
清涼飲料 果実・果汁類野菜・穀物類 肉・卵類 米飯類 その他・混合品 合計
8 363 125 31 130 255 912

〔-〕 〔84.0〕 〔88.0〕 〔-〕 〔93.5〕 〔87.3〕 〔90.7〕
生産分 149,962 2,273,352 1,001,292 345,959 593,760 2,197,949 6,562,274

国 小売金額 〔-〕 〔82.0〕 〔88.6〕 〔-〕 〔92.8〕 〔89.7〕 〔93.8〕
- 20 53 0 19 133 225

〔-〕 〔100.0〕 〔108.2〕 〔0〕 〔59.4〕 〔84.7〕 〔86.2〕
生産分 - 388,123 793,982 0 360,569 2,345,153 3,887,827

小売金額 〔-〕 〔116.4〕 〔95.3〕 〔0〕 〔63.3〕 〔83.6〕 〔83.5〕
8 383 178 31 149 388 1,137

〔-〕 〔84.7〕 〔93.2〕 〔1033.3〕 〔87.1〕 〔86.4〕 〔89.8〕
内 生産分 149,962 2,661,475 1,795,274 345,959 954,329 4,543,102 10,450,101

小売金額 〔-〕 〔85.7〕 〔91.4〕 〔295.2〕 〔79.1〕 〔86.5〕 〔89.7〕
95 1,889 214 - 1,524 1,198 4,920

〔-〕 〔84.3〕 〔72.5〕 〔-〕 〔115.9〕 〔98.4〕 〔97.1〕
生産分 113256 2,293,943 257,095 - 1,650,768 1,439,638 5,754,700

小売金額 〔-〕 〔84.0〕 〔75.6〕 〔-〕 〔115.8〕 〔100.0〕 〔96.6〕
- 12 8 - 1,215 3,847 5,082

生 〔-〕 〔32.4〕 〔40.0〕 〔-〕 〔94.2〕 〔107.4〕 〔102.3〕
生産分 - 42,289 25,588 - 2,961,611 8,806,504 11,835,992

小売金額 〔-〕 〔29.8〕 〔37.1〕 〔-〕 〔91.2〕 〔102.4〕 〔97.5〕
4,977 - - - - - 4,977

〔-〕 〔-〕
生産分 2,151,623 - - - - - 2,151,623

小売金額 〔-〕 〔-〕
産 5,088 2,284 400 31 2,888 5,433 16,124

〔-〕 〔83.6〕 〔79.1〕 〔75.6〕 〔104.0〕 〔103.5〕 〔142.7〕
清涼飲料除く

11,036
〔97.7〕

2,414,841 4,997,707 2,077,957 345,959 5,566,708 14,789,244 30,192,416
〔-〕 〔83.6〕 〔87.6〕 〔172.3〕 〔94.7〕 〔96.7〕 〔101.6〕

清涼飲料除く
27,777,575

〔93.4〕
- 114 111 - - 16 241

輸 〔96.6〕 〔123.3〕 〔-〕 〔-〕 〔160.0〕 〔110.5〕
入 輸入分 - 206,828 199,801 - - 23,664 430,293

小売金額 〔96.8〕 〔124.8〕 〔-〕 〔-〕 〔163.5〕 〔110.9〕
5,088 2,398 511 31 2,888 5,449 16,365

〔-〕 〔84.2〕 〔85.7〕 〔45.6〕 〔104.0〕 〔103.6〕 〔142.1〕
［33.8］ ［14.1］ ［3.0］ ［0.1］ ［16.9］ ［32.0］ ［100.0］

［21.3］ ［4.5］ ［0.2］ ［25.6］ ［48.3］ 11,277
［100.0］

2,414,841 5,204,535 2,277,758 345,959 5,566,708 14,812,908 30,622,709
〔-〕 〔84.0〕 〔89.9〕 〔172.6〕 〔94.7〕 〔96.7〕 〔101.7〕

［7.9］ ［17.0］ ［7.4］ ［1.1］ ［18.2］ ［48.4］ ［100.0］
［18.5］ ［8.1］ ［1.2］ ［19.7］ ［52.5］ 28,207,868

［100.0］

日本ベビーフード協議会
　　4) 缶詰は瓶詰めに含む

　  2) 生産・輸入分小売金額　100円以下四捨五入

清涼飲料を除く構成比率

清涼飲料を除く構成比率

総小売金額

ペットボトル

　　3) スティックタイプはレトルト食品に包括

［構成比率%］

注 1) 生産・輸入量　100kg以下四捨五入

瓶詰
輸入量

総供給量

［構成比率%］

生産量

   単位 ：生産量,輸入量；トン

〔生産分小売金額＋輸入分小売金額〕

            生産分金額・輸入分小売金額；千円（標準小売価格

　　　　    〔　〕対前年比；%

生産量
計

レトルト食品
（その他容
器詰含む）

生産量

生産量合計

生産分小売金額合計

〔生産量＋輸入量〕

          ベ　ビ　ー　フ　ー　ド　統　計　（平成12年歴年1～12月）

瓶詰
生産量

　　　項目　＼　品目

生産量
D・D

乾燥品 F・D
生産量



清涼飲料 果汁類 果実・野菜類 米飯・穀類 その他・混合品 合計

21 321 80 140 298 858
〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔94.1〕
226,875 1,976,421 678,922 630,963 2,778,561 6,291,742

〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔95.9〕
27 0 34 24 146 231

〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔102.8〕
572,258 0 823,852 434,472 2,365,946 4,196,528

〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔107.9〕
48 321 114 164 443 1,089

〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔95.8〕
799,133 1,976,421 1,502,774 1,065,435 5,144,507 10,488,270

〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔100.4〕
322 2462 428 1,458 1,228 5,899

〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔114.3〕
386,495 3,032,974 681,487 1,575,036 1,524,748 7,200,741

〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔116.4〕
0 0 57 1,706 4,038 5,802

〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔114.2〕
0 0 177,029 3,626,761 8,875,711 12,679,501

〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔107.1〕
5,658 2,073 0 0 0 7,731

〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔155.3〕
2,208,473 844,265 0 0 0 3,052,738
〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔141.9〕

6,028 4,856 599 3,328 5,710 20,521
〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔125.4〕

3,394,101 5,853,660 2,361,289 6,267,232 15,544,967 33,421,250
〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔109.1〕

重量 金額
5,532 3,518,595

〔-〕 〔-〕
495 2,261,011

〔-〕 〔-〕

金額

金額

金額

ペットボトル
重量

金額

瓶詰
重量

レトルト食品
（その他容
器詰含む）

重量

         ベ　ビ　ー　フ　ー　ド　統　計　（平成13年歴年1～12月）

                                  単位 ：重量；トン                       

                                          金額；千円（標準小売価格）

　　　　                    〔　〕対前年比；%

項目　＼　品目

乾燥品

D・D
重量

F・D
重量

計
重量

金額

金額

重量合計

金額合計

品目

イオン飲料

日本ベビーフード協議会

         穀類　→　米飯・穀類
         果実類　→　果実・野菜類

         肉・卵類　→　その他・混合品
     2) 輸入量の項目を削除し、既存項目、品目に包含
   2.個別品目の対前年比は品目または母集団が変更したため算定しない。
   3.大塚製薬（株）のデータを新規に集計
   4.清涼飲料は果汁分50%未満

おやつ

注)1.平成13年度より集計方法を変更
     1) 品目の移動



清涼飲料 果汁類 果実・野菜類 米飯・穀類 その他・混合品 合計

9 282 69 141 340 841
〔43.9〕 〔88.0〕 〔86.8〕 〔110.6〕 〔114.3〕 〔98.0〕

175,584 1,712,940 632,147 632,694 3,079,611 6,232,976
〔77.4〕 〔86.7〕 〔93.1〕 〔100.3〕 〔110.8〕 〔99.1〕

27 0 31 27 125 210
〔98.3〕 〔-〕 〔91.0〕 〔112.5〕 〔85.8〕 〔90.8〕

567,729 0 784,410 472,323 2,324,160 4,148,622
〔99.2〕 〔-〕 〔95.2〕 〔108.7〕 〔98.2〕 〔98.9〕

36 282 100 168 465 1,051
〔75.0〕 〔88.0〕 〔88.1〕 〔102.3〕 〔104.9〕 〔96.5〕

743,313 1,712,940 1,416,557 1,105,017 5,403,771 10,381,598
〔93.0〕 86.7〕 〔94.3〕 〔103.7〕 〔105.0〕 〔99.0〕

2,248 1,075 466 1,556 1,451 6,796
〔697.9〕 〔43.7〕 〔108.8〕 〔106.7〕 〔118.1〕 〔115.2〕
1,866,171 1,244,193 779,029 1,690,838 1,856,686 7,436,917

〔482.8〕 〔41.0〕 〔114.3〕 〔107.4〕 〔121.8〕 〔103.3〕
0 0 82 1,575 4,140 5,797

〔-〕 〔-〕 〔143.1〕 〔92.3〕 〔102.5〕 〔99.9〕
0 0 223,904 3,489,562 9,066,624 12,780,090

〔-〕 〔-〕 〔126.5〕 〔96.2〕 〔102.2〕 〔100.8〕
6,169 3,010 0 0 0 9,179

〔109.0〕 〔145.2〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔118.7〕
2,357,516 1,094,851 0 0 0 3,452,367

〔106.7〕 〔129.7〕 〔-〕 〔-〕 〔-〕 〔113.1〕
8,453 4,367 648 3,299 6,056 22,823

〔140.2〕 〔89.9〕 〔108.2〕 〔99.1〕 〔106.1〕 〔111.2〕
4,967,000 4,051,984 2,419,490 6,285,417 16,327,081 34,050,972

〔146.3〕 〔69.2〕 〔102.5〕 〔100.3〕 〔105.0〕 〔101.9〕

重量 金額
10,189 5,346,624

〔184.2〕 〔150.7〕
755 3,576,082

〔152.5〕 〔158.2〕

   4.清涼飲料は果汁分50%未満
日本ベビーフード協議会

         穀類　→　米飯・穀類
         肉・卵類　→　その他・混合品
     2) 輸入量の項目を削除し、既存項目、品目に包含
   2.個別品目の対前年比は品目または母集団が変更したため算定しない。

瓶詰
重量

金額

   3.大塚製薬（株）のデータを新規に集計

ペットボトル
重量

金額

重量合計

注)1.平成13年度より集計方法を変更
     1) 品目の移動

金額

計
重量

金額

         ベ　ビ　ー　フ　ー　ド　統　計　（平成14年歴年1～12月）

                                  単位 ：重量；トン                       

                                          金額；千円（標準小売価格）

　　　　                    〔　〕対前年比；%

項目　＼　品目

乾燥品

レトルト食品
（その他容
器詰含む）

重量

金額

D・D
重量

金額

F・D
重量

         果実類　→　果実・野菜類

金額合計

品目

イオン飲料

おやつ


