
第２９類 CLASS 29

食用油脂 edible oils and fats ３１Ｃ０１

1

食用オリーブ油 olive oils for food

コーン油 corn oil for food

ごま油 sesame oil for food

大豆油 soy bean oil for food

調合油 blended oil for food

菜種油 rape oil for food

ぬか油 rice bran oil for food

パーム油 palm oil for food

食用ひまわり油 sunflower oils for food

やし油 coconut oil for food

落花生油 peanut oil for food

【商品・サービス国際分類表〔第１１－２０１９版〕 類別表（注釈付き）】

食肉、魚、家禽肉及び食用鳥獣肉；

肉エキス；

保存処理、冷凍、乾燥処理及び調理をした果実及び野菜；

ゼリー、ジャム、コンポート；

卵；

ミルク、チーズ、バター、ヨーグルト及びその他の乳製品；

食用油脂．

注釈

第29類には、主として、動物性食品及び野菜その他の食用園芸作物であって食用のために加工又は保存加工したものを含

む。

この類には、特に、次の商品を含む：

肉、魚、果物又は野菜を主原料とする食品；

食用昆虫類；

乳飲料（ミルクを主成分とするもの）；

代用牛乳、例えば、アーモンドミルク、ココナッツミルク、ピーナッツミルク、ライスミルク、豆乳；

保存加工をしたきのこ；

加工済みの食用の豆類及びナッツ；

食用の加工済み種子（調味料、香辛料を除く。）．

この類には、特に、次の商品を含まない：

油脂（食用のものを除く）、例えば、精油（第3類）、工業用油（第4類）、医療用ひまし油（第5類）；

乳児用食品（第5類）；

食餌療法用食品・飲料・薬剤（第5類）；

栄養補助食品（第5類）；

サラダドレッシング（第30類）；

調味料及び香辛料としての加工済み種子（第30類）；

チョコレートで覆われたナッツ菓子（第30類）；

生鮮な未加工の果実、野菜、ナッツ及び種子（第31類）；

飼料（第31類）；

生きている動物（第31類）；

種まき用種子（第31類）．

食用植物性油脂 vegetable oils and fats for
food
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2 食用動物性油脂 animal oils and fats for food

食用牛脂 beef tallow for food

鯨脂 whale oil and fat for food

食用骨油 bone oils for food

豚脂 lard for food

3

食用硬化油 hardened oils for food

ショートニング shortening

マーガリン N margarine 290078

（備考）1. 

2. 

［参考］商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表掲載の表示

ココナッツバター coconut butter 290010

食用脂 edible fats 290005

食用油 oils for food 290032

食用亜麻仁油 flaxseed oil for food 290175

食用亜麻仁油 linseed oil for food 290175

290207

食用オリーブ油 olive oil for food 290091

食用コーン油 corn oil for food 290058

食用コーン油 maize oil for food 290058

食用骨油 bone oil for food 290092

食用ごま油 sesame oil for food 290060

食用大豆油 soya bean oil for food 290216

食用なたね油 colza oil for food 290022

食用なたね油 rape oil for food 290022

食用のココアバター cocoa butter for food 290009

食用パーム核油 palm kernel oil for food 290059

食用パーム油 palm oil for food 290084

食用ひまわり油 sunflower oil for food 290111

食用やし油 coconut oil for food 290122

動物性油脂 suet for food 290108

やし油 coconut fat 290121

ラード lard 290103

乳製品 N milk products ３１Ｄ０１ 290074

審査基準 [ 5,30,32 類] 国際分類表 [ 5,30,32 類]

牛乳 N milk 290039

クリーム（乳製品） cream [milk products]

チーズ N cheese 290034

乳酸飲料 lactic acid drinks

乳酸菌飲料 lactic acid bacteria drinks

バター N butter 290008

「食用油脂」は、第４類「工業
用油脂」に類似と推定する。

(REMARKS) 1 "Edible oils and
fats" is presumed to be
similar to "non-mineral oils
and greases for industrial
purposes [not for fuel]" in
class 4.

「マーガリン」は、「バター」
に類似と推定する。

2 "Margarine" is presumed to
be similar to "butter".

