
商品マスター統一登録申請書について 
 
Ⅰ．目 的 菓子メーカー、卸双方での商品登録用紙に標準化及び作業の簡素化 
 
Ⅱ．統一フォーマット 
  ① 規 格 Ａ４サイズ縦型 
  ② 複写枚数 ３枚 
 
Ⅲ．記入要領 
 
  【メーカー記入欄】 

(1) ＮＯ   ：メーカー自由使用 
  (2) 提出日   ：卸への提出年月日を西暦で記入 
  (3) 提出先    ：提出先卸名を記入 
  (4) データ区分  ：1:新規、2:変更、3:終売のいずれか選択し、該当番号を記入  
  (5) 変更項目  ：既登録商品で変更がある項番の右端に○印 
  (6) メーカー名   ：カナ２５桁、漢字２５桁以内でそれぞれ記入 
  (7) メーカーコード  ：国コード２桁とメーカーコード５桁または７桁を左詰めで記入 
  (8) 担当者名  ：登録時のメーカー側担当者名を記入、捺印 
  (9) 商品規格  ：ピースの表示内容を記入 単位は g、枚、ml等で記入 
  (10)商品名   ：カナ２５桁、漢字２５桁以内でそれぞれ記入 
  (11)BL(内箱)内 PS数  ：ボール（内箱）内のピース数を記入 
  (12)CS(外箱)内 PS数  ：ケース（外箱）内のピース数を記入 
  (13)発注単位 CS 数  ：発注単位ＣＳ数を記入 
  (14)標準売価  ：希望小売価格を円単位で記入 
  (15)卸仕入単価  ：1ピースで銭単位で記入 仕入単価が何種類かある場合は、単価 
     記入欄を３箇所使用 但し、オープンプライスの時は任意とする 
  (16)JICFS分類コード  ：JICFS商品分類コードを記入 ※コード体系別添付 
  (17)【卸】分類コード  ：提出先の卸企業の商品分類コードを記入 
   (18)統一商品コード  ：菓子統一商品コード５桁を記入 
  (19)単品ＪＡＮコード ：単品ＪＡＮシンボルシンボルコードを記入（右詰・前 ZERO） 
  (20)BL(内箱)JAN コード ：BL（内箱）の JANシンボルコードを記入（右詰・前 ZERO） 
  (21)BL(内箱)ITF コード ：BL（内箱）の ITFシンボルコードを記入 
  (22)CS(外箱)JAN コード ：CS（内箱）の JANシンボルコードを記入（右詰・前 ZERO） 
  (23)CS(外箱)ITF コード ：CS（内箱）の ITFシンボルコードを記入 
  (24)予備（合せ ITF ｺｰﾄﾞ） ：荷合せ（バンドル・半裁品等）商品の ITFコードを記入 
  (25)シンボル表記有無 ：シンボル（バーコード）の表記有無（1:有・2:無）から選択し、 

該当番号を記入 
  (26)伝票分割指定   ：出荷元倉庫及びリベート等が異なり、発注及び納品伝票の分割が 
    必要な時は 1（有）:を記入  尚、分割内容欄には分割理由を記入 

 (27)包装形態  ：外箱合わせ･･･ケースを荷合せしている場合、その装形態を 1:バン 
                ドル、2:半裁品、3:その他のいずれかを選択し、該当番号を記入 

                ピース･･単品の包装形態を記入→箱、袋、丸筒等 
  (28)賞味期間  ：日数を記入（右詰） 夏季、冬期で賞味期間が異なる場合は、 
      その期間と日数を記入 
  (29)日付表示区分  ：1:製造年月日、2:賞味期限、3:両方のいずれか選択し該当番号を 

記入 
  (30)保冷区分  ：卸売業の庫内で管理する温度帯を選択し記入 

(31)米トレサ法対象  ：対象商品の場合、１（対象）を記入 
(32)消費者への産地伝達方法 ：米トレサ法対象商品の場合、（１：商品包材・２：その他）から 

選択し該当番号を記入 
(33)サイズ   ：ケース、ボール→各荷姿の長辺・短辺・奥行きを記入 

              ピース→正面陳列における縦（正面高さ）、横（正面幅）、奥行き 
       を記入 
                ※図解別添付 
                重量（ｇ）は袋・ダンボール等の梱包資材込みで記入 
  (34)有効日付  ：発売または変更、終売年月日を記入 エリアによって異なる場合は、 
     ＪＩＣＦＳの地区内容コードを記入し、それに応じた有効日付を記入 

