
果実・果汁類 野菜・穀物類 肉・卵類 米飯類 その他・混合品 合計
383 195 － 121 260 959

〔100.5〕 〔136.4〕 〔-〕 〔72.5〕 〔108.8〕 〔103.1〕
国 生産分

小売金額 2,253,922 1,135,816 - 427,543 1,713,635 5,530,916
8 48 5 26 120 207

〔200.0〕 〔120.0〕 〔-〕 〔108.3〕 〔101.7〕 〔111.3〕
生産分

小売金額 307,297 855,800 78,000 467,046 2,016,499 3,724,642
内 391 243 5 147 380 1,166

〔100.5〕 〔136.4〕 〔-〕 〔72.5〕 〔108.8〕 〔103.1〕
生産分

小売金額 2,561,219 1,991,616 78,000 894,589 3,730,134 9,255,558
1,397 183 8 558 590 2,736

〔136.8〕 〔92.4〕 〔80.0〕 〔124.0〕 〔79.2〕 〔112.9〕
生 生産分

小売金額 1,649,549 197,293 12,595 624,329 699,106 3,182,872
309 114 21 279 682 1,405

〔103.0〕 〔129.5〕 〔91.3〕 〔230.6〕 〔142.4〕 〔139.0〕
生産分

小売金額 1,070,970 395,555 79,784 1,186,999 2,040,567 4,773,875
産 2,097 540 34 984 1,652 5,307

〔122.9〕 〔115.1〕 〔103.0〕 〔129.1〕 〔104.5〕 〔116.6〕

5,281,738 2,584,464 170,379 2,873,917 6,301,807 17,212,305
99 89 5 - 6 199

輸 〔38.4〕 〔102.3〕 〔125.0〕 〔-〕 〔5.4〕 〔43.2〕
入 輸入分

小売金額 2,561,219 1,991,616 78,000 894,589 3,730,134 9,255,558
2,195 629 39 984 1,658 5,505

〔111.8〕 〔113.1〕 〔105.4〕 〔129.1〕 〔97.9〕 〔109.8〕
5,476,002 2,755,413 185,516 2,873,917 6,310,174 17,601,022
［31.1］ ［15.7］ ［1.1］ ［16.3］ ［35.9］ ［100］

          ベ　ビ　ー　フ　ー　ド　統　計　（平成3年歴年1～12月）

瓶詰
生産量

日本ベビーフード協議会

　　　項目　＼　品目

生産量
D・D

乾燥品 F・D
生産量

生産量
計

総供給量
〔生産量＋輸入量〕

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

　  2) 生産・輸入分小売金額　100円以下四捨五入

   単位 ：生産量,輸入量；トン

            生産分金額・輸入分小売金額；千円（標準小売価格）

　　　　    〔　〕対前年比；%

総小売金額
〔生産分小売金額＋輸入分小売金額〕

［構成比率%］

注 1) 生産・輸入量　100kg以下四捨五入

瓶詰
輸入量



果実・果汁類 野菜・穀物類 肉・卵類 米飯類 その他・混合品 合計

419 167 － 144 298 1,028
〔109.5〕 〔85.6〕 〔-〕 〔119.3〕 〔114.7〕 〔107.3〕

国 生産分 2,181,777 973,288 - 518,700 2,086,053 5,759,818
小売金額 〔96.8〕 〔85.7〕 〔-〕 〔121.3〕 〔121.7〕 〔104.1〕

10 46 - 23 141 220
〔118.8〕 〔96.5〕 〔0〕 〔87.7〕 〔117.2〕 〔105.9〕

生産分 163,405 841,585 - 421,437 2,418,887 3,845,314
小売金額 〔53.2〕 〔98.3〕 〔0〕 〔90.2〕 〔120.1〕 〔103.2〕

内 429 213 - 167 439 1,248
〔109.7〕 〔87.7〕 〔0〕 〔113.7〕 〔115.5〕 〔107.0〕

生産分 2,345,182 1,814,873 - 940,137 4,504,940 9,605,132
小売金額 〔91.6〕 〔91.1〕 〔0〕 〔105.1〕 〔120.8〕 〔103.8〕

2,068 186 7 605 584 3,450
〔148.0〕 〔101.6〕 〔87.5〕 〔108.4〕 〔99.0〕 〔126.1〕

生 生産分 2,268,911 200,342 11,069 661,103 685,339 3,826,764
小売金額 〔137.5〕 〔101.5〕 〔87.9〕 〔106.0〕 〔98.0〕 〔120.2〕

353 118 23 391 883 1,768
〔114.3〕 〔103.5〕 〔109.5〕 〔140.1〕 〔129.5〕 〔125.9〕

生産分 1,280,744 449,272 86,250 1,344,970 2,916,892 6,078,128
小売金額 〔119.6〕 〔113.6〕 〔108.1〕 〔113.3〕 〔142.9〕 〔127.3〕

産 2,850 517 30 1,163 1,906 6,466
〔135.9〕 〔95.8〕 〔88.2〕 〔118.2〕 〔115.4〕 〔121.8〕
5,894,837 2,464,487 97,319 2,946,210 8,107,171 19,510,024

〔111.6〕 〔95.4〕 〔57.1〕 〔102.5〕 〔128.6〕 〔113.3〕
82 87 4 - 5 178

輸 〔83.0〕 〔98.2〕 〔80.0〕 〔-〕 〔83.3〕 〔89.7〕
入 輸入分 149,884 164,906 12,223 - 7,279 334,292