食用エクストラバージンオリー
ブオイル

extra virgin olive oil for
food

食用加工油脂 processed oils and fats for
food

粉末油脂 powdered oils and fats for
food
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発酵乳 fermented milk

やぎ乳 goat milk

羊乳 sheep milk

 （備考）

［参考］商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表掲載の表示

アーモンドミルク almond milk 290218

290168

アルブミン乳 albumin milk 290174

オーツ麦ミルク oat milk 290204

カード（凝乳） curd 290161

加糖練乳 condensed milk 290180

クミス koumiss [milk beverage] 290071

クミス kumiss [milk beverage] 290071

クミス kumys [milk beverage] 290071

クミス kumyss [milk beverage] 290071

クリーム（酪農製品） cream [dairy products] 290033

ケフィール kefir [milk beverage] 290070

ケフィール kephir [milk beverage] 290070

ココナッツミルク coconut milk 290220

植物性代用クリーム vegetable-based cream 290205

スメタナ（サワークリーム） smetana [sour cream] 290181

290072

乳しょう whey 290073

バタークリーム buttercream 290011

ピーナッツミルク peanut milk 290219

290183

290174

粉乳 powdered milk* 290192

ホイップクリーム whipped cream 290141

ヨーグルト yoghurt 290065

ヨーグルト yogurt 290065

ライスミルク rice milk 290189

290182

290188

290221

290187

290223

アルコール分を含まないエッグ
ノッグ（乳飲料）

non-alcoholic eggnog

乳飲料 milk beverages, milk
predominating

プロストクワーシャ（サワーミ
ルク）

prostokvasha [soured milk]

粉乳（乳幼児用のものを除
く。）

powdered milk, not for babies

練乳 condensed milk and evaporated
milk

「バター」は、「マーガリン」
に類似と推定する。

(REMARKS) "Butter" is
presumed to be similar to
"margarine".

料理用ココナッツミルク coconut milk for culinary
purposes

料理用ピーナッツミルク peanut milk for culinary
purposes

料理用ライスミルク rice milk for culinary
purposes

プロテインミルク（アルブミン
乳）

protein milk

リャージェンカ（煮沸発酵乳） ryazhenka [fermented baked
milk]

料理用アーモンドミルク almond milk for culinary
purposes
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３２Ａ０１

牛肉 beef

鶏肉 chicken [meat]

豚肉 N pork 290142

［参考］商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表掲載の表示

牛の胃 tripe 290112

家きん肉 poultry, not live 290114

食肉 meat 290046

食用獣類の髄 animal marrow for food 290081

食用鳥獣肉 game, not live 290050

レバー liver 290124

卵 N eggs ３２Ｂ０１ 290086

あひるの卵 duck eggs

うずらの卵 quail eggs

鶏卵 hen eggs

３２Ｃ０１

審査基準 [ 31 類] 国際分類表 [ 31 類]

いくら salmon roe, not live

N 290106

N 290061

かずのこ herring roe, not live

キャビア caviar, not live

鯨（生きているものを除く。） whales, not live

あさり（生きているものを除
く。）

short-necked clams, not live

あゆ（生きているものを除
く。）

sweetfish, not live

あわび（生きているものを除
く。）

abalones, not live

食肉 meat for human consumption
[fresh, chilled or frozen]

食用魚介類（生きているものを除く。） fresh, chilled or frozen
edible aquatic animals (not
live)