   ※地区コード別添付 
  (35)リベート  ：名称と（内容）％、金額を記入(基本、店入、直送、協賛リベート等） 
  (36)備考   ：上記以外の必要事項があれば記入 
   



【卸記入欄】   
 
(37)仕入先コード   ：卸での仕入先コードを記入 

 (38)メーカーコード  ：卸でのメーカーコードを記入 
  (39)商品コード  ：卸での商品コードを記入 
  (40)納入単価   ：卸での納入単価を記入 
  (41)備考   ：上記以外に必要があれば記入 

(42)確認印欄  ：卸での受付、登録、捺印欄 



  （１６）ＪＩＣＦＳ菓子商品分類 

                 

分類コード 

ＪＩＣＦＳ 

分類名 ＪＩＣＦＳ商品分類基準 

大 中 小 細 

１ ３   菓子類   ※シリアル類は（111307） 

１ ３ ０１  菓子  

１ ３ ０１ ２１  キャンディ・キャラメル キャラメル、ヌガー、キャンディ、タフィ、ドロップ、錠菓（ラ

ムネ菓子）、あめ菓子、ボンボン、グミ、（消費者購入単位がキャ
ンディ＋α等の袋物で、キャンディの量が 51%以上の物）（乾燥
タイプのゼリー喉あめ、昆布飴、五色バナナ、こんぺい糖等も含

む） 
※カップタイプのゼリーは｢デザート類｣(130203) 

１ ３ ０１ ２３  チョコレート チョコレート、準チョコレート、チョコレート菓子、準チョコレ

ート菓子（商品者購入単位がチョコレート＋α等の袋物で、チョ
コレートの量が 51％以上の物）（チョコフレーク、ポッキー、キ
ャンディチョコレートの量が 51％以上の物）（チョコフレーク、

ポッキー、キャンディインチョコレート、チョコレートボンボン
等も含む） 

１ ３ ０１ ２５  チューイングガム 板ガム、糖衣ガム、風船ガム、キャンディガム 

１ ３ ０１ ２７  ビスケット・クッキー ビスケット、クッキー、クラッカー、クラッカーピー、ウェハー
ス、プレッツェル、サブレ、（半生タイプのビスケット、クラッ

カー等も含む） 
※ラスクは｢その他パン｣(111307） 
※乾パンは｢その他菓子｣(130198) 

１ ３ ０１ ２９  米菓 煎餅、あられ、おかき、柿の種（柿ピーを含む） 

１ ３ ０１ ３１  スナック  ポテトチップ、ポップコーン、（アルミ鍋入・電子レンジ用を含

む）、えびせん、ライススナック、ベビーラーメン 
※コーンフレークは｢シリアル類｣(111307) 
※野菜・果物チップは｢農産珍味｣(130301) 

１ ３ ０１ ３３  豆菓子 豆菓子、五色豆、おのろけ豆 
炒ったり、塩味程度のもの、殻つき落花生、ナッツ類は｢農産珍

味｣(130301) 

１ ３ ０１ ３５  玩具菓子 玩具＋菓子のセット物（文具菓子を含む） 

１ ３ ０１ ３７  生菓子 出来上がり直後において水分 40%（但し、あん、クリーム、ジャ
ム寒天類を用いたものあっては、30%）以上含むもの（１）新粉・
餅粉・葛粉、等を使用した和生菓子―団子・柏餅・草餅・大福・

おはぎ・葛桜・水ようかん、等（２）生クリーム・生フルーツ・
カスタードクリーム、等を使用した洋生菓子―生ケーキ、シュー
クリーム、パイ、等。但し、密封容器に詰めて殺菌処理をしたも