小売金額 〔77.2〕 〔96.5〕 〔80.7〕 〔-〕 〔87.0〕 〔86.0〕
2,932 604 34 1,163 1,911 6,644

〔133.6〕 〔96.1〕 〔87.2〕 〔118.2〕 〔115.3〕 〔120.7〕
6,044,721 2,629,393 109,542 2,946,210 8,114,450 19,844,316

〔110.4〕 〔95.4〕 〔59.0〕 〔102.5〕 〔128.6〕 〔112.7〕

注 1) 生産・輸入量　100kg以下四捨五入
　  2) 生産・輸入分小売金額　100円以下四捨五入

日本ベビーフード協議会

　　4) 缶詰は瓶詰めに含む
　　3) スティックタイプはレトルト食品に包括

総供給量
〔生産量＋輸入量〕

総小売金額
〔生産分小売金額＋輸入分小売金額〕

生産量合計

生産分小売金額合計

瓶詰
輸入量

瓶詰
生産量

レトルト食品
（その他容
器詰含む）

生産量

　　　項目　＼　品目

乾燥品

D・D
生産量

F・D
生産量

計
生産量

          ベ　ビ　ー　フ　ー　ド　統　計　（平成4年歴年1～12月）

   単位 ：生産量,輸入量；トン

            生産分金額・輸入分小売金額；千円（標準小売価格）

　　　　    〔　〕対前年比；%



果実・果汁類 野菜・穀物類 肉・卵類 米飯類 その他・混合品 合計

347 185 － 176 326 1,034
〔82.8〕 〔110.8〕 〔-〕 〔122.2〕 〔109.4〕 〔100.6〕

国 生産分 2,090,714 1,260,698 - 592,034 2,119,537 6,062,983
小売金額 〔95.8〕 〔129.5〕 〔-〕 〔114.1〕 〔101.6〕 〔105.3〕

9 43 - 20 141 213
〔90.0〕 〔93.5〕 〔-〕 〔87.0〕 〔100.0〕 〔96.8〕

生産分 161,763 794,193 - 390,462 2,348,354 3,694,772
小売金額 〔99.0〕 〔94.4〕 〔-〕 〔92.7〕 〔97.1〕 〔96.1〕

内 356 228 - 196 467 1,247
〔83.0〕 〔107.0〕 〔-〕 〔117.4〕 〔106.4〕 〔99.9〕

生産分 2,345,182 1,814,873 - 940,137 4,504,940 9,605,132
小売金額 〔96.0〕 〔113.2〕 〔-〕 〔104.5〕 〔99.2〕 〔101.6〕

2,068 186 7 605 584 3,450
〔148.0〕 〔101.6〕 〔87.5〕 〔108.4〕 〔99.0〕 〔126.1〕

生 生産分 2,097,832 274,291 5,981 679,645 683,828 3,741,577
小売金額 〔92.5〕 〔136.9〕 〔54.0〕 〔102.8〕 〔99.8〕 〔97.8〕

303 102 18 433 1,118 1,974
〔85.5〕 〔86.4〕 〔78.3〕 〔110.7〕 〔126.6〕 〔111.7〕

生産分 1,084,209 414,206 66,074 1,464,026 3,574,562 6,603,077
小売金額 〔84.7〕 〔92.2〕 〔76.6〕 〔108.9〕 〔122.5〕 〔108.6〕

産 2,433 608 22 1,249 2,167 6,479
〔85.4〕 〔117.6〕 〔73.3〕 〔107.4〕 〔113.7〕 〔100.2〕
5,434,518 274,388 72,055 3,126,167 8,726,281 20,102,409
〔92.2〕 〔111.3〕 〔74.0〕 〔106.1〕 〔107.6〕 〔103.0〕

82 100 6 - 6 194
輸 〔100.0〕 〔114.9〕 〔150.0〕 〔-〕 〔120.4〕 〔109.0〕
入 輸入分 135,206 164,794 20,022 - 7,605 327,627

小売金額 〔90.2〕 〔99.9〕 〔163.8〕 〔-〕 〔104.5〕 〔98.0〕
2,515 708 28 1,249 2,173 6,673

〔85.5〕 〔117.2〕 〔82.4〕 〔107.4〕 〔113.7〕 〔100.4〕
5,569,724 2,908,182 92,077 3,126,167 8,733,886 20,430,036
〔92.1〕 〔110.6〕 〔84.1〕 〔106.1〕 〔107.6〕 〔103.0〕
［27.3］ ［14.2］ ［0.5］ ［15.3］ ［42.8］ ［100］

日本ベビーフード協議会

［構成比率%］

注 1) 生産・輸入量　100kg以下四捨五入
　  2) 生産・輸入分小売金額　100円以下四捨五入
　　3) スティックタイプはレトルト食品に包括
　　4) 缶詰は瓶詰めに含む

総供給量
〔生産量＋輸入量〕

総小売金額
〔生産分小売金額＋輸入分小売金額〕

生産量合計

生産分小売金額合計

瓶詰
輸入量

瓶詰
生産量

レトルト食品
（その他容
器詰含む）

生産量

　　　項目　＼　品目

乾燥品

D・D
生産量

F・D
生産量

計
生産量

          ベ　ビ　ー　フ　ー　ド　統　計　（平成5年歴年1～12月）

   単位 ：生産量,輸入量；トン

            生産分金額・輸入分小売金額；千円（標準小売価格）

　　　　    〔　〕対前年比；%