赤貝（生きているものを除
く。）

ark-shells, not live

えび（生きているものを除
く。）

shrimps, prawns and lobsters,
not live

牡
か

蠣
き

（生きているものを除

く。）

oysters, not live

かに（生きているものを除
く。）

crabs, not live

いか（生きているものを除
く。）

cuttlefish, squids and
calamaries, not live

いわし（生きているものを除
く。）

sardines, not live

うに（生きているものを除
く。）

sea urchins, not live

かれい（生きているものを除
く。）

flat fish, not live

こい（生きているものを除
く。）

carp, not live
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N 290107

N 290040

たらこ cod roe, not live

N 290055

［参考］商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表掲載の表示

290006

290083

290075

290135

290138

キャビア caviar 290016

290037

290082

魚（生きているものを除く。） fish, not live 290047

魚の切り身 fish fillets 290041

290150

290132

巻貝の卵（食用のもの） snail eggs for consumption 290139

290109

290057

ざりがに（生きているものを除
く。）

crayfish, not live

さんま（生きているものを除
く。）

sauries, not live

食用がえる（生きているものを
除く。）

edible frogs, not live

さけ（生きているものを除
く。）

salmon, not live

たい（生きているものを除
く。）

sea breams, not live

たこ（生きているものを除
く。）

octopuses, not live

たら（生きているものを除
く。）

cods, not live

すじこ sea salmon or trout roe, not
live

すずき（生きているものを除
く。）

sea basses, not live

すっぽん（生きているものを除
く。）

soft-shelled turtles, not
live

まぐろ（生きているものを除
く。）

tuna fish, not live

ムール貝（生きているものを除
く。）

blue mussels, not live

アンチョビー（カタクチイワ
シ）（生きているものを除
く。）

anchovy, not live

にしん（生きているものを除
く。）

herrings, not live

はまぐり（生きているものを除
く。）

clams, not live

ぶり（生きているものを除
く。）

yellow tails, not live

えび（生きているものを除
く。）

shrimps, not live

甲殻類（生きているものを除
く。）

crustaceans, not live

甲殻類及び貝類（生きているも
のを除く。）

shellfish, not live

い貝（生きているものを除
く。）

mussels, not live

いせえび（生きているものを除
く。）

spiny lobsters, not live

えび（生きているものを除
く。）

prawns, not live

ロブスター（生きているものを
除く。）

lobsters, not live

なまこ（生きているものを除
く。）

sea-cucumbers, not live

二枚貝（生きているものを除
く。）

clams, not live

まぐろ（生きているものを除
く。）

tuna, not live
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冷凍野菜 frozen vegetables ３２Ｄ０１

審査基準 [ 31 類] 国際分類表 [ 31 類]

冷凍果実 N frozen fruits ３２Ｅ０１ 290025

審査基準 [ 31 類] 国際分類表 [ 31 類]

processed meat products

processed seafood products

肉製品 processed meat products ３２Ｆ０１

1 肉製品 processed meat products

乾燥肉 dried meat

コロッケ N croquettes 290036

ソーセージ N sausages 290097

肉の缶詰 canned cooked meat

肉の瓶詰 bottled cooked meat

ハム N ham 290063

ベーコン N bacon 290076

2

肉製品 ３２Ｆ０１ ３２Ｆ０２

加工水産物

加工水産物（「かつお節・寒天・削り節・
食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひ
じき・干しわかめ・焼きのり」を除く。）

processed seafood products
[other than "blocks of
boiled, smoked and then dried
bonitos [Katsuo-bushi], dried
pieces of agar jelly
[Kanten], flakes of dried
fish meat [Kezuri-bushi],
fishmeal for human
consumption, edible shavings
of dried kelp [Tororo-kombu],
sheets of dried laver [Hoshi-
nori], dried brown alga
[Hoshi-hijiki], dried edible
seaweed [Hoshi-wakame] and
toasted sheets of laver
[Yaki-nori]"]

かす漬け肉 meat preserved in sake lees
[Kasuzuke]

肉のつくだに meat boiled down in soy sauce
[Tsukudani meat]

加工水産物（「かつお節・寒
天・削り節・食用魚粉・とろろ
昆布・干しのり・干しひじき・
干しわかめ・焼きのり」を除
く。）

processed seafood products
[other than "blocks of
boiled, smoked and then dried
bonitos [Katsuo-bushi], dried
pieces of agar jelly
[Kanten], flakes of dried
fish meat [Kezuri-bushi],
fishmeal for human
consumption, edible shavings
of dried kelp [Tororo-kombu],
sheets of dried laver [Hoshi-
nori], dried brown alga
[Hoshi-hijiki], dried edible
seaweed [Hoshi-wakame] and
toasted sheets of laver
[Yaki-nori]"]
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くんせい魚介類 smoked seafood products

水産物の缶詰 canned seafood products

水産物の瓶詰 bottled seafood products

フィッシュソーセージ fish sausages

［参考］商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表掲載の表示

加工済み魚卵 fish roe, prepared 290170

カルビ（網焼き肉料理） galbi [grilled meat dish] 290208

290227

魚の缶詰 fish, canned 290144

魚の缶詰 fish, tinned 290144

魚のムース fish mousses 290167

塩漬肉 salted meats 290098

食用アイシングラス isinglass for food 290062

食用ゼラチン gelatine* 290003

食用鳥の巣 edible birds' nests 290143

凍結乾燥した肉製品 freeze-dried meat 290203

凍結乾燥した肉製品 lyophilised meat 290203

凍結乾燥した肉製品 lyophilized meat 290203

肉エキス meat extracts 290068

肉製品 charcuterie 290018

肉ゼリー meat jellies 290049

肉の缶詰 meat, canned 290147

肉の缶詰 meat, tinned 290147

ファラフェル falafel 290201

ブラックプディング black pudding 290013

ブラッドソーセージ blood sausage 290013

保存加工をした魚 fish, preserved 290136

保存加工をした肉 meat, preserved 290137

ホットドッグ用ソーセージ hot dog sausages 290214

焼き鳥 yakitori 290193

レバーパテ liver pate 290088

レバーペースト liver pastes 290088

かす漬け魚介類 fish or shellfish preserved
in sake lees [Kasuzuke]