のを除く。【消費期限】を示すもののうち、商品の保存条件また
は注意事項等が表示されるもの。ex．〔生ものですので、お早め
にお召し上がり下さい〕〔15℃以下で保存して下さい〕 

１ ３ ０１ ３９  半生菓子 出来上がり直後において水分を 10 以上 40%（ただし、あん、ク
リーム、ジャム、寒天類を用いたものにあっては、30%）未満含
むもの（１）生菓子以外の和菓子－どら焼・むしケーキ・まんじ

ゅう・最中・カステラ・ようかん・甘納豆・等。（２）生菓子以
外の洋菓子－バームクーヘン・ロシアケーキ・スイスロール・ア
ップルパイ・シベリア・マドレーヌ・パウンドケーキ、ドーナツ

等。 
※カレーパン、惣菜ドーナツは｢調理パン｣(111305) 

１ ３ ０１ ４１  焼菓子・油菓子 かりん糖、揚げ芋せん、おこし、ボーロ、瓦せんべい、麦煎餅 

１ ３ ０１ ４３  菓子セット 菓子と菓子以外の商品構成で菓子を主とするもの、２種類以上の
菓子の組み合わせで主がわからないもの（上記に含まれない催

事、ギフト含む） 
※玩具菓子は【玩具菓子】(130135) 

１ ３ ０１ ９８  その他菓子 上記以外の菓子（落雁、綿菓子、乾パン、塩釜、黒パン、一口香、
盆供え菓子等） 

１ ３ ０３  珍味  

１ ３ ０３ ０１  農産珍味 ナッツ類（生は、112097へ。くるみを含む）、落下生、干しぶど
う、甘栗、アーモンドフィッシュ、ドライフルーツ、バナナ・リ

ンゴチップ、砂糖漬け、かぼちゃの種、乾燥いも、アーモンドい
りこ 
※かち栗は【その他農乾産物】(112097) 

※柿の種、柿ピーは｢せんべい｣(130129) 

１ ３ ０３ ０３  水産珍味 さきイカ、切りイカ、おしゃぶり昆布、するめ、エイひれ、かわ
はぎはもの皮、貝ひも、貝の燻製、たこ燻、たらチーズ 

※食べる煮干は【煮干】(112113) 

１ ３ ０３ ０５  畜産珍味 ビーフジャーキー（乾燥肉） 

１ ３ ０３ ９７  その他珍味 農産珍味と水産珍味のミックス品など 

 



   
（３３）商品サイズ図解 
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    (３４）ＪＩＣＦＳ地域内容コード 
 ●地域              ●地域（県） 
  コード  地域名称       ００１  北海道   ０２５  滋賀県     
  １１０  北海道        ００２  青森県   ０２６  京都府 
  １２０  東北         ００３  岩手県   ０２７  大阪府 
  １３０  関東         ００４  宮城県   ０２８  兵庫県 
  １３１  京浜         ００５  秋田県   ０２９  奈良県 
  １４０  甲信越        ００６  山形県   ０３０  和歌山県 
  １５０  中部         ００７  福島県   ０３１  鳥取県 
  １６０  北陸         ００８  茨城県   ０３２  島根県 
  １７０  近畿         ００９  栃木県   ０３３  岡山県 
  １８０  中国         ０１０  群馬県   ０３４  広島県 
  １８１  山陽         ０１１  埼玉県   ０３５  山口県 
  １８２  山陰         ０１２  千葉県   ０３６  徳島県 
  １９０  四国         ０１３  東京都   ０３７  香川県 
  ２００  九州・沖縄      ０１４  神奈川県  ０３８  愛媛県 
  ５１０  東日本        ０１５  新潟県   ０３９  高知県 
  ５２０  西日本        ０１６  富山県   ０４０  福岡県 
  ９００  全国         ０１７  石川県   ０４１  佐賀県 
                  ０１８  福井県   ０４２  長崎県 
                 ０１９  山梨県   ０４３  熊本県 

                  ０２０  長野県   ０４４  大分県 
                  ０２１  岐阜県   ０４５  宮崎県 
                  ０２２  静岡県   ０４６  鹿児島県 
                  ０２３  愛知県   ０４７  沖縄県 
                  ０２４  三重県 


