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【１． 格付報告書入力マニュアル】 

 

１．入力に先立っての注意事項       

①格付報告書（Excel）のシート構成を以下に示します。 

「様式 4.2 格付製品リスト」シート（別紙 1-1） 

・・・製品毎に銘柄コード、種類（業務用、市販用）、認定証マークの貼付方

法、数量を入力する書式です。 

「様式 4.3 冷凍食品格付依頼書」シート（別紙 2-1） 

・・・「格付製品リスト」シートに入力された生産数量を、銘柄コード別、種

類別に合計する書式です。認定証票使用料は、このシートの合計数量に

基づき算出されます。 

 

なお、Excel ファイルには、「【冷検協データ処理用】様式 4.1 冷凍食品格

付依頼書」シートも表示されていますが、冷検協にて使用するファイルです

ので、無視してください。 

②「格付製品リスト」シートのセルが黄色に表示されている箇所に以下、２．

入力方法に示す項目を入力します。エクセルシートには 150 品までの登録が

可能です。もし貴工場の格付品目が 151 品目以上存在する場合には、報告書

作成に先立ち、貴工場を管轄する窓口検査所にご相談ください。 

③製品のまとめ報告について 

認定証票を貼付した製品はそのまま製品毎に一行ずつ入力するのが原則で

すが、【２．格付製品報告Ｑ＆Ａ】の２．製品のまとめ方についてに示す条件

を満たしている製品に限り、まとめて一行で報告して構いません。 

④報告時の格付報告書（Excel）のファイル名称 

格付報告書のファイル名称は以下に従ってください。 

認定工場番号(6 桁)+認定工場名称+格付報告書報告月（西暦 4桁+月 2桁） 

+格付報告書.xls 

例）認定工場番号が 999999、認定工場名称が冷食協㈱東京工場、格付報告

書提出月が 2015 年 1 月の場合のファイル名称 

“999999 冷食協㈱東京工場 201501 格付報告書.xls” 

 

２．入力方法（別紙 1-2 を合わせて参照ください。） 

１）枠外 

a）工場番号： 

貴社認定証に示されている６桁の工場番号を記入してください。 
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ｂ）会社名： 

貴社認定証に示されている会社名を記入してください。 

ｃ）工場名 ：貴工場認定証に示されている工場名を記入してください。 

 工場住所：貴工場認定証に示されている住所を記入してください。 

  作成日 ：格付報告書を作成した年月日を入力してください。 

製造荷口：生産数量の報告月を入力してください。 

ｅ）品目分類 

品目分類は、銘柄コード及び銘柄で構成されます。従来、銘柄コードは（一

財）日本冷凍食品検査協会（以下、冷検協と示す）が入力していましたが、

今後、認定工場で入力し、冷検協にて内容の確認を行います。 

別紙3の銘柄コード一覧表から該当する銘柄コードを半角数字6文字で入

力して下さい。 

入力に際して、ご不明な点がありましたら、【３．銘柄分類と銘柄コード

について】【４．銘柄コードＱ＆Ａについて】も併せて確認の上、入力くだ

さい。 

ｆ）種別 

市販用、業務用いずれかを選択してください。 

Ｃ＆Ｃ（キャッシュ＆キャリー）は業務用に分類してください。 

ｇ）製品名称 

その製品がどの品目分類になるか、わかるような一般的な名称で記載し

て下さい。 

なお、行の高さ（縦幅）を変更することは可能です。名称が枠に収まり

きらない場合、該当する行の高さ（縦幅）を大きくして、名称が途中で切

れないようにしてください。 

 

望ましい記載例と避けるべき入力例を以下に記載します。 

１）望ましい入力例 

ポテトコロッケ  50g×6 個 

⇒ポテトコロッケは銘柄コードを特定しやすい名称のためです。 

２）その他の入力例 

男爵いものコロッケ 50g×6 個 

⇒商品名の場合でも内容からポテトコロッケと推測が可能なためです。 

３）避けるべき入力例 

コロッケ 50g×6 個 

⇒これだと「ポテトコロッケ」なのか「クリームコロッケ」なのか「そ

の他のコロッケ」なのか銘柄の特定が不可能なためです。 



平成 26 年 10 月 30 日 
（一社）日本冷凍食品協会 

品質・技術部 

4 
 

ポテトコロッケ 

⇒製品を特定できるようにするためにも、規格（重量、入数）は記載し

てください。 

h）認定証票貼付場所 

認定証票を貼付している場所の欄を「○」と入力します。 

内袋及び外箱に貼付している場合は、両方に「○」と入力します。  

ｉ）生産開始日 

生産開始日には、新製品、既存品の別なく、新たに認定証票を貼付して生

産を開始した日を入力します。但し、平成 26 年中に実施依頼している格付

製品リストアップ時の格付製品リストの作成に限り、調査日を入力してくだ

さい。 

ｊ）生産終了日 

生産終了日とは、以下のいずれかに該当する日付のことを指します。 

・今後生産予定がなくなった認定証票付製品の最終生産日 

・生産は継続するが、認定証票の貼付をやめる製品について、認定証票を

貼付した製品の最終生産日（但し、製品と銘柄コードの確認を目的とし

て実施する初回送付時は入力不要です。） 

k）【数量】 

前月 21 日から、当月 20 日迄の製品別、種類別の格付数量を重量（キログ

ラム）で入力して報告してください。 

入力できる数値は 0～99,999,999 です。 

但し、製品と銘柄コードの確認を目的として実施する初回送付時は入力不

要です。 

 

※ｅ）品目分類（銘柄コード）は貴工場回答後に冷検協にて内容確認します。

間違いがあった場合、冷検協にて修正し、メールにて返信します。 

 

３．「様式 4.3 冷凍食品格付依頼書」シートの自動算出機能について 

「様式 4.2 格付製品リスト」シート（別紙 1-2）に入力された数量等は、「様

式 4.3 冷凍食品格付依頼書」シート（別紙 2-2)に示すように自動合計されま

す。 

 

４．格付報告書送付前の確認箇所（格付報告のエラー表示について） 

入力した「様式 4.2 格付製品リスト」シートの確認メッセージの欄に以下の

コメントが赤文字で表示された場合は、入力内容に不備がありますので、入力

の不備を解消して、ファイルを送付してください。 
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・※製品と銘柄の合計数量に違いが発生しています。 

・種別（市販・業務）未入力 

・銘柄コード未入力 

別紙１-3、及び別紙 2-3 に不備が発生した場合の例と内容を示します。 

 

５．送信メールの表題及び本文 

【格付報告書】をメールに添付して送信する際は、以下の方法に従ってくだ

さい。 

・件名には、認定工場番号、認定工場名、報告月（西暦）を入れてください。 

・新規製品の届出がある場合、本文に「新規製品があるので、返信希望します」

と入れてください。 

・本文最後に、認定工場名、報告担当者の所属部署及び電話番号を入力してく

ださい。 

 

６．製品の改廃発生時の入力について 

格付製品リストにて示す認定証票を貼付した製品が変更となった場合、以下

に従い、格付製品リストに入力してください。（別紙 1-4 参照） 

① 新たな製品を報告する場合 

上記の２）に示す項目の他、j)生産終了日の欄に「新」と入力してくださ

い。 

② 既存製品が生産終了となる場合 

上記の２）に示す e)～i)は表示したまま、j)に生産終了日を入力してく

ださい。 

以     上 
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【２．格付製品リストアップＱ＆Ａ】 
 
１．調査対象製品 
（Ｑ１）調査の対象となる製品は何でしょうか。 
（Ａ１）この報告書の作成段階で、認定証票を貼付して製造している製品が

対象です。生産量の大小に係わらず対象となります。 
（Ｑ２）過去に認定証票を貼付していたが生産を終了し、今後生産予定のな

い製品はリストに入力する必要があるでしょうか。 

（Ａ２）格付製品リストアップ時には入力する必要はありません。 

（Ｑ３）過去に認定証票を貼付していたが、現在は認定証票を貼付しなくな

った製品はリストに入力する必要があるでしょうか。 

（Ａ３）格付製品リストアップ時には入力する必要はありません。 

（Ｑ４）同じ製品を同会社のＡ工場とＢ工場（いずれも認定工場）で製造し

ています。同じ製品なので、Ａ工場でリストに入力すれば、Ｂ工場

でリストに入力しなくても良いでしょうか。 

（Ａ４）同じ製品を複数の工場で生産している場合、それぞれの工場で格付

製品リストに入力して下さい。どちらかの工場のみで入力して報告

する方法は避けてください。 

２．製品のまとめ方について 

（Ｑ１）入力の際の製品のまとめかたについて教えてください。 

（Ａ１）製品をまとめるには、まず以下①②③を全て満たしていることが前

提です。 

① 種別（市販用、業務用）が一緒であること。 

② 認定証票の貼付場所（内袋、外箱）が一緒であること。 

③ 一括表示の原材料名記載内容が全く同一であること。  

⇒記載内容が同一とは、原材料名の記載文言が一緒であるというこ

とです。言い換えると原材料名記載内容が一文字でも違う場合は、

製品をまとめてはいけないということです。 

 

前提を満たした上で、以下④もしくは⑤が異なる場合であれば一行

にまとめて構いません。 

④ 袋デザインや外箱デザインが異なるだけの場合。 

⑤ 重量や入数が異なる場合。 

例）製品Ａ（市販用ポテトコロッケ 6個入り(300g)、内袋と外箱に

認定証票有り）という製品を仮定します。 
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１）以下の製品は製品Ａとまとめて構いません。 

・製品Ｂ（市販用ポテトコロッケ 10 個入り（500g）、内袋と外

箱に認定証票有り） 

 

例）ポテトコロッケ 6個入り(300g)とポテトコロッケ 10 個入り

（500g）をまとめ記入するときの製品名称は、 

重量、入数に「、」を入力して以下の通り、まとめ記入してく

ださい。 

 ポテトコロッケ 6個入り(300g)、10 個入り（500g） 

 

２）以下の製品は、製品Ａとはまとめてはいけません。 

・製品Ｃ（業務用ポテトコロッケ 10 個入り（500g）、内袋と外

箱に認定証票有り） 

⇒（理由）種別（市販用、業務用）が異なるため。 

・製品Ｄ（市販用ポテトコロッケ 10 個入り（500g）、内袋のみ

に認定証票有り） 

⇒（理由）認定証票貼付場所が異なるため。 

・製品Ｅ（市販用カボチャコロッケ 10 個入り（500g）、内袋と

外箱に認定証票有り） 

⇒（理由）ポテトコロッケとカボチャコロッケは配合が異なる

製品であるため。 
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【３．銘柄分類と銘柄コードについて】 

 
１．銘柄分類について 

認定工場により報告される冷凍食品格付報告書は、（一財）日本冷凍食品検

査協会にて、銘柄毎、数量毎に毎月集計され、その数量が、当協会発行の冷凍

食品情報の検査実績として掲載されます。 

銘柄分類とそのコードについては別紙３に示しますので、これと Q&A を参考

にして製品毎にコードをつけて下さい。 

従来は（一財）日本冷凍食品検査協会で銘柄分類を特定しておりましたが、

製品の構成内容によって分類が異なりますので、より正確に銘柄分類を行うた

め、今後は、認定工場にて製品の分類を付番していただきます。 

 

２．銘柄コードについて 

銘柄には、それぞれ 6桁の銘柄コードが付与されています。銘柄コードの 6

桁の構成を以下に示します。 

          