かまぼこ steamed or toasted cakes of
fish paste [Kamaboko]

塩辛魚介類 fermented fish guts, squid
guts, sea cucumber guts,
shrimps, calling crabs,
oysters, etc. [Shiokara
seafood]

ちくわ tube-shaped toasted cakes of
fish paste [Chikuwa]

煮干し魚介類 boiled and dried fish and
shellfish

はんぺん steamed cakes of smashed fish
and yam [Hampen]

塩干し魚介類 salted and dried fisheries
products

水産物のつくだに seafoods boiled down in soy
sauce [Tsukudani]

素干し魚介類 fish and shellfish dried in
the shade of the sun

クリップフィッシュ（塩漬けの
干し鱈）

klipfish [salted and dried
cod]
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３２Ｆ０２

N 290145

（備考）

３２Ｆ０４

審査基準 [ 30 類] 国際分類表 [ 30,31 類]

果実の缶詰及び瓶詰 canned or bottled fruits

果実の漬物 pickled fruits

乾燥果実 dried fruits

乾燥野菜 dried vegetables

ジャム N jams 290024

調理用野菜ジュース N vegetable juices for cooking 290067

ピーナッツバター N peanut butter 290007

ひき割りアーモンド ground almonds

マーマレード N marmalade 290079

野菜の缶詰及び瓶詰 canned or bottled vegetables

野菜の漬物 pickled vegetables

 （備考）

削り節 flakes of dried fish meat
[Kezuri-bushi]

食用魚粉 fish meal for human
consumption

とろろ昆布 edible shavings of dried kelp
[Tororo-kombu]

かつお節 blocks of boiled, smoked and
then dried bonitos [Katsuo-
bushi]

寒天 dried pieces of agar jelly
[Kanten]

焼きのり toasted sheets of laver
[Yaki-nori]

「干しのり 焼きのり」は、
「お茶漬けのり ふりかけ」に
類似と推定する。

(REMARKS) "Sheets of dried
laver [Hoshi-nori] and
toasted sheets of laver
[Yaki-nori]" is presumed to
be similar to "dried flakes
of laver for sprinkling on
rice in hot water [Ochazuke-
nori], Furi-kake [dried
flakes of fish, meat,
vegetables or seaweed]".

加工野菜及び加工果実 processed vegetables and
fruits

干しのり sheets of dried laver [Hoshi-
nori]

干しひじき dried brown alga [Hoshi-
hijiki]

干しわかめ dried edible seaweed [Hoshi-
wakame]

めんま fermented bamboo shoots
boiled and preserved in salt
[Menma]

「調理用野菜ジュース」は、第
３２類「トマトジュース 飲料
用野菜ジュース」に類似と推定
する。

(REMARKS) "Vegetable juices
for cooking" is presumed to
be similar to "tomato juice
beverages and vegetable
juices [beverages]" in class
32.

