
業種名 IIP品⽬CD 品⽬名 ウェイト 単位 備考
鉄鋼・⾮鉄⾦属⼯業 3 粗鋼 63.8 ｔ
鉄鋼・⾮鉄⾦属⼯業 4 鋼半製品 54.4 ｔ
鉄鋼・⾮鉄⾦属⼯業 18 鋳鋼品 18.1 t
鉄鋼・⾮鉄⾦属⼯業 19 銑鉄鋳物 20.0 ｔ
鉄鋼・⾮鉄⾦属⼯業 25 アルミニウム押出製品 29.0 ｔ
鉄鋼・⾮鉄⾦属⼯業 26 銅線 23.1 導体ｔ
鉄鋼・⾮鉄⾦属⼯業 28 銅・銅合⾦鋳物 10.0 ｔ
鉄鋼・⾮鉄⾦属⼯業 30 ダイカスト 11.6 t
⾦属製品⼯業 31 鉄⾻ 36.9 ｔ
⾦属製品⼯業 32 橋りょう 13.7 ｔ
⾦属製品⼯業 34 ⽔⾨ 19.0 t
⾦属製品⼯業 37 アルミニウム製建具 146.5 ｔ
⾦属製品⼯業 44 超硬チップ 33.3 kg/千個
⾦属製品⼯業 45 管継⼿ 18.2 kg
汎⽤・⽣産⽤・業務⽤機械⼯業 56 クレーン 22.4 ｔ
汎⽤・⽣産⽤・業務⽤機械⼯業 64 固定⽐減速機 22.7 ｔ
汎⽤・⽣産⽤・業務⽤機械⼯業 72 化学機械機器 30.7 t
汎⽤・⽣産⽤・業務⽤機械⼯業 73 半導体製造装置 331.2 百万円
汎⽤・⽣産⽤・業務⽤機械⼯業 74 フラットパネル・ディスプレイ製造装置 24.3 百万円
汎⽤・⽣産⽤・業務⽤機械⼯業 75 産業⽤ロボット 15.8 台
汎⽤・⽣産⽤・業務⽤機械⼯業 83+84+86 機械⼯具 53.3 百万円
汎⽤・⽣産⽤・業務⽤機械⼯業 83 ダイヤモンド⼯具 14.0 百万円 上位品⽬に統合

汎⽤・⽣産⽤・業務⽤機械⼯業 84 C（W）BN⼯具 19.3 百万円 上位品⽬に統合

汎⽤・⽣産⽤・業務⽤機械⼯業 86 超硬⼯具 20.0 百万円 上位品⽬に統合

汎⽤・⽣産⽤・業務⽤機械⼯業 88 ⾦型 41.8 kg
電⼦部品・デバイス⼯業 93 固定コンデンサ 32.8 千個
電⼦部品・デバイス⼯業 100 トランジスタ 129.9 千個
電⼦部品・デバイス⼯業 102 [⾦額]半導体集積回路（線形回路） 73.4 百万円
電⼦部品・デバイス⼯業 103 [⾦額]半導体集積回路（マイコン） 111.1 百万円
電⼦部品・デバイス⼯業 104 [⾦額]半導体集積回路（ロジック） 249.4 百万円
電⼦部品・デバイス⼯業 105 [⾦額]半導体集積回路（メモリ） 16.5 百万円
電気・情報通信機械⼯業 110 ⾮標準三相誘導電動機 69.5 kW
電気・情報通信機械⼯業 117 開閉制御装置 95.4 百万円
電気・情報通信機械⼯業 119 制御リレー 51.6 千台
電気・情報通信機械⼯業 120 低圧開閉スイッチ 5.9 千個
電気・情報通信機械⼯業 121 ⾼圧開閉器 28.9 台
電気・情報通信機械⼯業 124 電気照明器具 76.9 千個
輸送機械⼯業 134+135+136 四輪⾃動⾞ 767.8 台
輸送機械⼯業 134 軽・⼩型乗⽤⾞ 130.5 台 上位品⽬に統合

輸送機械⼯業 135 普通乗⽤⾞ 560.0 台 上位品⽬に統合

輸送機械⼯業 136 トラック 77.3 台 上位品⽬に統合

輸送機械⼯業 138 ⾃動⾞⾞体 11.8 百万円
輸送機械⼯業 140 機関部品 6.5 百万円
輸送機械⼯業 141 駆動伝導・操縦装置部品 74.1 百万円
輸送機械⼯業 142 シャシー・⾞体部品 160.9 百万円
窯業・⼟⽯製品⼯業 156 セメント 88.8 t
窯業・⼟⽯製品⼯業 157 遠⼼⼒鉄筋コンクリート製品 8.4 ｔ
窯業・⼟⽯製品⼯業 159 道路⽤コンクリート製品 19.1 ｔ
窯業・⼟⽯製品⼯業 164 台所・⾷卓⽤陶磁器 15.2 ｔ
化学・⽯油⽯炭製品⼯業 180 カーボンブラック 8.0 ｔ
化学・⽯油⽯炭製品⼯業 183 酸素 15.3 千m３
化学・⽯油⽯炭製品⼯業 184 窒素 10.4 千m３
化学・⽯油⽯炭製品⼯業 208 合成洗剤 6.2 ｔ
化学・⽯油⽯炭製品⼯業 210 溶剤系合成樹脂塗料 46.8 ｔ
プラスチック製品⼯業 224 プラスチック製フィルム・シート 128.9 ｔ
プラスチック製品⼯業 227 プラスチック製機械器具部品 113.2 ｔ
プラスチック製品⼯業 228 プラスチック製⽇⽤品・雑貨 58.8 ｔ
プラスチック製品⼯業 229 プラスチック製容器 41.9 ｔ
パルプ・紙・紙加⼯品⼯業 231 製紙パルプ 47.8 ｔ
パルプ・紙・紙加⼯品⼯業 233 印刷⽤紙（⾮塗⼯類） 18.4 ｔ
パルプ・紙・紙加⼯品⼯業 237 衛⽣⽤紙 17.4 ｔ
パルプ・紙・紙加⼯品⼯業 242 段ボールシート 28.4 千㎡
その他⼯業 269 外⾐ 35.7 千点
その他⼯業 270 下着・補整着・寝着類 15.9 千点
その他⼯業 271 靴下 12.4 千点
その他⼯業 278 ⼯業⽤ゴム製品 66.9 新ゴム量ｔ
その他⼯業 280 ⽊製家具 31.3 個
その他⼯業 282 平版印刷（オフセット印刷） 91.5 百万円
その他⼯業 283 おう版印刷（グラビア印刷） 14.1 百万円
鉱業 289 ⽯灰⽯ 24.2 千ｔ
（注）１．九州地区鉱⼯業指数（平成２7年基準）の採⽤品⽬のうち、⽣産動態統計調査に係る主要な品⽬について掲載しています。
　　　　　　　　ただし、企業数・事業所数等により秘匿扱いとなる品⽬を除いています。
　 　　　２．１品⽬では秘匿扱いになる場合、⼜は⽣産ウェイトが⼩さい場合は複数品⽬を統合して掲載している場合があります。　
　　　　　　　（例）IIP品⽬CD︓83+84+86は83と84と86を統合した品⽬であることを⽰しています。
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