0 0 0 0 0 0

大
分
類

中
分
類

小
分
類

銘
柄

 

（1）分類 

冷凍食品認定制度要綱第２条に記載する冷凍食品の定義に合わせ、水産、農

産、畜産、調理、その他の冷凍食品に対応し、下記の番号がふられています。 

１：水産冷凍食品、２：農産冷凍食品、３：畜産冷凍食品、４：調理冷凍食品、 

５：その他の冷凍食品 

 

（2）中分類 

大分類の下でやや大きな食品の分類に対応し、１～９の番号が割り振られて

います。 

（3）小分類 

中分類の下でより細かい食品の分類に対応し、０１～９９の番号が割り振ら

れています。 

（4）銘柄 

小分類の中で、特定の食品に対応し、０１～９９の番号が割り振られていま

す。 
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３．銘柄の分類方法について 

  各冷凍食品の分類の基本的な考え方を記載します。 

 

（1）水産冷凍食品 

 ①中分類 

  中分類コードとしては、１：魚類、２：甲殻類、３：軟体類、４：魚卵、

５：海藻、６：シーフードミックス、９：その他の水産物の 7 つに分かれて

います。 

４：魚卵、５：海藻、６：シーフードミックスは、その下の小分類と銘柄も

中分類と同じ名称で、それぞれ１４０１０１、１５０１０１、１６０１０１の

コードが付けられます。 

１～６の中分類に入らない水産物は、中分類と同一名称の小分類、銘柄で、

その他の水産物として１９９９９９のコードがつけられます。 

 

 ②小分類、銘柄 

  魚類には０１：かつお・まぐろ（銘柄ではかつおとして１１０１０１、ま

ぐろとして１１０１０２があります。）、０２：かじき類（銘柄も同じで１１

０２９９です。）、０３：かれい類（銘柄も同じで１１０３９９です。）、０４：

たら（銘柄も同じで１１０４０１です。）、０５：さけ・ます（銘柄ではさけ

として１１０５０１、ますとして１１０５１１があります。）、０６：赤魚（銘

柄も同じで１１０６０１です。）、０７：あじ・さば類（銘柄ではあじとして

１１０７０１、さばとして１１０７１１があります。）があり、これらの分類

に入らないその他の魚類は（銘柄も同じで１１９９９９です。）をつけます。 

  甲殻類の小分類には０１：えび類、０２：かに類があり、これ以外のものは

９９：その他の甲殻類に分類します。エビ類は、おきあみや桜えび等、殻が不

可分の小さいエビはその他のえび（銘柄は１２０１９９です。）に分類します。

殻が取れるエビは、その大きさや品種に依らず、殻付えび（銘柄は１２０１０

１です。）とむきえび（銘柄は１２０１０２です。）に分類します。かに類はた

らばがに（銘柄は１２０２０１です。）、ずわいがに（銘柄は１２０２０２です。）、

毛がに（銘柄は１２０２０３です。）の銘柄があり、これ以外のかにはその他

のかに（銘柄は１２０２９９です。）に分類します。 

  軟体類にはいか類（銘柄も同じで１３０１０１です。）、たこ類（銘柄はた

こで１３０２０１です。）、貝類の小分類があり、これ以外のものはその他の

軟体類として（銘柄も同じで１３９９９９です。）分類します。貝類の銘柄に

は、ほたて（銘柄は１３０３０１です。）、あさり（銘柄は１３０３１１です。）、
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かき（銘柄は１３０３２１です。）があり、これ以外の貝はその他の貝（銘柄

は１３０３９９です。）として分類します。 

 

（2）農冷凍食品 

 ①中分類 

  中分類としては、１：豆類、２：いも類、３：根菜類、４：葉茎類等、５：

穀物類、６：ミックスベジタブル、７：キノコ類、８：果実類、９：その他

の野菜 9つに分かれています。 

６：ミックスベジタブル、７：キノコ類は、その下の小分類と銘柄も中分類

と同じ名称で、それぞれ２６０１０１、２７０１０１のコードが付けられます。 

１～８の中分類に入らない農産物は、中分類と同一名称の小分類、銘柄での

もと、その他の野菜として２９９９９９のコードがつけられます。 

 

②分類、銘柄 

  豆類は０１：ダイズ（銘柄では未成熟のえだ豆として２１０１０１、成熟

した大豆として２１０１０２があります。）、０２：エンドウ（銘柄では成熟

して豆も大きいグリーンピース[莢の有無は問わない]として２１０２０１、

若いきぬさや［莢付］として２１０２０２があります。）、０３：インゲン（銘

柄では未成熟のさやいんげん［莢付］として２１０３０１、成熟したいんげ

ん豆[莢無し]として２１０３０２があります。）、に分類され、これらの分類

に入らない豆はその他の豆類（そら豆は独立しており２１９９０１とします。

０１～０３、及びそら豆以外は、その他の豆類として２１９９９９とします。）

とします。 

  いも類は０１：ばれいしょ、０２：さといも（銘柄も同じ）、０３：さつま

いも（銘柄も同じ）、０４：やまのいも、９９：その他いも類に分類されます。

ばれいしょの銘柄には、茹でた（蒸煮を含む）０１：ボイルポテト、油で揚

げた０２：フレンチフライドポテト［カットの形にはよらない］、それ以外の

０３：その他のポテトがあります。やまのいもの銘柄は単独ですが、長いな

がいもや塊状のやまといも等を問わず粘りのあるいもを対象とし、それを擂

ったとろろいもも含みます。 

  小分類の根菜類には０１：にんじん（銘柄は２３０１０１です。）、０２：

ごぼう（銘柄は２３０１０２です。）、０３：れんこん（銘柄は２３０１０３

です。）と、これ以外の根菜類はその他の根菜類（銘柄は２３０１９９です。）

として分類します 

  葉茎類等は０１：葉菜類、０２：茎菜類、０３：花菜類、０４：果菜類と、

これ以外の９９：その他葉茎類等の小分類になっています。葉菜類の銘柄は
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０１：ほうれん草（銘柄は２４０１０１です。）、１１：キャベツ（銘柄は２

４０１１１です。）と、これ以外の葉菜類はその他の葉菜類（銘柄は２４０１

９９です。）として分類します。茎菜類の銘柄は０１：アスパラガス（銘柄は

２４０２０１です。）、１１：たまねぎ（銘柄は２４０２１１です。）と、玉ね

ぎ以外の全てのねぎを対象とした１２：ねぎ類（銘柄は２４０２１２です。）

として分類します。花菜類の銘柄は、単独の分類（銘柄は２４０３０１です。）、

です。果菜類は０１：かぼちゃ（銘柄は２４０４０１です。）と、これ以外の

果菜類はその他果菜類（銘柄は２４０４９９です。）として分類します。上記

分類では分けられないものは、小分類、銘柄も同じでその他葉茎類等（銘柄

は２４９９９９です。）として分類します。 

  穀物類の小分類は０１：とうもろこししかありませんが、銘柄はその形態

に応じて、０１：軸付コーン（銘柄は２５０１０１です。）と、０２：カーネ

ルコーン（銘柄は２５０１０２です。）に分類します。 

  果実類の小分類は０１：ベリー類、０２：柑橘類、０３：パインアップル、

０４：モモ類、８１：果汁類、とそれら以外の９９：その他の果実に分類さ

れます。ベリー類は０１：いちご（銘柄は２８０１０１です。）、１１：ブル

ーベリー（銘柄は２８０１１１です。）と、これ以外のベリー類は９９：その

他ベリー類（銘柄は２８０１９９です。）として分類します。柑橘類は、０１：

みかん（銘柄は２８０２０１です。）、１１：レモン（銘柄は２８０２１１で

す。）と、これ以外の柑橘類は９９：その他柑橘類（銘柄は２８０２９９です。）

として分類します。パインアップルは、小分類と銘柄が一緒（銘柄は２８０

３０１です。）の分類です。モモ類は０１：もも（銘柄は２８０４０１です。）

と、１１：あんず（銘柄は２８０４１１です。）に分類しています。果汁類は

個々の果実の分類によらず、原料が果汁の場合はここに分類され、０１：果

汁（銘柄は２８８１０１です。）と、０２：濃縮果汁（銘柄は２８８１０２で

す。）に分類します。上記の果実の分類に含まれないものは、その他の果実類

（銘柄は２８９９９９です。）として分類します。 

 

（3）畜産冷凍食品 

 ①中分類 

  中分類としては、鶏だけでなく、食鳥全てを対象とする１：食鳥類と、食

鳥以外の全ての肉を対象とする２：肉類に分類します。また卵は鶏卵等の種

類や液卵等の形態に依らず３：卵類（銘柄は３３０１０１です。）に分類しま

す。 
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 ②小分類、銘柄 

  食鳥類は０１：鶏肉と、鶏以外の全ての鳥である９９：その他の食鳥の小

分類（銘柄は３１９９９９です。）に分け、鶏肉の銘柄は、鶏肉は０１：鶏肉

（銘柄は３１０１０１です。）、０２：鶏ひき肉（銘柄は３１０１０２です。）

と、これ以外の鶏肉は、鶏その他（銘柄は３１０１９９です。）として分類し

ます。 

  肉類の小分類は、０１：牛肉、０２：豚肉、０３：羊肉（銘柄も同じで３

２０３０１です。）、０４：馬肉（銘柄も同じで３２０４０１です。）、０１～

０４の肉類であるかによらず、複数の肉類[食鳥を含む]を合せて挽いた肉で

ある０５：合びき（銘柄は３２０５０１です。）と、これ以外の肉類は、その

他の肉類（銘柄は３２９９９９です。）に分類しています。牛肉と豚肉の銘柄

は鶏肉と同様の分け方で、０１：牛肉（銘柄は３２０１０１です。）、０２：

牛ひき肉（銘柄は３２０１０２です。）、０３：牛その他（銘柄は３２０１９

９です。）と、０１：豚肉（銘柄は３２０２０１です。）、０２：豚ひき肉（銘

柄は３２０２０２です。）、０３：豚その他（銘柄は３２０２９９です。）とし

ています。小分類０１～０４以外の肉は、部位や挽くか否かによらずその他

の肉類（銘柄は３２９９９９です。）に分類します。 

 

（4）調理冷凍食品 

 ①中分類 

  中分類としては、１：フライ類あげもの類、２：ハンバーグ類、３：中華

惣菜、４：洋風惣菜、５：米飯類、６：めん類、７：練製品、８：スナック

と、１～８の中分類に入らない調理冷凍食品である、９：その他の調理食品

に分類されます。 

 

 ②小分類 

  フライ類あげもの類の小分類は、０１：水産フライ、１１：スチック、２

１：農産フライ、３１：畜産フライ、４１：カツレツ、５１：コロッケ、上

記及び個々の加工食品分類に入らないフライ類やあげもの類は、９９：その

他フライ類に分類します。 

  ハンバーグの小分類は、０１：ハンバーグ、１１：ミートボール、２１：

フィッシュハンバーグ、３１：フィッシュボールに分類します。 

  中華惣菜の小分類は、０１：しゅうまい、１１：ぎょうざ、２１：春巻と、

上記に含まれないものは、９９：その他中華惣菜として分類します。 

  洋風惣菜は、０１：シチュー・ソース類、１１：グラタン類と、上記に含

まれないものは、９９：その他洋風惣菜として分類します。 
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  米飯類の小分類は、０１：米飯、１１：炒めご飯、２１：かけご飯、３１：

