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産業別生産物分類リスト（Ｅ 製造業②）に係る補足資料 

 

 補 足 １  

中分類「11 繊維工業」の生産物分類（案）の策定の考え方について 

→ 「衣服」、「下着」及び「帽子」については、以下のとおり生産物分類案を設定 
 

（具体的な設定例） 

「衣服」及び「下着」→ 工業統計の品目が原材料により設定されているのに対し、生産物

分類(案)では男女の別を無くし、「背広服・スーツ」、「制服」、「スポ

ーツ用」などのように「用途」で組み替えを行い、設定 

2019 年工業統計調査商品分類表 生産物分類（案） 

分類項目名（案） 定義・内容例示 分類項目名（案） 定義・内容例示 

織物製成人男子・少年服（不織
布製及びレース製を含む） 

 背広服・スーツ  

 織物製背広服上衣（ブレザ
ー､ジャンパー等を含む） 

 

織物製成人男子・少年用背広
服上衣（ブレザー､ジャンパー
等を含む） 

  

 織物製背広服ズボン（替え
ズボンを含む） 

 

  

織物製成人男子・少年用背広
服ズボン（替えズボンを含む） 

 織物製スーツ上衣（ブレザ
ー､ジャンパー等を含む） 

 

  

織物製成人男子・少年用オー
バーコート類 

繊維製レインコート、スプリン
グコート等 

織物製スーツスカート・スー
ツズボン 

 

 

織物製成人男子・少年用制服
上衣・オーバーコート類 

警察職員制服、消防職員制
服、自衛隊制服等の官公需

用の制服 

オーバー・レインコート類  

織物製オーバーコート トッパーコート、スプリングコー
ト、ママコート等  

織物製成人男子・少年用制服
ズボン 

 織物製ﾚｲﾝｺｰﾄ･ｺﾞﾑ引合羽・
ﾋﾞﾆﾙ合羽 

繊維製レインコート 

  

織物製成人男子・少年用ｺﾞﾑ引
合羽・ﾚｲﾝｺｰﾄ･ﾋﾞﾆﾙ合羽 

 制服  

 織物製制服上衣 警察職員制服、消防職員制
服、自衛隊制服等の官公需

用の制服 
織物製成人女子・少女服（不織
布製及びレース製を含む） 

  

  

織物製成人女子・少女用ワン
ピース･スーツ上衣（ブレザー､
ジャンパー等を含む） 

 織物製制服ズボン  

 織物製制服スカート  

 織物製制服ｵｰﾊﾞｰｺｰﾄ類  

織物製成人女子・少女用スカ
ート・ズボン 

 ワンピース  

 織物製ワンピース  

織物製成人女子・少女用ブラ
ウス 

 乳幼児服  

 織物製乳幼児服 上衣、ズボン、スカート、オー
バーオール、レインコート、ロ
ンパース、園児服等 

織物製成人女子・少女用オー
バー・レインコート 

トッパーコート、スプリングコ
ート、ママコート等 

 

 

織物製成人女子・少女用制服 警察職員制服、消防職員制
服、自衛隊制服等の官公需

用の制服 

ニット製乳幼児用外衣 上衣、ｹｰﾌﾟ、ｾｰﾀｰ、ｶｰﾃﾞｨｶﾞ
ﾝ、ﾍﾞｽﾄ、ｽﾞﾎﾞﾝ、ｽｶｰﾄ、ﾚｷﾞﾝ

ｽ、ﾛﾝﾊﾟｰｽ、園児服等 
  

  

