ旅客）

鉄道旅客輸送（除ＪＲ） 定期外（除ＪＲ）、定期（除ＪＲ）、旅客雑入（除ＪＲ）、索道

鉄道貨物輸送 手小荷物、郵便物、コンテナ、車扱、貨物雑入 鉄道輸送統計月報、運輸
経済月例報告

バス 乗合バス、貸切バス、特定旅客

ハイヤー・タクシー ハイヤー・タクシー

道路貨物輸送 路線トラック、区域トラック、特定トラック 運輸経済月例報告、消費
者物価指数、陸運統計要
覧

外洋輸送 外洋旅客輸送、外洋貨物輸送、用船料

沿海・内水面輸送 沿海・内水面旅客輸送、沿海・内水面貨物輸送

港湾運送 港湾運送 外航海運会社経営分析

航空輸送 国際航空旅客輸送、国際航空一般貨物輸送、国際航空郵便物輸送、国際航空手荷物輸
送、国内航空旅客輸送、航空機使用事業、国内航空一般貨物輸送、国内航空郵便物輸
送、国内航空手荷物輸送

 貨物運送取扱 貨物運送取扱

倉庫 倉庫 企業経営の分析

こん包 こん包 事業所・企業統計調査、
サービス価格指数

道路輸送施設提供 高速自動車国道、一般有料道路、都市内有料道路、地方公共団体有料道路、一般自動
車道、路外駐車場、自動車ターミナル

日本道路公団年報、首都
高速道路公団決算報告
書、阪神高速道路公団決
算報告書、地方公営企業
年鑑

その他の水運付帯サービ
ス

その他の水運付帯サービス 各種資料

航空施設管理（産業） 航空施設管理（産業）

その他の航空付帯サービ
ス

その他の航空付帯サービス

旅行・その他の運輸付帯
サービス

一般旅行業、国内旅行業、観光協会 運輸経済月例報告

郵便 郵便 郵政事業特別会計決算参
照書・損益計算書

国内電気通信（除移動通
信）

国内電報、国内電話、その他の国内通信

移動通信 移動通信

国際電気通信 国際電報、国際電話、その他の国際通信

その他の通信サービス その他の通信サービス 通信白書

航空輸送統計年報、消費
者物価指数

有価証券報告書

鉄道輸送統計月報

自動車輸送統計月報、陸
運統計要覧、消費者物価
指数

運輸経済月例報告、陸運
統計要覧、各種資料

有価証券報告書

各種資料
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コモ２２分類 コモ６桁分類 コモ８桁分類 資料・統計名
サービス業 公共放送 公共放送 ＮＨＫ損益計算書

民間放送 民間放送 関連資料

有線放送 有線放送 郵政行政統計

その他の教育訓練機関
（産業）

その他の教育訓練機関（産業） 事業所・企業統計調査、毎
月勤労統計調査

自然科学研究機関（産
業）

自然科学研究機関（産業）

人文科学研究機関（産
業）

人文科学研究機関（産業）

医療（国公立） 医療（国公立） 各種資料

医療（公益法人等） 医療（公益法人等）

医療（医療法人等） 医療（医療法人等）

保健衛生（産業） 保健衛生（産業） 事業所・企業統計調査、
消費者物価指数

対企業民間非営利団体 対企業民間非営利団体

広告 新聞広告、雑誌広告、ラジオ広告、テレビ広告、ＤＭ・屋外・その他広告

ソフトウエア業 ソフトウエア業

情報処理・提供サービス 情報処理・提供サービス

ニュース供給・興信所 ニュース供給、興信所 事業所・企業統計調査、
消費者物価指数

電子計算機・同関連機器
賃貸業

電子計算機・同関連機器賃貸業

事務用機械器具賃貸業 事務用機械器具賃貸業

スポーツ・娯楽用品・そ
の他の物品賃貸業

スポーツ・娯楽用品・その他の物品賃貸業

貸自動車業 貸自動車業

自動車修理 自動車修理 自動車統計月報、自動車
分解整備業実態調査報告
書

機械修理 機械修理 鉱工業指数年報、消費者
物価指数

建物サービス 建物サービス

法務・財務・会計サービ
ス

法務・財務・会計サービス

土木建築サービス 土木建築サービス

労働者派遣サービス 労働者派遣サービス 労働者派遣事業報告、各
種資料

その他の対事業所サービ
ス

速記・筆耕・複写、商品検査、民間職業紹介所、プラントエンジニアリング、鉱物探
査、その他の専門サービス、他に分類されないサービス

事業所・企業統計調査、
消費者物価指数、特定
サービス業実態調査報告
書、石油公団、金属鉱業
事業団の損益計算書、事
業所・企業統計調査、消
費者物価指数

映画･ビデオ制作・配給業 映画･ビデオ制作・配給業 事業所・企業統計調査、
消費者物価指数

映画館 映画館

劇場・興行場 劇場・興行場

遊戯場 マージャンクラブ、パチンコホール、その他の遊戯場 警察白書

競輪・競馬等の競走場・
競技団

競輪・競馬等の競走場・競技団 地方財政統計年報,

スポーツ施設提供業・公
園・遊園地

体育館、ゴルフ場、ボーリング場、テニス場、ゴルフ・バッティング・テニス練習
場、その他の運動競技場、公園・遊園地

興行団 興行団

その他の娯楽 その他の娯楽業、著述家・芸術家業、宝くじ 事業所・企業統計調査、
消費者物価指数、毎月勤
労統計調査、地方財政統
計年報

一般飲食店 一般食堂、日本料理店、西洋料理店、中華料理店・その他の東洋料理店、そば・うど
ん店、寿司店、その他の一般飲食店

有価証券報告書

消費者物価指数、各種資
料

事業所・企業統計調査、
消費者物価指数

特定サービス産業実態調
査報告

特定サービス産業実態調
査報告

事業所・企業統計調査、
消費者物価指数

事業所・企業統計調査、
消費者物価指数

毎月勤労統計調査、科学
技術研究調査報告

国民医療費、人口動態統
計、基金統計月報
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コモ２２分類 コモ６桁分類 コモ８桁分類 資料・統計名
喫茶店 喫茶店

遊興飲食店 料亭、バー・キャバレー・ナイトクラブ、酒場・ビヤホール

旅館・その他の宿泊所 旅館、簡易宿所、下宿業、その他の宿泊所 運輸経済月例報告、事業
所・企業統計調査、消費者
物価指数

洗濯・洗張・染物業 普通洗濯業、リネンサプライ業、洗張・染物業 家計調査、事業所・企業
統計調査、消費者物価指
数

理容業 理容業

美容業 美容業

浴場業 公衆浴場業、特殊浴場業

写真業 写真業

冠婚葬祭業 冠婚葬祭業

各種修理業 各種修理業

個人教授業 個人教授業

その他の対個人サービス 衣服栽縫修理業、物品預り賃貸業、家事サービス業、他に分類されない個人サービス
業

事業所・企業統計調査、
消費者物価指数、国勢調
査、毎月勤労統計特別調
査

分類不明 分類不明

屑・副産物 落綿

毛屑

石膏等

鉱滓（採石）

硫黄

副蚕蛹

果汁しぼりかす等

屑肉等

コーヒー粕等

古紙

硫安・塩安等

ＬＰＧ

コークス、　ガス・タール等

ガラス瓶

鉄屑

非鉄金属屑

中古船

事業所・企業統計調査、
消費者物価指数

家計調査
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