汁ご飯、４１：混ぜご飯、５１：すし、６１：おにぎり、７１：もち類と、

これらに分類できないものは、９９：その他米飯類として分類します。 

  めん類の小分類は、０１：うどん、１１：すいとん類、２１：そば、３１：

中華麺、４１：パスタ類、５１：焼きそば類と、これら以外のめん類は９９：

その他めん類として分類します。 

  練製品の小分類は、０１：水産練製品類、１１：畜産練製品類に分類しま

す。 

  スナックの小分類は、０１：粉もの、１１：ピザ、２１：中華まんと、上

記に入らないものは、９９：その他のスナックとして分類します。 

  その他の調理食品の小分類は、０１：肉加工品類、１１：豆腐加工品類、

２１：魚加工品類、３１：卵製品類、４１：野菜加工品、８９：弁当等と、

上記全ての小分類にあてはまらないものは、９９：その他の調理食品として

分類します。 

 

 ③銘柄 

  水産フライの銘柄は、０１：えびフライ（銘柄は４１０１０１です。）、０

２：いかフライ（銘柄は４１０１０２です。）、０３：かきフライ（銘柄は４

１０１０３です。）、０４：魚フライ（銘柄は４１０１０４です。）、１９：そ

の他の水産フライ（銘柄は４１０１１９です。）、２１：フリッター（銘柄は

４１０１２１です。）、２９：その他の水産天ぷら（銘柄は４１０１２９です。）、

３９：その他の水産から揚げ（銘柄は４１０１３９です。）に分類します。 

  スチックはいわゆる水産物のメンチカツで、小分類には銘柄（銘柄は４１

１１０１です。）は 1つしかありません。 

  農産フライの銘柄は、０１：かぼちゃフライ（銘柄は４１２１０１です。）、

０２：オニオンフライ（銘柄は４１２１０２です。）、１１：大学いも（銘柄

は４１２１１１です。）、２１：野菜かき揚げ（銘柄は４１２１２１です。）、

７９：その他の農産物フライ（銘柄は４１２１７９です。）、８９：その他の

農産物天ぷら（銘柄は４１２１８９です。）、９９：その他の農産物から揚げ

（銘柄は４１２１９９です。）に分類します。 

  畜産フライの銘柄は、０１：メンチカツ（銘柄は４１３１０１です。）、１

１：肉のてんぷら（銘柄は４１３１１１です。）、２１：とりのから揚げ（銘

柄は４１３１２１です。）、２２：チキンナゲット（銘柄は４１３１２２です。）

と、９９：その他肉のから揚げ（銘柄は４１３１９９です。）に分類します。 

  カツレツの銘柄は、０１：チキンカツ（銘柄は４１４１０１です。）、０２：

トンカツ（銘柄は４１４１０２です。）、０３：ビーフカツ（銘柄は４１４１
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０３です。）と、上記単品には含まれていない畜産素材のその他のカツレツ（銘

柄は４１４１９９です。）に分類します。 

  コロッケの銘柄は、０１：ポテトコロッケ（銘柄は４１５１０１です。）、

０２：カボチャコロッケ（銘柄は４１５１０２です。）、１１：クリームコロ

ッケ（銘柄は４１５１１１です。）、これらのコロッケには分類できないその

他のコロッケ（銘柄は４１５１９９です。）に分類します。 

  その他のフライの銘柄は、１９：フライ類（銘柄は４１９９１９です。）、

２９：天ぷら類（銘柄は４１９９２９です。）、３９：から揚げ類（銘柄は４

１９９３９です。）、フライ、天ぷら、から揚げに分類できないその他フライ

類（銘柄は４１９９９９です。）に分類します。 

 

  ハンバーグの銘柄は、０１：ハンバーグ（銘柄は４２０１０１です。）、０

２：ミートパテー（銘柄は４２０１０２です。）、上記に入らないその他のハ

ンバーグ（銘柄は４２０１９９です。）に分類します。 

  ミートボールは、０１：チキンボール（銘柄は４２１１０１です。）と、鶏

肉以外の畜肉を使用したその他のミートボール（銘柄は４２１１９９です。）

に分類します。 

  フィッシュハンバーグは、1 銘柄（銘柄は４２２１０１です。）しかありま

せん。 

  フィッシュボールは、０１：いかボール（銘柄は４２３１０１です。）、０

２：たこボール（銘柄は４２３１０２です。）とこれらに含まれないその他フ

ィッシュボール（銘柄は４２３１９９です。）に分類します。 

 

  しゅうまいの銘柄は、０１：ポークしゅうまい（銘柄は４３０１０１です。）、

０２：肉系しゅうまい（銘柄は４３０１０２です。）、０３：えびしゅうまい

（銘柄は４３０１０３です。）、０４：かにしゅうまい（銘柄は４３０１０４

です。）、０５：海鮮入りしゅうまい（銘柄は４３０１０５です。）、１１、小

龍包（銘柄は４３０１１１です。）と、上記いずれにも分類できないその他の

しゅうまい（銘柄は４３０１９９です。）に分類します。 

  ぎょうざの銘柄は、０１：肉系ぎょうざ（銘柄は４３１１０１です。）、０

２：えびぎょうざ（銘柄は４３１１０２です。）、０３：海鮮入りぎょうざ（銘

柄は４３１１０３です。）と、これらのぎょうざに分類できないその他のぎょ

うざ（銘柄は４３１１９９です。）に分類します。 

  春巻の銘柄は、０１：肉系春巻（銘柄は４３２１０１です。）、０２：えび

春巻（銘柄は４３２１０２です。）、０３：かに春巻（銘柄は４３２１０３で

す。）、０４：海鮮入り春巻（銘柄は４３２１０４です。）と、上記には入らな
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いその他の春巻（銘柄は４３２１９９です。）に分類します。 

  その他の中華惣菜は、しゅうまい、ぎょうざ、春巻等の点心以外で、その

銘柄は、０１：酢豚（銘柄は４３９９０１です。）、０２：八宝菜（銘柄は４

３９９０２です。）、０３：中華丼の具（銘柄は４３９９０３です。）、０４：

エビチリソース（銘柄は４３９９０４です。）と、これら以外の中華惣菜であ

るその他の中華惣菜（銘柄は４３９９９９です。）に分類します。 

 

  シチュー・ソース類の銘柄は、０１：コンソメ（銘柄は４４０１０１です。）、

０２：ポタージュ（銘柄は４４０１０２です。）、１１：シチュー（銘柄は４

４０１１１です。）、１２：カレー（銘柄は４４０１１２です。）、１３：ハヤ

シライスの具（銘柄は４４０１１３です。）、２１：ソース（銘柄は４４０１

２１です。）、上記に含まれないものとしてその他シチュー・スープ類（銘柄

は４４０１９９です。）に分類します。 

  グラタン類の銘柄は、０１：エビグラタン（銘柄は４４１１０１です。）、

１１：ドリア（銘柄は４４１１１１です。）、２１：ラザニア（銘柄は４４１

１２１です。）、これらグラタン類に分類できないその他グラタン類（銘柄は

４４１１９９です。）に分類します。 

  シチュー・ソース類、グラタン類以外の洋風惣菜は、その他洋風惣菜（銘

柄は４４９９９９です。）として分類します。 

 

  米飯の銘柄は、０１：白飯（銘柄は４５０１０１です。）と０２：赤飯（銘

柄は４５０１０２です。）に分類します。 

  炒めご飯の銘柄は、０１：炒飯（銘柄は４５１１０１です。）、１１：ピラ

フ（銘柄は４５１１１１です。）、１２：チキンライス（銘柄は４５１１１２

です。）、２１：オムライス（銘柄は４５１１２１です。）に分類します。 

  かけご飯の銘柄は、０１：カレーライス（銘柄は４５２１０１です。）と、

カレー以外で具をかけたその他のかけご飯（銘柄は４５２１９９です。）に分

類します。 

  汁ご飯の銘柄は 1 つで、和風の雑炊等も含めた０１：リゾット（銘柄は４

５３１０１です。）に分類します。 

  混ぜご飯の銘柄は、炊飯後に具材を混ぜたり、具材と共に炊き込んだだけ

の０１：混ぜご飯（銘柄は４５４１０１です。）と、それ以外のその他混ぜご

飯（銘柄は４５４１９９です。）に分類します。 

  すしの分類は、０１：いなり（銘柄は４５５１０１です。）と、その他すし

（銘柄は４５５１９９です。）に分類します。 

  おにぎりの銘柄は、０１：おにぎり（銘柄は４５６１０１です。）と、０２：
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焼おにぎり（銘柄は４５６１０２です。）に分類します。 

  もち類の銘柄は、０１：もち（銘柄は４５７１０１です。）と１１：白玉（銘

柄は４５７１１１です。）に分類します。 

  上記の米飯類以外であるその他米飯類の銘柄は、０１：ライスバーガー（銘

柄は４５９９０１です。）とその他米飯類（銘柄は４５９９９９です。）に分

類します。 

 

  うどんは銘柄も同じで４６０１０１に分類します。 

  すいとん類も単一銘柄で、４６１１０１に分類します。 

  そばも銘柄は 1つで、４６２１０１に分類します。 

  中華麺の銘柄は、０１：ラーメン（銘柄は４６３１０１です。）、０２：ワ

ンタン（銘柄は４６３１０２です。）、０３：チャンポン麺（銘柄は４６３１

０３です。）と、これら以外の中華麺であるその他中華麺（銘柄は４６３１９

９です。）に分類します。 

  パスタ類の銘柄は、０１：ナポリタンスパゲティ（銘柄は４６４１０１で

す。）、０２：ミートソーススパゲティ（銘柄は４６４１０２です。）、０３：

カルボナーラスパゲティ（銘柄は４６４１０３です。）、１１：ショートパス

タ（銘柄は４６４１１１です。）、２１：詰め物入りパスタ（銘柄は４６４１

２１です。）と、上記パスタに分類できないその他パスタ類（銘柄は４６４１

９９です。）に分類します。 

  焼きそば類の銘柄は、０１：焼きそば（銘柄は４６５１０１です。）と、１

１：オムソバ（銘柄は４６５１１１です。）に分類します。 

  上記めん類以外はその他めん類とし、その銘柄には０１：ライスヌードル

（銘柄は４６９９０１です。）と、更にそれ以外のめん類であるその他めん類

（銘柄は４６９９９９です。）に分類します。 

 

  水産練製品類の銘柄は、０１：すり身（銘柄は４７０１０１です。）、１１：

かまぼこ（銘柄は４７０１１１です。）、１２：竹輪（銘柄は４７０１１２で

す。）、１３：つみれ（銘柄は４７０１１３です。）、１４：揚げかま（銘柄は

４７０１１４です。）、１５：はんぺん（銘柄は４７０１１５です。）、１６：

しんじょ（銘柄は４７０１１６です。）、１７：伊達巻き（銘柄は４７０１１

７です。）、２１：魚肉ハム・ソーセージ（銘柄は４７０１２１です。）、これ

ら水産練製品以外としてその他の水産練製品（銘柄は４７０１９９です。）に

分類します。 

  畜産練製品類の銘柄は、０１：ハム（銘柄は４７１１０１です。）、０２：

ソーセージ（銘柄は４７１１０２です。）、ハム・ソーセージ以外のその他畜
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産練製品（銘柄は４７１１９９です。）に分類します。 