織物製乳幼児服（不織布製及
びレース製を含む） 

 ブラウス  

 織物製ブラウス  

織物製乳幼児服 上衣、ズボン、スカート、オー
バーオール、レインコート、ロ
ンパース、園児服等 

ニット製ブラウス  

 ワイシャツ  

 織物製ワイシャツ  

織物製シャツ（不織布製及びレ
ース製を含み、下着を除く） 

 ニット製ワイシャツ  

 シャツ（ﾜｲｼｬﾂ、下着を除く）  

織物製ワイシャツ  織物製その他のシャツ 開きんｼｬﾂ、ｱﾛﾊｼｬﾂ等 

織物製その他のシャツ 開きんｼｬﾂ、ｱﾛﾊｼｬﾂ等 ニット製アウターシャツ類（ス
ポーツ用を除く） 

Ｔｼｬﾂ、ﾄﾚｰﾅｰ、ﾎﾟﾛｼｬﾂ、ｶｯﾄｿ
ｰ等 織物製事務用・作業用・衛生

用・ｽﾎﾟｰﾂ用衣服・学校服（不

織布製及びﾚｰｽ製を含む） 

 

 事務用・作業用・衛生用衣服  

 織物製事務用・作業用・衛生
用衣服 

医務服、白衣、事務服、上張
り、割ぽう着助産着、エプロ

ン、美容衣、看護衣、つなぎ
服、ジーンズ、作業服ズボン、
スカート・ ズボン、前だれ（よ

織物製事務用・作業用・衛生用
衣服 

医務服、白衣、事務服、上張
り、割ぽう着助産着、エプロ
ン、美容衣、看護衣、つなぎ

服、ジーンズ、作業服ズボ
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2019 年工業統計調査商品分類表 生産物分類（案） 

 ン、スカート・ ズボン、前だ
れ（よだれ掛を除く）等 

 だれ掛を除く）等 

 ニット製事務用・作業用・衛
生用衣服 

ニット製衛生用衣服、ニット製
事務用衣服、ニット製作業服 織物製スポーツ用衣服 スキー服、スケート服、狩猟

服、乗馬服、登山服、野球ユ

ニホーム、海水着、海浜着、
海水パンツ、ダウンジャケッ
ト、スポーツ用ズボン・スカー

ト等 

 スポーツ用衣服  

 織物製スポーツ用衣服 スキー服、スケート服、狩猟
服、乗馬服、登山服、野球ユ

ニホーム、海水着、海浜着、
海水パンツ、ダウンジャケッ
ト、スポーツ用ズボン・スカー

ト等 

  

  

  

織物製成人男子・少年用学校
服上衣・オーバーコート類 

  

  

織物製成人男子・少年用学校
服ズボン 

 ニット製スポーツ上衣 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｳｪｱ上衣、ﾕﾆﾎｰﾑ上
衣ｽｷｰｳｪｱ上衣、ﾚｵﾀｰﾄﾞ等   

織物製成人女子・少女用学校
服上衣・オーバーコート類 

 ニット製スポーツ用ズボン・
スカート 

トレーニングパンツ、スポーツ
用短パン等  

織物製成人女子・少女用学校
服スカート・ズボン 

 ニット製アウターシャツ類（ス
ポーツ用） 

ｽﾎﾟｰﾂｼｬﾂ、ﾗﾝﾆﾝｸﾞｼｬﾂ（陸上
用）等  

ニット製外衣（アウターシャツ
類，セーター類などを除く） 

 ニット製海水着・海水パンツ・
海浜着 

 

  

ニット製上衣・コート類（ブレザ
ー、ジャンパー等を含む） 

 学校服  

 織物製学校服上衣・オーバ
ーコート類 

 

ニット製ズボン・スカート   

ニット製乳幼児用外衣 上衣、ｹｰﾌﾟ、ｾｰﾀｰ、ｶｰﾃﾞｨｶﾞ
ﾝ、ﾍﾞｽﾄ、ｽﾞﾎﾞﾝ、ｽｶｰﾄ、ﾚｷﾞﾝ
ｽ、ﾛﾝﾊﾟｰｽ、園児服等 

織物製学校服ズボン  

織物製学校服スカート  

 セーター類  

 ニット製セーター・カーディガ
ン・ベスト類 

 