3-417



［参考］商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表掲載の表示

290165

アップルピューレ apple puree 290155

アルコール漬け果実 fruit preserved in alcohol 290133

290229

オニオンリング onion rings 290200

加工済み種子 seeds, prepared* 290171

290172

加工済みスイートコーン sweet corn, processed 290211

加工済みナッツ nuts, prepared 290085

加工済みのひまわり種子 sunflower seeds, prepared 290166

加工済みピーナッツ peanuts, prepared 290118

加工済みヘーゼルナッツ hazelnuts, prepared 290197

果実の皮 fruit peel 290115

果実の缶詰 fruits, canned 290146

果実の缶詰 fruits, tinned 290146

果実のチップ（菓子を除く。） fruit chips 290131

果肉 fruit pulp 290045

加熱調理をした野菜 vegetables, cooked 290030

かぼちゃのペースト vegetable marrow paste 290185

乾燥ココナッツ coconut, desiccated 290021

乾燥なつめやしの実 dates 290038

乾燥野菜 vegetables, dried 290031

290162

290199

クランベリーコンポート cranberry compote 290156

コンポート compotes 290179

砂糖漬け果実（菓子を除く。） crystallized fruits 290035

砂糖漬けのナッツ candied nuts 290195

サワークラウト sauerkraut 290020

ジンジャージャム ginger jam 290051

ゼリー状フルーツ fruit jellies 290044

タヒーニ（ゴマペースト） tahini [sesame seed paste] 290157

調理用トマトジュース tomato juice for cooking 290110

調理用ポテトチップ potato chips 290019

調理用ポテトチップ potato crisps 290019

290202

低脂肪の調理用ポテトチップ low-fat potato chips 290176

低脂肪の調理用ポテトチップ low-fat potato crisps 290176

糖衣果実 frosted fruits 290035

凍結乾燥した野菜 freeze-dried vegetables 290206

凍結乾燥した野菜 lyophilised vegetables 290206

凍結乾燥した野菜 lyophilized vegetables 290206

トマトピューレ tomato puree 290101

トマトペースト tomato paste 290184

とろ火で煮た果実 fruit, stewed 290043

なすのペースト aubergine paste 290186

なすのペースト eggplant paste 290186

押し固めて成形された果実ペー
スト

pressed fruit paste

加工済み食用アロエベラ aloe vera prepared for human
consumption

キムチ（発酵加工野菜） kimchi [fermented vegetable
dish]

アイバル（保存加工をしたパプ
リカ）

ajvar [preserved peppers]

グアカモーレ（アボカドの
ディップ）

guacamole [mashed avocado]

調理用レモンジュース lemon juice for culinary
purposes
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290212

ハムス（ひよこ豆ペースト） hummus [chickpea paste] 290158

ひき割りアーモンド almonds, ground 290117

ピクルス gherkins 290028

ピクルス pickles 290095

風味付けされたナッツ flavored nuts 290196

風味付けされたナッツ flavoured nuts 290196

フルーツサラダ fruit salads 290104

干しぶどう raisins 290027

290190

保存加工をしたオリーブ olives, preserved 290090

保存加工をした果実 fruit, preserved 290017

保存加工をしたきのこ mushrooms, preserved 290120

保存加工をしたたまねぎ onions, preserved 290089

保存加工をしたトリュフ truffles, preserved 290113

保存加工をしたにんにく preserved garlic 290173

保存加工をしたベリー類 berries, preserved 290198

保存加工をした野菜 vegetables, preserved 290029

ポテトフレーク potato flakes 290154

290191

野菜サラダ vegetable salads 290102

野菜の缶詰 vegetables, canned 290152

野菜の缶詰 vegetables, tinned 290152

野菜のムース vegetable mousses 290169

油揚げ fried tofu pieces [Abura-age] ３２Ｆ０５

豆乳 N soya milk 290163

豆腐 N Tofu 290140

納豆 fermented soybeans [Natto]

［参考］商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表掲載の表示

大豆のパテ soya patties 290231

豆腐のパテ tofu patties 290232

湯葉 yuba [tofu skin] 290230

加工卵 processed eggs ３２Ｆ０７

乾燥卵 dried eggs

凍結卵 frozen eggs

［参考］商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表掲載の表示

粉末卵 powdered eggs 290087

卵黄 yolk of eggs 290064

卵白 white of eggs 290012

保存加工をしたアーティチョー
ク

artichokes, preserved

盛り合わせた加工果実 arrangements of processed
fruit

凍り豆腐 freeze-dried tofu pieces
[Kohri-dofu]

ナッツを主原料としたスプレッ
ド

nut-based spreads

こんにゃく jelly made from devils'
tongue root [Konnyaku]
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３２Ｆ１０

審査基準 [ 30 類] 国際分類表 [ 30 類]

即席カレー pre-cooked curry stew

即席シチュー instant or pre-cooked stew

即席スープ instant or pre-cooked soup

［参考］商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表掲載の表示

スープ soups 290026

スープのもと preparations for making soup 290099

290023

290023

スープのもととしてのブイヨン bouillon 290014

290015

スープのもととしてのブロス broth 290014

野菜スープのもと vegetable soup preparations 290066

３２Ｆ１１

 （備考）

３２Ｆ１２

豆 preserved pulses ３３Ａ０１

審査基準 [ 30,31 類] 国際分類表 [ 30,31 類]

小豆 Adzuki [preserved red beans]