 

  粉ものの銘柄は、０１：お好み焼き（銘柄は４８０１０１です。）と、０２：

たこ焼き（銘柄は４８０１０２です。）に分類します。 

  ピザの銘柄は、０１：チーズピザ（銘柄は４８１１０１です。）、０２：ミ

ックスピザ（銘柄は４８１１０２です。）とこれら以外のその他のピザ（銘柄

は４８１１９９です。）に分類します。 

  中華まんの銘柄は、０１：肉まん（銘柄は４８２１０１です。）、０２：あ

んまん（銘柄は４８２１０２です。）と これら以外のその他中華まん（銘柄

は４８２１９９です。）に分類します。 

  粉もの、ピザ、中華まん以外のスナック類は、その他のスナック（銘柄は

４８９９９９です。）として分類します。 

 

  肉加工品類の銘柄は、０１：ロールキャベツ（銘柄は４９０１０１です。）、

０２：ピーマン肉詰め（銘柄は４９０１０２です。）、１１：焼豚（銘柄は４

９０１１１です。）、２１：牛丼の具（銘柄は４９０１２１です。）と、これら

の肉加工品以外のその他肉加工品（銘柄は４９０１９９です。）として分類し

ます。 

  豆腐加工品類の銘柄は、０１：豆腐（銘柄は４９１１０１です。）、０２：

がんもどき（銘柄は４９１１０２です。）、０３：油揚げ（銘柄は４９１１０

３です。）、０４：厚揚げ（銘柄は４９１１０４です。）、１１：油揚げ加工品

（銘柄は４９１１１１です。）、２１：湯葉加工品（銘柄は４９１１２１です。）、

４１：豆腐ハンバーグ（銘柄は４９１１４１です。）、４２：マーボー豆腐（銘

柄は４９１１４２です。）と、上記の豆腐加工品以外としてその他豆腐製品（銘

柄は４９１１９９です。）に分類します。 

  魚加工品類の銘柄は、０１：焼魚（銘柄は４９２１０１です。）、１１：煮

魚（銘柄は４９２１１１です。）、２１：漬魚（銘柄は４９２１２１です。）と、

これらに含まれないその他魚製品（銘柄は４９２１９９です。）に分類します。 

  卵製品類の銘柄は、０１：オムレツ（銘柄は４９３１０１です。）、０２：

スコッチエッグ（銘柄は４９３１０２です。）、１１：卵焼（銘柄は４９３１

１１です。）、１２：茶わんむし（銘柄は４９３１１２です。）、１９：その他

和風卵製品（銘柄は４９３１１９です。）、２１：かに玉（銘柄は４９３１２

１です。）、２９：その他中華風卵製品（銘柄は４９３１２９です。）、３９：

その他洋風卵製品（銘柄は４９３１３９です。）と、上記の分類に入らないそ

の他卵製品（銘柄は４９３１９９です。）に分類します。 

  野菜加工品の銘柄は、０１：ペースト・ピューレ類（銘柄は４９４１０１
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です。）と、０２：野菜加工惣菜（銘柄は４９４１０２です。）に分類します。 

  弁当等には、単一の調理品ではなく、個々に分類されるものが弁当の様に

詰め合わされた弁当等アソート品（銘柄は４９８９０１です。）の分類です。 

    調理冷凍食品のいずれにも分類できないその他の調理食品の銘柄には、０

１：テリーヌ（銘柄は４９９９０１です。）、５１：介護食品（銘柄は４９９

９５１です。）と、更にこれら以外のその他調理食品（銘柄は４９９９９９で

す。）に分類します。 

 

（5）その他冷凍食品 

 ①中分類 

  中分類としては、１：菓子類のみです。 

 

 ②小分類 

  小分類は、０１：パン類、１１：ゼリー類、２１：パイ類、３１：和菓子

類、４１：洋菓子類と、これらの小分類に入らないその他菓子類（銘柄名は

その他菓子で、銘柄は５１９９９９です。）に分類します。 

 

 ③銘柄 

  パン類の銘柄は、０１：パン（銘柄は５１０１０１です。）、０２：ピザク

ラスト（銘柄は５１０１０２です。）、１１：菓子パン調理パン（銘柄は５１

０１１１です。）、１２：蒸しパン（銘柄は５１０１１２です。）、２１：ドー

ナツ（銘柄は５１０１２１です。）、２２：チュロス（銘柄は５１０１２２で

す。）、３１：アメリカンドッグ（銘柄は５１０１３１です。）、８１：パン生

地（銘柄は５１０１８１です。）と、これらの分類に入らないその他パン類（銘

柄は５１０１９９です。）に分類します。 

  ゼリー類の銘柄は、０１：ゼリー（銘柄は５１１１０１です。）、０２：プ

リン（銘柄は５１１１０２です。）、０３：ババロア（銘柄は５１１１０３で

す。）、１１：杏仁豆腐（銘柄は５１１１１１です。）と、これらの分類に入ら

ないその他ゼリー類（銘柄は５１１１９９です。）に分類します。 

  パイ類の銘柄は０１：アップルパイ（銘柄は５１２１０１です。）、０２：

ミートパイ（銘柄は５１２１０２です。）、８１：パイ生地（銘柄は５１２１

８１です。）と、これらの分類に入らないその他のパイ類（銘柄は５１２１９

９です。）に分類します。 

  和菓子類の銘柄は、０１：団子（銘柄は５１３１０１です。）、０２：大福

餅（銘柄は５１３１０２です。）、０３：おはぎ（銘柄は５１３１０３です。）、

１１：ようかん（銘柄は５１３１１１です。）、２１：今川焼（銘柄は５１３
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１２１です。）、２２：鯛やき（銘柄は５１３１２２です。）、３１：あんみつ

類（銘柄は５１３１３１です。）と、これらの分類に入らないその他和菓子（銘

柄は５１３１９９です。）に分類します。 

  洋菓子類は、０１：シュークリーム（銘柄は５１４１０１です。）、０２：

ケーキ（銘柄は５１４１０２です。）、１１：ホットケーキ（銘柄は５１４１

１１です。）、１２：クレープ（銘柄は５１４１１２です。）、１３：ワッフル

（銘柄は５１４１１３です。）、２１：クリーム（銘柄は５１４１２１です。）、

２２：ムース（銘柄は５１４１２２です。）と、これらの分類に入らないその

他洋菓子（銘柄は５１４１９９です。）に分類します。 

 

分類に困った場合には、以下のＱ＆Ａも参考にコードをつけて下さい。尚、

製品によってどのコードにすればよいか分からない場合は、別紙 4に示す担当

者へお問い合わせ下さい。 
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【４．銘柄コード分類Ｑ＆Ａ】 
 
１．水産冷凍食品 
 ・魚は、まるごと一尾、頭や内蔵を取ったり、三枚におろした切り身といっ

た簡単な加工品、刺身やもっと細かくまで切ったもの、すき身が含まれま

す。但し味噌やねぎといった魚以外の食品とあわせ、たたきの様にしたも

の等は、調理冷凍食品のその他魚製品に分類されます。またすり身は調理

冷凍食品のすり身に分類されます。 
 ・軽く一塩したり、塩水に軽くつける、またこれらの処理をした上で軽く干

す、かつおのたたきの様に軽く炙ったものも水産冷凍食品のジャンルです。

同様にしめさば、酢だこ等も水産冷凍食品です。但し味噌付けや、みりん

干しの様に長時間干したりしたものは調理冷凍食品の漬魚になります。 
 ・えびは、おきあみや桜えびといった殻と身が不可分のものはその他のえび

に分類しますが、それ以外はえびの大きさに依らず、全て殻付きか剥いた

ものかに分けます。 
 
２．農産冷凍食品 
 ・大根おろしやとろろいもの様に擂っただけのものは、対象農産品に分類し

ますが、裏ごしをしたりして一部が除かれたペーストやピューレ等は調理

冷凍食品の野菜加工品になります。 
 ・通常、完全加熱したものは調理冷凍食品の野菜加工惣菜に分類されますが、

ポテトはフレンチフライドポテトに分類します。また、豆は完全加熱する

ことが多いので、豆も加熱しても各豆に分類します。 
 ・野菜ジュースや、野菜ジュースと果汁の混合品はその他の野菜に分類しま

す。 
 ・野菜や果実を干した場合でも、各々の農産冷凍食品に分類します。また果

物の缶詰等、シロップにつけられたものでも各果実に分類します。 
 ・いちごとブルーベリーを除く、○○ベリーという名称のものは、全てその

他ベリー類に分類します。 
 ・みかんの対象はいわゆる温州みかんのみで、その他のみかん、オレンジは

レモンを除き全てその他柑橘類に分類します。 
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３．畜産冷凍食品 
 ・鶏、牛、豚の肉は骨付きであろうと精肉、正肉であろうと全て鶏肉コード、

牛肉、豚肉に分類します。同様にひき肉も全て鶏ひき肉コード、牛ひき肉、

豚ひき肉に分類します。尚、各々の肉の内蔵は、その他に入れます。 

 ・鶏、牛、豚以外の食鳥、肉類はこの様な分け方をせず、ひき肉でも内蔵で

も各項目に分類します。 
 ・ひき肉でも合びきの場合は、肉の種類や比率によらず、合びきに分類しま

す。 
 ・肉にたれ等で下味をつけた場合も各肉の分類としますが、これに野菜等を

加えた場合は、調理冷凍食品のその他肉加工品とします。 
 ・ビーフジャーキーの様に調味液に漬けた後、燻煙したり、ベーコンや全く

混練しないハム等は、調理冷凍食品のその他の畜産練製品に分類します。 
 ・卵は鶏卵に限らず、また全卵か白身等に分離したかを問わず卵に分類しま

す。ゆで卵は調理冷凍食品のその他卵製品に分類します。 
 
４．調理冷凍食品 
 ・フライ類あげもの類は基本的には素材食品及び調味された素材食品を揚げ

たもので、竹輪フライといった加工食品の場合は、竹輪という分類がある

ので、そちらに分類します。しかし、竹輪にチーズを入れてフライにした

場合は、主要な原料がチーズと竹輪と複数なので、フライ類に分類します。

別紙３の銘柄内容（例）をご覧下さい。 
 ・フライ類あげもの類は、パン粉をつけて揚げたものはフライ、衣をつけた

ものは天ぷら、粉をつけるもしくは素揚げのものはから揚げ、あられやク

ルトン等をつけた変わり揚げや、春巻の皮を使って具を揚げたもの（春巻

自体は中華惣菜の春巻きに分類）はその他フライ類に分類します。 
・かき揚げは、具材の比率が高いものに分類します。その為、例えば小えびが

主体の場合はその他の水産天ぷらになりますが、えびのかき揚げの名称でも、

実態は野菜が主でさくらえびが少し混ざるのであれば、野菜かき揚げに分類

します。 
・大学いもでは、揚げたさつまいもに蜜をかけた通常のものに加え、揚げたサ

ツマイモに甘味を吸わせたものや、いもけんぴのような表面が砂糖でコーテ

ィングされたものも含みます。 
 ・同様にメンチカツの場合でも、肉ではなく野菜が主体であれば、その他の

農産物フライに分類します。 
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 ・カツレツは、基本的に挽いていない肉（成形肉は可）のフライになります。