ニット製アウターシャツ類   

ニット製アウターシャツ類 ﾜｲｼｬﾂ、ﾌﾞﾗｳｽ、ｽﾎﾟｰﾂｼｬﾂ、
Ｔｼｬﾂ、ﾄﾚｰﾅｰ、ﾎﾟﾛｼｬﾂ、ｶｯﾄ

ｿｰ、ﾗﾝﾆﾝｸﾞｼｬﾂ（陸上用）等 

その他の衣服  

 ニット製上衣・コート類（ブレ
ザー、ジャンパー等を含む） 

 

  

セーター類  ニット製ズボン・スカート  

ニット製成人男子・少年用セー
ター・カーディガン・ベスト類 

 他に分類されない衣服  

   

ニット製成人女子・少女用セー
ター・カーディガン・ベスト類 

   

   

その他の外衣・シャツ    

ニット製スポーツ上衣 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｳｪｱ上衣、ﾕﾆﾎｰﾑ
上衣ｽｷｰｳｪｱ上衣、ﾚｵﾀｰﾄﾞ

等 

  

   

   

ニット製スポーツ用ズボン・スカ
ート 

トレーニングパンツ、スポー
ツ用短パン等 

  

  

ニット製海水着・海水パンツ・
海浜着 

   

他に分類されない外衣･シャツ

（学校服、制服、作業服等を含
む） 

ニット製衛生用衣服、ニット

製事務用衣服ニット製学校
服、ニット製作業服等 

  

  

  

    