いんげん豆 preserved kidney beans

えんどう豆 preserved peas

スープのもととしての濃縮ブイ
ヨン

bouillon concentrates

スープのもととしての濃縮ブロ
ス

broth concentrates

スープのもととしてのブイヨン preparations for making
bouillon

カレー・シチュー又はスープのもと pre-cooked curry stew, stew
and soup mixes

即席みそ汁 instant or pre-cooked miso
soup

なめ物 side-dish made of fermented
soybean [Name-mono]

きんざんじみそ fermented soybean food
containing chopped vegetables
[Kinzanji-miso]

たいみそ fermented soybean food
containing minced red snapper
meat [Tai-miso]

お茶漬けのり dried flakes of laver for
sprinkling on rice in hot
water [Ochazuke-nori]

ふりかけ Furi-kake [dried flakes of
fish, meat, vegetables or
seaweed]

「お茶漬けのり ふりかけ」
は、「干しのり 焼きのり」に
類似と推定する。

(REMARKS) "Dried flakes of
laver for sprinkling on rice
in hot water [Ochazuke-nori],
Furi-kake [dried flakes of
fish, meat, vegetables or
seaweed] is presumed to be
similar to "sheets of dried
laver [Hoshi-nori], toasted
sheets of laver [Yaki-nori]"
.
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そら豆 preserved broad beans

大豆 preserved soybeans

落花生 preserved peanuts

［参考］商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表掲載の表示

保存加工をしたえんどう豆 peas, preserved 290096

290052

保存加工をした豆類 beans, preserved 290123

保存加工をしたレンズ豆 lentils, preserved 290077

３３Ａ０２

審査基準 [ 30,31 類] 国際分類表 [ 30 類]

［参考］商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表掲載の表示

料理用アルブミン albumen for culinary purposes 290001

［参考］第29類のその他の商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表掲載の表示

01A01 290116

料理用ペクチン pectin for culinary purposes 01A01 290093

01A01 290177

レンネット rennet 01A01 290042

18C11 290226

29C01 290224

29C01 290222

29C01 290225

ミルクセーキ milk shakes 29C01 31D01 290164

31C01 31D01 290054
32F04

31D01 32A01 290053
32B01 32C01 

32E01 33A01 

33C01

代用牛乳 milk substitutes 31D01 32F05 290217

カッテージチーズフリッター cottage cheese fritters 31D01 32F06 290228

塩漬けの魚 salted fish 32C01 32F01 290149

加工海苔 laver, preserved 32F01 32F02 290159

食用海藻エキス seaweed extracts for food 32F01 32F02 290002

32F01 32F02 290125
32F06

食用ゼリー jellies for food 32F01 32F04 290048

コーンドッグ corn dogs 32F01 32F06 290215

ころも付きソーセージ sausages in batter 32F01 32F06 290153

32F01 32F06 290194

32F04 32F06 290213

ポテトフリッター potato fritters 32F04 32F06 290148

料理用レシチン lecithin for culinary
purposes

天然又は人工のソーセージ用
ケーシング

sausage casings, natural or
artificial

アーモンドミルクを主原料とす
る飲料

almond milk-based beverages

保存加工をした大豆 soya beans, preserved, for
food

食用たんぱく protein foodstuffs for human
consumption

料理用アルギン酸塩 alginates for culinary
purposes

食用油脂製造用の脂肪質性物質 fatty substances for the
manufacture of edible fats

魚を主原料とする加工品 fish-based foodstuffs

プルコギ（牛肉からなる韓国料
理）

bulgogi [Korean beef dish]

ココナッツミルクを主原料とす
る飲料

coconut milk-based beverages

ピーナッツミルクを主原料とす
る飲料

peanut milk-based beverages

スライス済みパン用のファット
スプレッド

fat-containing mixtures for
bread slices

じゃがいもを主原料としたダン
プリング

potato-based dumplings
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32F06 290233

32F06 290233

32F08 290178

加工済み食用花粉 pollen prepared as foodstuff 32F15 290134

32X99 290209

32X99 290151

32X99 290210食用昆虫類（生きているものを
除く。）

edible insects, not live

料理用の乳発酵用酵母 milk ferments for culinary
purposes

エスカモーレス（加工済み食用
蟻の幼虫）

escamoles [edible ant larvae,
prepared]

食用蚕のさなぎ silkworm chrysalis for human
consumption

タジン（調理済みの肉、魚、野
菜を用いた料理）

tagine [prepared meat, fish
or vegetable dish]

タジン（調理済みの肉、魚、野
菜を用いた料理）

tajine [prepared meat, fish
or vegetable dish]

3-422