肉でなくても畜産練製品（ハム、ソーセージ）の場合はその他カツレツに

分類します。 

 ・コロッケは、じゃがいもの様なでんぷん質やソースをベースとした揚げ物

で、他の食品が少し入っていてもコロッケとして分類します。 

 ・各銘柄で指定した揚げものを、揚げた後にソースや天つゆをつけた場合は、

夫々の銘柄で分類します。 

 ・一方、複数の素材や加工食品を組み合わせて揚げた場合は、その他のフラ

イ類の中で、衣によって分類します。 
 ・すり身を使った揚げ物で、すり身が多い場合は揚げかまに分類しますが、

具材が主体でそのつなぎにすり身を使用した場合は、主たる具材のあげも

のに衣別に分類します。 
 ・ハンバーグの肉は、単一種のひき肉でも合びきでも構いませんが、加熱済

のものとします。 
 ・ミートパテーは、いわゆるハンバーガーの中身だけでなく、生であればハ

ンバーグでもこちらに分類します。 
 ・チキンボールは洋風のものだけでなく、いわゆる和風のとりつくねでも、

軟骨等が入っていてもここに分類します。 
 ・フィッシュボールは、スチックの様に衣にパン粉を使うものではなく、ま

た、すり身を使用しても構わないが、揚げかまの様に揚げずに、生か煮た

り蒸したものを対象とする。 
 ・中華惣菜（洋風惣菜も同様）は、対象製品が肉、豆腐、魚、卵といった個

別の分類ができる場合は、当該加工品で分類し、それが混ざった場合とか、

該当する分類がない場合に、料理の味付けで中華（洋風）惣菜に分けて下

さい。例えばマーボー豆腐は中華ですが、豆腐が主体の製品ですので、豆

腐加工品類に分類するといった考え方です。 
 ・しゅうまいは、あんの肉が豚肉だけのものはポークしゅうまい、豚肉以外

にも畜肉を使用した場合は肉系しゅうまいとなります。えびしゅうまいと

かにしゅうまいは、調理冷凍食品品質表示基準に規定するあんに対してえ

びなら 15%以上、かになら 10%以上使用したものを指し、それ未満の使用

率の場合、あんに入れず、エビを上にトッピングした様なしゅうまいは海

鮮入りしゅうまいに分類します。銘柄の関係はぎょうざや春巻でも同様と

なります。 
・しゅうまいは生でも焼く、揚げる、蒸す等調理方法に依らず、これはぎょう

ざや春巻でも同様となります。 
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 ・小龍包、その他のしゅうまいでは、皮は中華まんじゅうの様に発酵した生

地を用いないものです。 
 ・コンソメは基本的に透明なスープ、ポタージュは非透明でとろみのついた

ものとします。但しゼラチン等で固めたコンソメゼリーやジュレ等は、主

体はスープですが、形状が異なるのでその他洋風惣菜に分類します。 
 ・ポタージュは基本スープのみで、具材が多い場合はシチューに分類します。

コンソメに具材の入ったオニオングラタンスープ等はその他シチュー・ス

ープ類に分類します。 
 ・シチューはそれ単独の料理ですが、ソースの場合は具材が入っていてもそ

れ単独で食するものではなく、他の食品にかけて使用するものと考えて下

さい。 
 ・グラタンはトレー、カップといった容器に依りません。エビグラタンはホ

ワイトソースにえびがあえて入っていなくてもトッピングされていれば対

象となります。えびを使用していないグラタンはその他グラタン類になり

ます。 
 ・ドリアは米飯、ラザニアはラザニアパスタを使用し、ホワイトソース等を

かけたものとなります。 
 ・コキールはでんぷん系の素材が入りませんので、その他グラタン類に分類

します。 
 ・エスカベーシュは、魚のフライを酢等の調味料に漬けただけでは、その他

魚製品になりますが、野菜等が入った場合はその他洋風総菜に分類されま

す。 
 ・白飯に麦や他穀物が入った場合でも、主体が米ならば白飯に分類します。

しかし麦飯の場合は、その他米飯類になります。 
 ・白飯等におかずをかけた様な食品は、かけご飯に分類します。 
・混ぜご飯は、炊飯後に具材を混ぜても、具材と共に炊き込んでもこの分類と

なりますが、更に混ぜご飯を竹の皮で巻いて蒸した様な場合はその他混ぜご

飯に分類します。但しご飯がすし飯の場合は、その他すしになります。 
・すしの中で、いなりずしは単独分類ですが、それ以外は全てその他すしにな

ります。 
・うどんは多少太さ、厚さが異なっても紐状のものはここに分類しますが、紐

状でないものは、スイトンに分類します。 
・そばは、そば粉の混入率に依らずそばとしているものを対象とします。 
・中華麺はかん水等のアルカリ物質を入れ込んだ麺を使用したものです。 
・ラーメンは具材やスープに依らず、○○ラーメンというものは全てここに入

ります。但し汁無しやつけ麺、冷やし中華等はその他中華麺になります。 
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・ナポリタン、ミートソース、カルボナーラ以外のスパゲッティはその他パス

タ類になります。 
・マカロニ等のショートパスタを使用したものは、ショートパスタ、詰め物の

入ったパスタを使用したものは詰め物入りパスタに分類しますが、これらを

用いてグラタンにしたものは、グラタンで分類します。 
・焼きそばは麺を炒めたものとし、硬やきそばや皿うどんの様に揚げ麺を使い、

具とあんをかけたものは、その他めん類に分類します。 
・小麦粉ではなく米粉を使用した麺はライスヌードルに分類します。 
・はんぺんは、スケトウダラなどの魚肉のすり身にすりおろしたヤマノイモを

混ぜてよく摺り、調味して薄く四角形または半月型にしてゆでた魚肉練り製

品で白い色をしたものが対象です。黒はんぺんは、はんぺんと呼んでいます

が、こちらはつみれに分類して下さい。 
・お好み焼、たこ焼は基本的に形の違いです。大阪でいうところのいか焼きは

その他のスナックに分類して下さい。因みにいかのみを焼いた場合は、焼魚

の分類です。 
・チーズピザ、ミックスピザは具材をクラストに載せたものとし、丸や四角の

形を問いません。但しクラストで袋状に包んだり、揚げたものはその他のピ

ザに分類して下さい。 
・中華まんは皮に発酵した生地を使うもので、通常の肉まん、あんまん以外は、

その他中華まんとして下さい。 
・焼豚は、実際には煮たチャーシューでも構いません。 
・その他肉加工品は肉が主体の食品を分類し、それ以外はその他調理食品で分

類します。豆腐加工品、魚加工品等でもこれは同じです。 
・豆腐ハンバーグや豆腐だんごでは、ひき肉が併用される場合もあるが、豆腐

が主体であればこちらに分類します。 
・オムレツはプレーンでなく、中に具材が入っていても構いません。 
・炒り卵類は味付けによって、和風、中華風、洋風に分類して下さい。 
・主体となる食品素材が必ずしも明確ではない食品は、その他調理食品に分類

して下さい。 
 
５．その他の冷凍食品 
・パンは焼成したもので、具材等が入っていないものが対象です。ぶどうパン

の様に別のものが入っていたり、別の食材が入っていなくてもかなり甘いも

のは、菓子パン調理パンに分類します。 
・ピザクラストは、ピザの台となる生地を焼成したもので、具材が乗った通常

のピザは、調理冷凍食品のスナックに分類されます。 
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・菓子パン調理パンは、焼成したパンに具材を挟んだり、トッピングしたり、

練り込んだりしたもの全てが入ります。サンドイッチ、ハンバーガーやカレ

ーパン等の揚げパンもここに分類されます。 
・蒸しパンは具材の有無によらず、ここに分類されます。 
・ドーナツは、揚げていなくても、またあんこ等の具材が入ったものでも、ド

ーナツとしていればここに分類します。 
・堅焼きパンやラスク等はその他パン類に分類して下さい。 
・団子は基本的に米粉を用いて作られており、団子がついてもいきなり団子等

は素材が異るので、その他和菓子とします。団子は上にあんこがのっていた

り、中にあんこがはいっているものも同じ分類としますが、大福だけは別扱

いとします。 
・ケーキはデコレーションやカット等に依らずケーキに分類するが、両面を焼

くホットケーキは別の分類とします。またカステラも別扱いとし、その他洋

菓子とします。 
・ホットケーキはケーキ同様、単品でなく他にクリームやおかず等を組み合わ

せても構いません。これはクレープ、ワッフルも同じです。 
・ケーキにムースが乗る等してケーキとは言い難い場合等は、その他洋菓子に

分類して下さい。 
 



別紙1-1 格付製品リスト書式

（様式4.2）格付製品リスト 作成日：

a）工場番号： 製造荷口：

b）会社名：
ｃ）工場名： 工場住所：

f）種別 g）製品名称 i)生産開始日 j）生産終了日 k)【数量】

銘柄コード 銘柄 内袋 外箱 （西暦年月日） （西暦年月日） （単位：キログラム）

0

1 #N/A

2 #N/A

3 #N/A

4 #N/A

5 #N/A

6 #N/A

7 #N/A

8 #N/A

9 #N/A

10 #N/A

11 #N/A

12 #N/A

13 #N/A

14 #N/A

15 #N/A

16 #N/A

17 #N/A

18 #N/A

19 #N/A

20 #N/A

21 #N/A

22 #N/A

23 #N/A

24 #N/A

25 #N/A

26 #N/A

27 #N/A

28 #N/A

29 #N/A

30 #N/A

31 #N/A

　　　年　　　　月　　　　日

下記の20　年　月分（20　年　月21日～20　年　月20日）の製造荷口につい
て格付を受けたいので依頼する。

d）整理
番号

e）品目分類 h）認定証票貼付場所

合計数量



別紙１－２　格付製品リスト　入力例１

（様式4.2）格付製品リスト 作成日：

a）工場番号： 製造荷口：

b）会社名：
ｃ）工場名： 工場住所：

f）種別 g）製品名称 i)生産開始日 j）生産終了日 k)【数量】

銘柄コード 銘柄 内袋 外箱 （西暦年月日） （西暦年月日） （単位：キログラム）

0

1 451101 炒飯 市販用 五目炒飯
450g×10袋

○ 2014/10/31
100

2 451101 炒飯 市販用 五目炒飯
450g×10袋

○ ○ 2014/10/31
100

3 451101 炒飯 市販用 五目炒飯
450g×10袋

○ 2014/10/31
100

4 451101 炒飯 市販用 五目炒飯
450g×10袋

○ 2014/10/31
100

5 451111 ピラフ 市販用 エビピラフ
450g×10袋

○ 2014/10/31
100

6 451111 ピラフ 市販用 エビピラフ
450g×10袋

○ 2014/10/31
100

7 415101 ポテトコロッケ 市販用 牛肉コロッケ
6個入り(300g)×10袋

○ 2014/10/31
100

8 415101 ポテトコロッケ 市販用 ポテトコロッケ
6個入り(300g)×10袋

○ ○ 2014/10/31
100

9 415101 ポテトコロッケ 業務用 ポテトコロッケ
6個入り(300g)×10袋

○ 2014/10/31
100

10 414101 チキンカツ 業務用 チキンカツ
40枚入り（4kg）

○ 2014/10/31
100

11 120202 ずわいがに 市販用 ズワイガニ
7kg

○ ○ 2014/10/31
100

12 210101 えだ豆 市販用 枝豆
400ｇ×10袋

○ ○ 2014/10/31
100

13 240201 アスパラガス 市販用 グリーンアスパラ
200ｇ×20袋

○ 2014/10/31
100

14 456102 焼おにぎり 市販用 焼きおにぎり
500ｇ（10個入り）×6袋

○ ○ 2014/10/31
100

15 430103 えびしゅうまい 市販用 エビシューマイ
12個入り(180g)×20袋

○ ○ 2014/10/31
100

16 430103 えびしゅうまい 業務用 エビシューマイ
12個入り(180g)×20袋

○ 2014/10/31
100

17 430104 かにしゅうまい 市販用 カニシューマイ
12個入り(180g)×20袋

○ 2014/10/31
100

18 513121 今川焼 市販用 今川焼
5個入り(400g)×10袋

○ ○ 2014/10/31
100

19 510131 アメリカンドッグ 業務用 アメリカンドッグ
5個入り(350g)×10袋

○ 2014/10/31
100

20 510181 パン生地 市販用 パイシート
360g(4枚入り)×10袋

○ ○ 2014/10/31
100

21 511102 プリン 市販用 マンゴープリン
500g×10袋

○ ○ 2014/10/31
100

22 511102 プリン 業務用 マンゴープリン
50個入り(2000g)