織物製下着  下着  

綿織物製下着 ｼｬﾂ、ｽﾃﾃｺ、ﾊﾟﾝﾂ、ｼｭﾐｰｽﾞ、
ｽﾘｯﾌﾟ、ﾍﾟﾁｺｰﾄ等 

綿織物製下着 ｼｬﾂ、ｽﾃﾃｺ、ﾊﾟﾝﾂ、ｼｭﾐｰｽﾞ、ｽ
ﾘｯﾌﾟ、ﾍﾟﾁｺｰﾄ等   

その他の繊維織物製下着 ｼｬﾂ、ｽﾃﾃｺ、ﾊﾟﾝﾂ、ｼｭﾐｰｽﾞ、
ｽﾘｯﾌﾟ、ﾍﾟﾁｺｰﾄ等 

その他の繊維織物製下着 ｼｬﾂ、ｽﾃﾃｺ、ﾊﾟﾝﾂ、ｼｭﾐｰｽﾞ、ｽ
ﾘｯﾌﾟ、ﾍﾟﾁｺｰﾄ等   

ニット製下着  ニット製肌着 ﾗﾝﾆﾝｸﾞｼｬﾂ（下着用）等 

ニット製肌着 ﾗﾝﾆﾝｸﾞｼｬﾂ（下着用）等 ニット製ﾌﾞﾘｰﾌ・ｼｮｰﾂ類 ﾊﾟﾝﾃｨ、ｽﾞﾎﾞﾝ下等 

ニット製ﾌﾞﾘｰﾌ・ｼｮｰﾂ類 ﾊﾟﾝﾃｨ、ｽﾞﾎﾞﾝ下等 ニット製ｽﾘｯﾌﾟ・ﾍﾟﾁｺｰﾄ類  

ニット製ｽﾘｯﾌﾟ・ﾍﾟﾁｺｰﾄ類    
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「帽子」 

→ 用途に着目し、中分類「11 繊維工業」にある「帽子（帽体を含む）」と、中分類

「32 その他の製造業」にある「麦わら・パナマ類帽子」とを統合して、生産物分

類(案)を設定 
 

2019 年工業統計調査商品分類表 生産物分類（案） 

分類項目名（案） 定義・内容例示 分類項目名（案） 定義・内容例示 

帽子（帽体を含む） 1186 帽子（帽体を含む）  

織物製帽子  織物製帽子  

その他の帽子（フェルト製、ニッ

ト製、帽体を含む） 

フェルト帽子、ニット帽子、

皮革、合成皮革製帽子、

帽体等 

麦わら・パナマ類帽子、帽体（紙

いと帽子、経木帽子を含む） 

さなだ帽子、麦わら帽子

等 

麦わら・パナマ類帽子・わら工

品 

3281 その他の帽子（フェルト製、ニッ

ト製、帽体を含む） 

フェルト帽子、ニット帽子、

皮革、合成皮革製帽子、

帽体等 

麦わら・パナマ類帽子、帽体

（紙いと帽子、経木帽子を含

む） 

さなだ帽子、麦わら帽子

等 
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補 足 ２  

中分類「13 家具・装備品製造業」の生産物分類（案）の策定の考え方について 

→ 「家具」については、以下の２案を設定 

案１： 木製及び金属製家具を合わせて、「家具」として一つの統合分類を設定 

案２： さらに、ほうろう製家具と漆器製家具を合わせるとともに、用途ごとに統合

分類を分けて設定 
 

（案 １） （案 ２） 

分類項目名（案） 定義・内容例示 分類項目名（案） 定義・内容例示 

家具（漆塗りを除く） 1311・1312 机・テーブル・いす  

机・テーブル・いす 和机、座机、ガスクッキングテ

ーブル、座卓、座いす、応接
セット、事務用机、学習机、教
卓、学校用机、学校用いす、

回転式いす、折りたたみい
す、劇場いす、連結いす（劇
場用、競技用など）、理髪店

用いす、ベンチ、図書館用
机、食堂テーブル・いす等 

木製机・テーブル・いす 和机、座机、ガスクッキングテ

ーブル、座卓、座いす、応接
セット（木製）、教卓、学校用
机、学校用いす、劇場いす、

ベンチ、図書館用机、食堂テ
ーブル・いす等 

  

  

  

  

  

 金属製机・テーブル・いす 学校用机、事務用机、学習

机、ガスクッキングテーブル、
回転式いす、折りたたみい
す、学校用いす、連結いす

（劇場用、競技用など）、理髪
店用いす、ベンチ等 

  

  

流し台・調理台・ガス台   

たんす 洋服たんす、整理たんす、和

たんす、ベビ ーたんす、ロッ
カーたんす等 

 

  

 漆器製机・テーブル  

棚・戸棚 食器棚、ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ、飾り棚、
吊り棚、水屋、茶たんす、本

棚、本箱、ｵｰﾃﾞｨｵﾗｯｸ、事務
用・家庭用書架、移動式書
架、保管庫（書庫）、物品棚、

台所用戸棚、収納壁、ﾛｯｶｰ
等 

台所・調理用家具  

 流し台・調理台・ガス台  

 ほうろう製流し台・調理台  

 システムキッチン  

 たんす・棚・戸棚・ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ  

 たんす 洋服たんす、整理たんす、和

たんす、ベビ ーたんす、ロッ
カーたんす等 

  

音響機器用キャビネット ﾗｼﾞｵ・ﾃﾚﾋﾞ・ｽﾃﾚｵ用ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ  

ベッド 二段ﾍﾞｯﾄﾞ、ﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯﾄﾞ、ｿﾌｧｰ
ﾍﾞｯﾄﾞ等 

棚・戸棚 食器棚、ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ、飾り棚、
吊り棚、水屋、茶たんす、本

棚、本箱、ｵｰﾃﾞｨｵﾗｯｸ、事務
用・家庭用書架、移動式書
架、保管庫（書庫）、物品棚、

台所用戸棚、収納壁、ﾛｯｶｰ
等 

  

金属製電動ベッド   

システムキッチン   

その他の家具 げた箱、鏡台、傘立、ｱｲﾛﾝ
台、ﾊﾝｶ ﾞｰ掛、張板（洗張

用）、こたつ板、こたつやぐ
ら、ﾚｺｰﾄﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ、ｶﾗｰﾎﾞｯｸ
ｽ、火ばち、電話台、裁縫箱、