○ 2014/10/31
100

23 511101 ゼリー 業務用 アセロラゼリー
50個入り(2500g)

○ 2014/10/31
0

24 #N/A

25 #N/A

26 #N/A

27 #N/A

28 #N/A

29 #N/A

30 #N/A

31 #N/A

2015年　　1月　　30日

999999 下記の2015年1月分（2014年12月21日～2015年　1月20日）の製造荷口に
ついて格付を受けたいので依頼する。冷食協株式会社

東京工場 東京都中央区築地3-17-9　興和日東ビル４階

d）整理
番号

e）品目分類 h）認定証票貼付場所

合計数量

製品の認定証票貼付場所（内袋、外箱）に

○を入力してください。

製品名称より、（一財）日本冷凍食品検
査協会で、銘柄ｺｰﾄﾞの正否を特定しま
すので、その製品が何か分かるように
入力してください。

別紙３の新銘柄コード一覧表より銘柄
コードを選定し、入力してください。
修正が必要な場合、（一財）日本冷凍食
品検査協会で、修正し返信します。

市販用、業務用のいずれかを

選択入力してください。



別紙１－３　エラー表示例

（様式4.2）格付製品リスト ※各行の確認メッセージを参考に入力してください。 作成日：

※製品と銘柄の合計数量に違いが発生しています。

a）工場番号： 製造荷口：

b）会社名：
ｃ）工場名： 工場住所：

f）種別 g）製品名称 i)生産開始日 j）生産終了日 k)【数量】
確認

メッセージ
銘柄コード 銘柄 内袋 外箱 （西暦年月日） （西暦年月日） （単位：キログラム）

11,111 ※製品と銘柄の合計数量に違いが発生しています。

1 451101 炒飯 市販用 五目炒飯
450g×10袋

○ 2014/10/31
10,000

2 415101 ポテトコロッケ 市販用 牛肉コロッケ
6個入り(300g)×10袋

○ 2014/10/31
1,000

3 414101 チキンカツ チキンカツ
40枚入り（4kg）

○ 2014/10/31
100 種別（市販・業務）未入力。

4 #N/A 市販用 ズワイガニ
7kg

○ ○ 2014/10/31
10 銘柄コード未入力。

5 #N/A 今川焼
5個入り(400g)×10袋

○ ○ 2014/10/31
1 銘柄コード未入力。種別（市販・業務）未入力。

6 #N/A

7 #N/A

8 #N/A

9 #N/A

10 #N/A

11 #N/A

12 #N/A

13 #N/A

14 #N/A

2015年　　1月　　30日

999999 下記の2015年1月分（2014年12月21日～2015年　1月20日）の製造荷口に
ついて格付を受けたいので依頼する。冷食協株式会社

東京工場 東京都中央区築地3-17-9　興和日東ビル４階

d）整理
番号

e）品目分類 h）認定証票貼付場所

合計数量

数量が入力されているのに、f)種
別が入力されていない場合、この
確認メッセージが表示されます。

数量が入力されているのに、e)銘
柄ｺｰﾄﾞが入力されていない場合、
この確認メッセージが表示されま
す。

いずれかの製品の確認メッセージ
欄に赤字コメントが記載されている
場合、このコメントが表示されます。



別紙１－４　格付製品リスト　入力例２

（様式4.2）格付製品リスト 作成日：

a）工場番号： 製造荷口：

b）会社名：
ｃ）工場名： 工場住所：

f）種別 g）製品名称 i)生産開始日 j）生産終了日 k)【数量】

銘柄コード 銘柄 内袋 外箱 （西暦年月日） （西暦年月日） （単位：キログラム）

2,350

1 451101 炒飯 市販用 五目炒飯
450g×10袋

○ 2014/10/31
100

2 451101 炒飯 市販用 五目炒飯
450g×10袋

○ ○ 2014/10/31
100

3 451101 炒飯 市販用 五目炒飯
450g×10袋

○ ○ 2014/10/31
100

4 451101 炒飯 市販用 五目炒飯
450g×10袋

○ 2014/10/31
100

5 451111 ピラフ 市販用 エビピラフ
450g×10袋

○ 2014/10/31
100

6 451111 ピラフ 市販用 エビピラフ
450g×10袋

○ 2014/10/31
100

7 415101 ポテトコロッケ 市販用 牛肉コロッケ
6個入り(300g)×10袋

○ 2014/10/31
100

8 415101 ポテトコロッケ 市販用 ポテトコロッケ
6個入り(300g)×10袋

○ ○ 2014/10/31
100

9 415101 ポテトコロッケ 業務用 ポテトコロッケ
6個入り(300g)×10袋

○ 2014/10/31
100

10 414101 チキンカツ 業務用 チキンカツ
40枚入り（4kg）

○ 2014/10/31
100

11 120202 ずわいがに 市販用 ズワイガニ
7kg

○ ○ 2014/10/31
100

12 210101 えだ豆 市販用 枝豆
400ｇ×10袋

○ ○ 2014/10/31
100

13 240201 アスパラガス 市販用 グリーンアスパラ
200ｇ×20袋

○ 2014/10/31
100

14 456102 焼おにぎり 市販用 焼きおにぎり
500ｇ（10個入り）×6袋

○ ○ 2014/10/31
100

15 430103 えびしゅうまい 市販用 エビシューマイ
12個入り(180g)×20袋

○ ○ 2014/10/31
100

16 430103 えびしゅうまい 業務用 エビシューマイ
12個入り(180g)×20袋

○ 2014/10/31
100

17 430104 かにしゅうまい 市販用 カニシューマイ
12個入り(180g)×20袋

○ 2014/10/31
100

18 513121 今川焼 市販用 今川焼
5個入り(400g)×10袋

○ ○ 2014/10/31
100

19 510131 アメリカンドッグ 業務用 アメリカンドッグ
5個入り(350g)×10袋

○ 2014/10/31 2014/12/5
100

20 510181 パン生地 市販用 パイシート
360g(4枚入り)×10袋

○ ○ 2014/10/31
100

21 511102 プリン 市販用 マンゴープリン
500g×10袋

○ ○ 2014/10/31
100

22 511102 プリン 業務用 マンゴープリン
50個入り(2000g)

○ 2014/10/31
100

23 511101 ゼリー 業務用 アセロラゼリー
50個入り(2500g)

○ 2014/10/31
100

24 432101 肉系春巻 市販用 春巻
6個入り（240g）×15袋

○ ○ 2013/12/1 新
50

25 #N/A

26 #N/A

27 #N/A

28 #N/A

29 #N/A

30 #N/A

31 #N/A

2015年　　1月　　30日

999999 下記の2015年1月分（2014年12月21日～2015年　1月20日）の製造荷口に
ついて格付を受けたいので依頼する。冷食協株式会社

東京工場 東京都中央区築地3-17-9　興和日東ビル４階

d）整理
番号

e）品目分類 h）認定証票貼付場所

合計数量

新たな製品をリストに追加する際
は、貴工場にて生産終了日に新と
入力して報告してください。

認定証票を貼付した生産が終了
する製品には、生産終了日を入力
して報告してください。



別紙２－１　冷凍食品格付依頼書　書式 作成日：　　　年　　　　月　　　　日

（様式4.3）

一般財団法人　日本冷凍食品検査協会    殿

工場住所

工 場 名

認定工場番号 0 報告基本（期間）：前月21日～当月20日　（単位：キログラム）

銘柄ｺｰﾄﾞ 銘柄名 市販用 業務用 計 備考

冷 凍 食 品 格 付 依 頼 書

0

下記の20　年　月分（20　年　月21日～20　年　　月20日）の製造荷口について格付を受けたいので依頼す
る。



別紙２－２　冷凍食品格付依頼書　表示例１ 作成日：2015年　　1月　　30日

（様式4.3）

一般財団法人　日本冷凍食品検査協会    殿

工場住所

工 場 名

認定工場番号 999999 報告基本（期間）：前月21日～当月20日　（単位：キログラム）

銘柄ｺｰﾄﾞ 銘柄名 市販用 業務用 計 備考

120202 ずわいがに 100 0 100

210101 えだ豆 100 0 100

240201 アスパラガス 100 0 100

414101 チキンカツ 0 100 100

415101 ポテトコロッケ 200 100 300

430103 えびしゅうまい 100 100 200

430104 かにしゅうまい 100 0 100

451101 炒飯 400 0 400

451111 ピラフ 200 0 200

456102 焼おにぎり 100 0 100

510131 アメリカンドッグ 0 100 100

510181 パン生地 100 0 100

511101 ゼリー 0 0 0

511102 プリン 100 100 200

513121 今川焼 100 0 100

合　　計 1,700 500 2,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

冷 凍 食 品 格 付 依 頼 書

東京都中央区築地3-17-9　興和日東ビル４階

冷食協株式会社東京工場

下記の2015年1月分（2014年12月21日～2015年　1月20日）の製造荷口について格付を受けたいので依頼す
る。



別紙２－３　冷凍食品格付依頼書　エラー表示例２

※各行の確認メッセージを参考に入力してください。 作成日：2015年　　1月　　30日
※製品と銘柄の合計数量に違いが発生しています。

（様式4.3）

一般財団法人　日本冷凍食品検査協会    殿

工場住所

工 場 名

認定工場番号 999999 報告基本（期間）：前月21日～当月20日　（単位：キログラム）

銘柄ｺｰﾄﾞ 銘柄名 市販用 業務用 計 備考

415101 ポテトコロッケ 1,000 0 1,000

451101 炒飯 10,000 0 10,000

合　　計 11,000 0 11,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

冷 凍 食 品 格 付 依 頼 書

東京都中央区築地3-17-9　興和日東ビル４階

冷食協株式会社東京工場

下記の2015年1月分（2014年12月21日～2015年　1月20日）の製造荷口について格付を受けたいので依頼す
る。

格付製品リストで入力に不備があ
る場合、このコメントが表示されま
す。



別紙３　銘柄コード一覧表
大分類
コード

大分類
中分類
コード

中分類
小分類
コード

小分類 銘柄名 銘柄コード
銘柄内容（例）

1 水産冷凍食品 1 魚類 01 かつお・まぐろ かつお 110101 かつおのたたきを含む
まぐろ 110102 まぐろのすき身を含む

02 かじき類 かじき類 110299 めかじき、その他のかじきを含む
03 かれい類 かれい類 110399 かれい、ひらめを含む
04 たら たら 110401 まだら、すけとうを含む
05 さけ・ます さけ 110501

ます 110511
06 赤魚 赤魚 110601 メヌケ、アコウダイを含む
07 あじ・さば類 あじ 110701 アジの干物を含む

さば 110711 しめさばを含む
99 その他の魚類 その他の魚類 119999

2 甲殻類 01 えび類 殻付えび 120101 有頭えびを含む
むきえび 120102
その他のえび 120199 おきあみ、桜えびなどを含む

02 かに類 たらばがに 120201 アブラガニ、花咲ガニ含む
ずわいがに 120202 マルズワイ、紅ズワイ含む
毛がに 120203
その他のかに 120299 たらば、ずわい、毛がに以外全て

99 その他の甲殻類 その他の甲殻類 129999 しゃこを含む
3 軟体類 01 いか類 いか 130101 いか足を含む

02 たこ類 たこ 130201 味付たこ、酢だこを含む
03 貝類 ほたて 130301 ほたて貝柱を含む

あさり 130311
かき 130321

その他の貝 130399
はまぐり、しじみ、赤貝、あわび（近年
実績なし）を含む

99 その他の軟体類 その他の軟体類 139999 エスカルゴを含む
4 魚卵 01 魚卵 魚卵 140101
5 海藻 01 海藻 海藻 150101
6 シーフードミックス 01 シーフードミックス シーフードミックス 160101

9 その他の水産物 99 その他の水産物 その他の水産物 199999
くじら、カエル、ワニ、子持昆布などを
含む

2 農産冷凍食品 1 豆類 01 ダイズ えだ豆 210101 剥き枝豆も含む
大豆 210102

02 エンドウ グリンピース 210201 莢付のものも含む
きぬさや 210202

03 インゲン さやいんげん 210301

いんげん豆 210302
白インゲン、キドニービーン、うずら豆
を含む

99 その他豆類 そら豆 219901
その他豆類 219999 落花生、異種のビーンミックスを含む

2 いも類 01 ばれいしょ ボイルポテト 220101 油でブランチングしたものも含む

フレンチフライドポテト 220102
シューストリングポテト、ナチュラルカッ
トポテトを含む

その他ポテト 220199 ハッシュドポテト（生）を含む

02 さといも さといも 220201
タロイモ、セレベス、エビイモ含む（さと
いも科）

03 さつまいも さつまいも 220301 干しいもを含む

04 やまのいも やまのいも（とろろ） 220401
ナガイモだけでなく、ヤマトイモも含
む、擂ったものも入る

99 その他いも類 その他いも類 229999
3 根菜類 01 根菜類 にんじん 230101

ごぼう 230102
れんこん 230103
その他根菜類 230199 しょうが、大根（おろし）を含む

4 葉茎類等 01 葉菜類 ほうれん草 240101
キャベツ 240111

その他葉菜類 240199
はくさい、小松菜、モロヘイヤ、ケー
ル、春菊、青梗菜（ちんげんさい）を含
む

02 茎菜類 アスパラガス 240201 色に依らずアスパラ全て
たまねぎ 240211
ねぎ類 240212 玉ねぎ以外、長ネギ、ニンニクも含む

03 花菜類 花菜類 240301
ブロッコリー、カリフラワー、菜花、食
用菊、みょうが、ふきのとうを含む

04 果菜類 かぼちゃ 240401

その他果菜類 240499
オクラ、ナス、ピーマンを含む。
果実は別に分類する

99 その他葉茎類等 その他葉茎果類 249999 うど、シソ、バジルを含む
5 穀物類 01 とうもろこし 軸付コーン 250101 カットコーン（軸付き輪切り）を含む

カーネルコーン 250102 スイートコーン、ホールコーンを含む
6 ミックスベジタブル 01 ミックスベジタブル ミックスベジタブル 260101 和風、洋風を問わず混合品を指す
7 キノコ類 01 キノコ類 キノコ類 270101
8 果実類 01 ベリー類 いちご 280101 いちごドロップ、スライスいちごを含む

ブルーベリー 280111
その他ベリー類 280199 ラズベリー、ミックスべリーを含む

02 柑橘類 みかん 280201 温州みかんのみ
レモン 280211

その他柑橘類 280299
オレンジ、夏みかん、ゆず、かぼす、ス
ダチ、グレープフルーツを含む

03 パインアップル パインアップル 280301
04 モモ類 もも 280401 桜桃、白桃、ネクタリンなど

あんず 280411
81 果汁類 果汁 288101 ジュース（果物を問わず）

濃縮果汁 288102 ジュース（果物を問わず）

99 その他の果実 その他の果実 289999
メロン、甘栗、ミックスフルーツ、すも
も、プルーンやミックスフルーツを含む

9 その他の野菜 99 その他の野菜 その他の野菜 299999
わらび、野菜汁と果汁の混合品を含
む

3 畜産冷凍食品 1 食鳥類 01 鶏肉 鶏肉 310101
鶏もも、骨付きもも、ささみ、チューリッ
プ、胸肉、手羽を含む

鶏ひき肉 310102
鶏その他 310199 鶏内臓、とさかを含む

99 その他の食鳥 その他の食鳥 319999
あひる、かも、七面鳥、うずら、駝鳥を
含む

2 肉類 01 牛肉 牛肉 320101 牛正肉を含む
牛ひき肉 320102



別紙３　銘柄コード一覧表
大分類
コード

大分類
中分類
コード

中分類
小分類
コード

小分類 銘柄名 銘柄コード
銘柄内容（例）

3 畜産冷凍食品 2 肉類 01 牛肉 牛その他 320199 牛タン、牛内臓肉を含む
02 豚肉 豚肉 320201 豚正肉を含む

豚ひき肉 320202
豚その他 320299 豚タン、豚内臓肉を含む

03 羊肉 羊肉 320301 味付けマトン、ジンギスカンを含む
04 馬肉 馬肉 320401
05 合びき 合びき 320501 肉の種類、比率に依らない

99 その他の肉類 その他の肉類 329999

くじらは水産冷凍食品。
水牛、バッファロー、いのしし、いのぶ
た、ジビエ、各種肉の盛り合わせを含
む

3 卵類 01 卵類 卵 330101 鶏卵、白身、黄身を含む
4 調理冷凍食品 1 フライ類あげもの類 01 水産フライ えびフライ 410101

いかフライ 410102
かきフライ 410103
魚フライ 410104

その他の水産フライ 410119
ホタテフライ、カニフライ、貝柱フライ
（小柱も含む）、イカ、エビ寄せフライ、
かに身入爪フライ、爪フライを含む

フリッター 410121 エビフリッターを含む
その他の水産てんぷら 410129
その他の水産から揚げ 410139 エビナゲットを含む

11 スチック 水産メンチカツ・スチック 411101
魚メンチカツ、スチック全て、イカカツ、
イカメンチ、エビカツ、カニカツ等もここ
に分類する。

21 農産フライ かぼちゃフライ 412101
味付けした挽肉などを合わせて揚げ
たものはその他の農産物フライに分
類する

オニオンフライ 412102
大学いも 412111
野菜かき揚げ 412121

その他の農産物フライ 412179
ポテトフライ、スイートポテトフライ、野
菜メンチカツを含む

その他の農産物天ぷら 412189
その他の農産物から揚げ 412199 ごぼうスナックを含む

31 畜産フライ メンチカツ 413101 ミンチカツも含む
肉のてんぷら 413111 挽肉を使用したものも含む
とりのから揚げ 413121 鶏竜田揚げを含む
チキンナゲット 413122
その他肉のから揚げ 413199 鶏肉以外の肉のから揚げを含む

41 カツレツ チキンカツ 414101 ささみフライを含む
トンカツ 414102 成型肉のカツを含む
ビーフカツ 414103

その他カツレツ 414199
ソーセージカツ、串カツ（肉のみ）、ハ
ムカツを含む

51 コロッケ ポテトコロッケ 415101

ポテトベースのコロッケ全部（牛肉コ
ロッケ、野菜コロッケ、コーンコロッケ、
カレーコロッケ、豚肉コロッケなど）を
含む

カボチャコロッケ 415102

クリームコロッケ 415111

クリームベースのコロッケ（カニクリー
ムコロッケ、エビクリームコロッケ、ベ
シャメルコロッケ、グラタンコロッケな
ど）を含む、乳脂肪率によらず液状形
態のもの

その他のコロッケ 415199
ライスコロッケ、豆腐コロッケ、クノーデ
ルを含む

99 その他フライ類 フライ類 419919

・複数の主要原料で構成される具にパ
ン粉を付けて揚げたもの。魚チーズフ
ライ、魚のタルタルソースのフライ、チ
キンチーズカツ、カツカレーフライ、
チーズちくわフライなど、
・畜肉以外の原料を具の主成分とした
カツレツ、メンチカツ、フライ。○○カツ
（ツナコーン、コーンチャウダー、豆腐
メンチカツ、はんぺんチーズフライ、う
ずら卵のフライなどを含む

天ぷら類 419929

・複数の主要原料で構成される具に小
麦粉を衣として付けて揚げたもの。○
○と豆腐のふんわり天（魚、野菜　な
ど）を含む

から揚げ類 419939

小麦粉や片栗粉またはプレミックス
（調整粉）のから揚げ粉などを薄くまぶ
して油で揚げたもの又は素揚げしたも
の

その他フライ類 419999

上記フライ類あげもの類のいずれの
銘柄にも該当しないもの
・所謂春巻ではないが春巻の川で巻
いて揚げたもの
・○○包み揚げ
・サモサ

2 ハンバーグ類 01 ハンバーグ ハンバーグ 420101
ミートパテー 420102 生のハンバーグを含む

その他のハンバーグ 420199
ビーフ・ポーク・チキン以外のハンバー
グ、チーズインハンバーグを含む

11 ミートボール チキンボール 421101 とりつくねを含める

その他のミートボール 421199
鶏肉以外の入ったチキンボールも含
む

21 フィッシュハンバーグフィッシュハンバーグ 422101
31 フィッシュボール いかボール 423101

たこボール 423102
その他フィッシュボール 423199

3 中華総菜 01 しゅうまい ポークしゅうまい 430101 野菜以外のあんは豚肉
肉系しゅうまい 430102 あんに豚肉以外の肉使用のもの
えびしゅうまい 430103 あんにえび入り
かにしゅうまい 430104 あんにかに入り



別紙３　銘柄コード一覧表
大分類
コード

大分類
中分類
コード

中分類
小分類
コード

小分類 銘柄名 銘柄コード
銘柄内容（例）

4 調理冷凍食品 3 中華総菜 01 しゅうまい 海鮮入りしゅうまい 430105
エビのせシュウマイ、えび、かに以外
の海鮮使用の場合を含む

小龍包 430111
具材によらず、包むものは皮で発酵生
地でないものが該当する。

その他のしゅうまい 430199
豆腐しゅうまい、湯包（タンバオ）を含
む

11 ぎょうざ 肉系ぎょうざ 431101 あんが野菜と肉
えびぎょうざ 431102 あんにえび入り
海鮮入りぎょうざ 431103 あんにえび以外の海鮮入り
その他のぎょうざ 431199 肉、海鮮以外のあんを使用の場合