人形ｹｰｽ、はえ帳、長持、へ
ら台、育児用家具（除ﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞ
ｯﾄﾞ）、ｺｰﾄ掛、竹・籐・きりゅう

製家具、ﾐｼﾝﾃｰﾌﾞﾙ（脚を除
く）、工場作業台、食堂用取
付家具、実験台、洗面化粧

台、麻雀台、車両・船舶・航空
機用家具、ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ、
引出箱、はえ帳、ﾜｺﾞﾝ類、傘

立、衣裳ｹｰｽ、ﾏｶﾞｼﾞﾝﾗｯｸ、洗
面化粧台、什器等 

 

  

  

 音響機器用キャビネット ﾗｼﾞｵ・ﾃﾚﾋﾞ・ｽﾃﾚｵ用ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 

 ベッド  

 ベッド 二段ﾍﾞｯﾄﾞ、ﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯﾄﾞ、ｿﾌｧｰ

ﾍﾞｯﾄﾞ等   

 電動ベッド  

 その他の家具  

 その他の家具 げた箱、鏡台、傘立、ｱｲﾛﾝ

台、ﾊﾝｶ ﾞｰ掛、張板（洗張
用）、こたつ板、こたつやぐら、
ﾚｺｰﾄﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ、ｶﾗｰﾎﾞｯｸｽ、

火ばち、電話台、裁縫箱、人
形ｹｰｽ、はえ帳、長持、へら
台、育児用家具（除ﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯ

ﾄﾞ）、ｺｰﾄ掛、竹・籐・きりゅう製
家具、ﾐｼﾝﾃｰﾌﾞﾙ（脚を除く）、
工場作業台、食堂用取付家

具、実験台、洗面化粧台、麻
雀台、車両・船舶・航空機用
家具、ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ、引出

箱、はえ帳、ﾜｺﾞﾝ類、傘立、衣
裳ｹｰｽ、ﾏｶﾞｼﾞﾝﾗｯｸ、洗面化
粧台、什器等 

  

  

  

  

  

  

他に分類されない窯業・土石
製品 

2199  

  

その他のほうろう鉄器 建築用ほうろう製品、ほうろう
製流し台・調理台等 

 

  

漆器 3271  

漆器製家具 ﾃｰﾌﾞﾙ、机、鏡台、仏壇、什器

等 
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補 足 ３  

中分類「15 印刷・同関連業」の生産物分類（案）の策定の考え方について 

→ 「印刷」については、以下の２案を設定 

案１： 印刷方式により分類する案（2019 年工業統計調査商品分類表に基づく設定） 

案２： 製品別に分類する案（生産動態統計：4300 印刷月報） 
 

（案 １） （案 ２） 

分類項目名（案） 定義・内容例示 分類項目名（案） 定義・内容例示 

ｵﾌｾｯﾄ印刷（紙に対するもの）  印刷  

ｵﾌｾｯﾄ印刷（紙に対するもの） 平版印刷、デジタル印

刷、オンデマンド印刷 

出版印刷  

 商業印刷  

ｵﾌｾｯﾄ印刷以外の印刷（紙に

対するもの） 

 証券印刷  

 事務用印刷  

とっ版印刷物（紙に対するも

の） 

活版印刷 包装印刷  

 建装材印刷  

おう版印刷物（紙に対するも

の） 

スクリーン印刷、グラビア

印刷 

その他の印刷  

  

紙以外の印刷    

紙以外のものに対する印刷物 金属、木材、陶磁器、ｶﾞﾗ

ｽ、ｾﾙﾛｲﾄﾞ、ｾﾛﾌｧﾝ、ﾋﾞﾆﾙ

等に対する特殊印刷 

  

   

   

 

 

 
 