21 春巻 肉系春巻 432101 あんが野菜と肉
えび春巻 432102 あんにえび入り
かに春巻 432103 あんにかに入り

海鮮入り春巻 432104
あんにえび、かに以外の海鮮使用の
場合、この銘柄に含める

その他の春巻 432199
肉、海鮮以外のあんを使用の場合が
該当する。生春巻きを含む

99 その他中華総菜 酢豚 439901
八宝菜 439902
中華丼の具 439903
エビチリソース 439904 エビ入りのものを含む

その他の中華総菜 439999
かに玉は卵製品、フカヒレスープはシ
チュー・ソース類に分類する

4 洋風総菜 01 シチュー・ソース類 コンソメ 440101 ブイヨン、フォンを含む

ポタージュ 440102
コーンスープ、クラムチャウダーを含
む

シチュー 440111

カレー 440112
カレースープ含む。カレーライスは米
飯類に分類する

ハヤシライスの具 440113
ハッシュドビーフ、ビーフストロガノフを
含む

ソース 440121
料理の一部であり、何かをつけくわえ
て完成するものを分類する

その他シチュー・スープ類 440199
フカヒレスープ等中華スープ、ミネスト
ローネスープ、ボルシチ、オニオングラ
タンスープを含む

11 グラタン類 エビグラタン 441101
エビグラタン以外のグラタンは全てそ
の他グラタン類とする

ドリア 441111 ご飯にソースをかけて焼きあげたもの
ラザニア 441121 ラザニアパスタ使用の物全て

その他グラタン類 441199
えびグラタン以外のグラタン、コキー
ルを含む

99 その他洋風総菜 その他洋風総菜 449999
コンソメゼリー、コンソメジュレ、エスカ
ベーシュを含む

5 米飯類 01 米飯 白飯 450101
赤飯 450102

11 炒めご飯 炒飯 451101
五目炒飯を含む、和風、中華風の焼き
飯を含む

ピラフ 451111

バターライス、ドライカレー、そばめし、
ケチャップライス、ガーリックライスを
含む、洋風焼き飯で炒めた後炊き込
んだものも含む

チキンライス 451112
オムライス 451121 オムカレーやオムハヤシも含む

21 かけご飯 カレーライス 452101
カレー単独はシチュー・ソース類のカ
レーに分類する

その他かけご飯 452199 牛丼、中華丼を含む
31 汁ご飯 リゾット 453101 和風雑炊も含む
41 混ぜご飯 混ぜご飯 454101 おこわを含む

その他混ぜご飯 454199 中華ちまきを含む
51 すし いなり 455101

その他すし 455199 のり巻きを含む
61 おにぎり おにぎり 456101

焼おにぎり 456102

71 もち類 もち 457101
もち単体のものがこの分類になる。
あんこ等が一緒の場合は和菓子類に
分類する。

白玉 457111
99 その他米飯類 ライスバーガー 459901

その他米飯類 459999 おかゆを含む

6 めん類 01 うどん うどん 460101
そうめん、ひやむぎ、きしめん、でんぷ
んうどん、おっきりこみを含む

11 すいとん類 スイトン 461101 耳うどん、ひっつみ、はっとを含む
21 そば そば 462101 そばはっとを含む
31 中華類 ラーメン 463101

ワンタン 463102 ワンタンメンを含む
チャンポン麺 463103

その他中華麺 463199
担担麺、炸醤麺、湯麺、冷やし中華、
沖縄そばを含む

41 パスタ類 ナポリタンスパゲティ 464101
ミートソーススパゲティ 464102
カルボナーラスパゲティ 464103
ショートパスタ 464111 マカロニ、クスクス、リゾーニを含む
詰め物入りパスタ 464121 ラビオリを含む

その他パスタ類 464199
ナポリタン、ミートソース、カルボナー
ラ以外のスパゲティ、スープパスタ、
ニョッキを含む

51 焼きそば類 焼きそば 465101 焼きうどん、パッタイ、炒麺を含む
オムソバ 465111

99 その他めん類 ライスヌードル 469901 フォー、ビーフンを含む

その他めん類 469999
揚げ麺、そばがき、巣ごもりそばを含
む

7 練製品 01 水産練製品類 すり身 470101
かまぼこ 470111 かにかまぼこを含む

竹輪 470112
ちくわの天ぷら、磯部揚げ、ちくわフラ
イを含む



別紙３　銘柄コード一覧表
大分類
コード

大分類
中分類
コード

中分類
小分類
コード

小分類 銘柄名 銘柄コード
銘柄内容（例）

4 調理冷凍食品 7 練製品 01 水産練製品類 つみれ 470113 黒はんぺんを含む

揚げかま 470114
さつま揚げ、ちぎり揚げ、～巻(揚げて
いるもの)を含む

はんぺん 470115 チーズはんぺんを含む
しんじょ 470116 揚げしんじょも含む
伊達巻 470117
魚肉ハム・ソーセージ 470121
その他の水産練製品 470199

11 畜産練製品類 ハム 471101
ソーセージ 471102 ウインナーを含む

その他の畜産練製品 471199
ベーコンや混練しないハム、コンビー
フ、ビーフジャーキーを含む

8 スナック 01 粉もの お好み焼 480101
広島焼、チヂミ、モダン焼、豆腐お好
み焼き、もんじゃ焼きを含む

たこ焼 480102 明石焼、ボール焼きを含む
11 ピザ チーズピザ 481101

ミックスピザ 481102

その他のピザ 481199
カルツォーネを含む。ピザクラストはパ
ン類に分類する

21 中華まん 肉まん 482101 豚まんを含む
あんまん 482102

その他中華まん 482199
パオズ（小龍包以外のもの、ミニ中華
まん）、ニラ饅頭、ピザまん、カレーま
ん、バインバオを含む

99 その他のスナック その他のスナック 489999
いももち、かぼちゃもち、おやきなどを
含む

9 その他の調理食品 01 肉加工品類 ロールキャベツ 490101
ピーマン肉詰め 490102
焼豚 490111 チャーシューを含む
牛丼の具 490121

その他肉加工品 490199

八幡巻（若鶏八幡巻、牛肉八幡巻）、
鶏照焼　、ピカタ、角煮、ラフテー、東
坡肉（トンポーロー）、肉丼、豚丼の
具、カツ丼の具、グリルチキン、チキン
ソテー、チキンマリネ、スモークチキ
ン、肉煮込み、肉みそ、鳥そぼろ、ガ
パオを含む

11 豆腐加工品類 豆腐 491101
がんもどき 491102 ひろうす、飛竜頭を含む
油揚げ 491103
厚揚げ 491104 揚げだし豆腐を含む

油揚げ加工品 491111

しのだ、そのだ巻、
○○いなり
○○巾着といった油揚げを袋にしてそ
の中に寿司飯以外の詰め物（もちな
ど）をしたものを含む
なお、いなり寿司は、「いなり：455101」
に分類する。

湯葉加工品 491121
湯葉、○○と湯葉巻き（野菜、海老、
鶏　など）、湯葉包み揚げを含む

豆腐ハンバーグ 491141
豆腐の構成比が肉より多いハンバー
グ、おからハンバーグを含む

マーボー豆腐 491142

その他豆腐製品 491199
高野豆腐、肉豆腐、おから、豆腐だん
ご、納豆を含む

21 魚加工品類 焼魚 492101
魚の照焼、さんま蒲焼、イカポッポ、う
なぎ蒲焼、うなぎ白焼きを含む

煮魚 492111 つくだに、ぶり大根を含む
漬魚 492121 魚のみりん干、西京漬
その他魚製品 492199 魚のほぐし身、魚フレークを含む

31 卵製品類 オムレツ 493101
スコッチエッグ 493102

卵焼 493111
（具の入っていない）卵焼、具材入り卵
焼、巻芯、錦糸卵、目玉焼き、オムラ
イスシートなどを含む

茶わんむし 493112
その他和風卵製品 493119 卵そぼろ、炒り卵、親子丼の具を含む
かに玉 493121
その他中華風卵製品 493129 中華風卵炒めを含む

その他洋風卵製品 493139
スクランブルエッグ、ベーコンエッグ、
キッシュ、ポーチドエッグを含む

その他卵製品 493199 ゆで卵を含む
41 野菜加工品 ペーストピューレ類 494101 バジルペースト、トマトピューレを含む

野菜加工惣菜 494102

裏ごし野菜、和風総菜各種（きんぴ
ら、ごまあえ、おひたし等）、野菜加工
品（焼きナス、煮ナス、揚げナス等）を
含む

89 弁当等 弁当等アソート品 498901
ハンバーグとナポリタンのセットや幕
の内弁当を含む

99 その他の調理食品 テリーヌ 499901
介護食品 499951 ムース状食品を含む
その他調理食品 499999 豚汁の具、肉入り野菜炒めを含む

5 その他冷凍食品 1 菓子類 01 パン類 パン 510101 食パン、ナンを含む
ピザクラスト 510102

菓子パン調理パン 510111

おかずパン、サンドウィッチ、ハンバー
ガー、カレーパン、メロンパン、チーズ
ドック（原宿ドック）、ホットドック、コロッ
ケパン、ピロシキ、揚げパン、ブドウパ
ン、ブリオシュ、パネトーネ、トッピング
の無いデニッシュ、クロワッサンを含む

蒸しパン 510112 マーラーカオを含む

ドーナツ 510121
あんドーナツ、焼きドーナツ、豆腐ドー
ナツ、ツイストドーナツを含む

チュロス 510122
アメリカンドッグ 510131 フレンチドッグ含む
パン生地 510181 ピザ生地を含む
その他パン類 510199 グリッシーニ、ラスク、乾パンを含む



別紙３　銘柄コード一覧表
大分類
コード

大分類
中分類
コード

中分類
小分類
コード

小分類 銘柄名 銘柄コード
銘柄内容（例）

5 その他冷凍食品 1 菓子類 11 ゼリー類 ゼリー 511101 フレッシュゼリー、ジュレを含む

プリン 511102
マンゴープリン、カスタードプディング、
クリームブリュレを含む

ババロア 511103 パンナコッタを含む
杏仁豆腐 511111
その他ゼリー類 511199

21 パイ類 アップルパイ 512101
ミートパイ 512102
パイ生地 512181 パイシートを含む
その他のパイ 512199 ミルフィーユ、キーライムパイを含む

31 和菓子類 団子 513101
笹だんご、すあま、赤福を含む

大福餅 513102
おはぎ 513103
ようかん 513111 水ようかんを含む
今川焼 513121 大判焼、回転焼を含む
鯛やき 513122

あんみつ類 513131
みつ豆、ところてん、寒天ベースのも
のを含む

その他和菓子 513199 人形焼、あんこ、いきなり団子を含む
41 洋菓子類 シュークリーム 514101 エクレアを含む

ケーキ 514102
ラウンド、ショート、スクエア、ミニ等
全て

ホットケーキ 514111 パンケーキを含む
クレープ 514112 おかず的なものを含む
ワッフル 514113

クリーム 514121
ホイップクリーム、カスタードクリーム
を含む

ムース 514122

その他洋菓子 514199

フール、デザートタコス、スイートポテ
ト、マフィン、ブッセ、コンフィチュール、
カステラ、ダンプリング、シベリア（羊羹
カステラ）を含む

99 その他菓子類 その他菓子 519999

駄菓子、スナック菓子、中華菓子、
シャーベットを含む。但し、果汁のみの
シャーベットは果汁類（農産冷凍食品）
に分類する
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