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商品群 品目 調査対象商品
穀物 大麦 飼料用＜北米産、オセアニア産＞

小麦 ウエスタンホワイトウイート＜北米産＞

ダークノーザンスプリングウイート＜北米産＞

カナダ・ウエスタン・レッド・スプリング＜北米産＞

オーストラリアン・スタンダード・ホワイト＜オセアニア産＞

とうもろこし 配合飼料用＜北米産＞

こうりゃん 配合飼料用＜北米産、オセアニア産＞

豆・油用種子 大豆 イエロー・No.2＜北米産＞
搾油用大豆＜北米産＞

なたね No.1＜北米産＞
ごま 食用＜アジア産＞

その他の農産物 乾燥果実・ナッツ類 天津栗＜アジア産＞

アーモンドミッション＜北米産＞

干しぶどう＜北米産＞

コーヒー豆 ロブスタ種＜アジア産＞

サントスNo.2＜南米産＞
エクセルソ＜南米産＞

飼料用乾草類 スーダングラス＜北米産＞

デハイドレーテッドペレット＜北米産＞

アルファルファヘイベール＜北米産＞

オーツへイベール＜オセアニア産＞

畜産物 牛肉 長期穀物肥育牛・チルド・フルセット＜オセアニア産＞

牧草肥育牛・チルド・フルセット＜オセアニア産＞

フルブリスケット＜オセアニア産＞

トリミング＜オセアニア産＞

トップサイド＜オセアニア産＞

牛臓器・舌 舌＜オセアニア産＞

横隔膜＜オセアニア産＞

サガリ＜オセアニア産＞

豚肉 ベリー・チルド＜北米産＞

テンダーロイン・チルド＜北米産＞

CCロイン・チルド＜北米産＞
CTバット・チルド＜北米産＞

鶏肉 レッグ＜北米産＞

骨なしもも＜南米産＞

水産物 塩かずのこ 北米産

アジア産

加工原料食品 粗糖 糖度96%基準＜アジア製、オセアニア製、アフリカ製＞
麦芽 ピルスナータイプ＜オセアニア製、欧州製、北米製＞

酒造用アルコール 南米製

アジア製

農水産加工食品 野菜缶詰 コーン＜北米製＞

ホールトマト＜欧州製、アジア製＞

たけのこ＜アジア製＞

マッシュルーム＜アジア製＞

果実缶詰 みかん＜アジア製＞

桃＜アジア製、アフリカ製＞

パイナップル＜アジア製＞

魚介缶詰 かつお＜アジア製＞

まぐろ＜アジア製＞

アンチョビフィレ缶＜欧州製＞

調製うなぎ 蒲焼＜アジア製＞

調製甲殻類 ロブスター＜オセアニア製＞

ずわいがに＜北米製＞

その他の調整食品 オリーブ油 オリーブ油＜欧州製＞

パーム油 精製油＜アジア製＞

チーズ モッツアレラチーズ＜欧州製＞

クリームチーズ＜欧州製＞

マリボーチーズ＜欧州製＞

香辛料 白胡椒＜アジア製＞

黒胡椒＜アジア製＞

コリアンダー＜アフリカ製＞

マカロニ・スパゲッティ スパゲティ＜欧州製＞

ペンネ＜欧州製＞

ビスケット類 クラッカー＜北米製＞

クッキー＜北米製＞

＜　輸 入 物 価 指 数　＞
【　食 料 品 ・ 飼 料　】
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チョコレート 北米製

欧州製

飲料 ミネラルウォーター ペットボトル入り（330ml、500ml）＜北米製、欧州製＞
果実飲料 バナナジュース＜南米製＞

パインジュース＜アジア製＞

オレンジジュース＜南米製＞

グレープフルーツジュース＜北米製＞

ワイン 欧州製

ウイスキー・ブランデー ウイスキー＜欧州製、北米製＞

ブランデー＜欧州製＞

茶・コーヒー 茶＜欧州製、アジア製＞

コーヒー＜欧州製、南米製＞

飼料 大豆かす 南米産

北米産

アジア産

フィッシュミール 畜産用＜南米製＞

水産用＜南米製＞

ペットフード 犬用＜北米製、アジア製＞

猫用＜北米製、アジア製＞

商品群 品目 調査対象商品
綿花 綿花 北米産

オセアニア産

南米産

天然繊維糸 綿糸 単糸（20番、30番）＜アジア製＞
合繊糸 合繊長繊維糸 ポリエステル長繊維糸＜アジア製＞

ナイロン長繊維糸＜アジア製＞

合繊紡績糸 ポリエステル・レーヨン混紡糸＜アジア製＞

ポリエステル・綿混紡糸＜アジア製＞

天然繊維織物 綿織物 綿ブロード＜アジア製＞

毛織物 そ毛服地（サージ、トロピカル）＜欧州製＞

合繊織物 ポリエステル紡績糸織物 ポリエステル・綿混紡織物＜アジア製＞

下着類 男子用下着 ブリーフ＜アジア製＞

トランクス＜アジア製＞

ロングパンツ＜アジア製＞

アンダーシャツ＜アジア製＞

女子用下着 ショーツ＜アジア製＞

キャミソール＜アジア製＞

五分袖シャツ＜アジア製＞

ファンデーション下着 ブラジャー＜アジア製、欧州製＞

パジャマ 紳士用＜アジア製＞

婦人用＜アジア製＞

男児用＜アジア製＞

中衣類 シャツ 紳士用シャツ＜アジア製＞

ブラウス 婦人用ブラウス＜アジア製＞

ポロシャツ 紳士用ポロシャツ＜アジア製＞

Ｔシャツ 紳士用＜アジア製＞

婦人用＜アジア製＞

トレーナー 紳士用＜アジア製＞

婦人用＜アジア製＞

外衣類 セーター セーター（紳士用、婦人用）＜アジア製＞

カーディガン（紳士用、婦人用）＜アジア製＞

アンサンブル（婦人用）＜アジア製＞

男子用スーツ類 スーツ＜アジア製＞

ジャケット＜アジア製＞

女子用スーツ類 スーツ ＜アジア製＞
ジャケット＜アジア製＞

男子用ズボン類 スラックス（綿、毛、ポリエステル）＜アジア製＞

女子用スカート類 パンツ（綿、綿合繊、毛）＜アジア製＞

スカート（毛、ポリエステル）＜アジア製＞

コート ダッフルコート（学生用、紳士用） ＜アジア製＞
Pコート（学生用、婦人用） ＜アジア製＞
トレンチコート（紳士用）＜アジア製＞

ダウンコート（婦人用）＜アジア製＞

ステンカラーコート（紳士用）＜アジア製＞

フリースジャケット＜アジア製＞

その他の衣類 ソックス 紳士用ビジネスソックス＜アジア製＞

紳士用カジュアルソックス＜アジア製＞

【　繊 維 品　】
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子供服 トレーナー＜アジア製＞

Tシャツ（半袖、長袖）＜アジア製＞
カットソー＜アジア製＞

スカート＜アジア製＞

デニム地パンツ＜アジア製＞

作業衣 ジャンパー（作業用、事務用）＜アジア製＞

スラックス（作業用、事務用）＜アジア製＞

ブルゾン（作業用）＜アジア製＞

ネクタイ ネクタイ＜アジア製＞

手袋 軍手＜アジア製＞

ニット手袋（紳士用、婦人用）＜アジア製＞

ナイロン手袋（紳士用、子供用）＜アジア製＞

帽子 野球帽＜アジア製＞

園児帽＜アジア製＞

体操用紅白帽＜アジア製＞

スカーフ・マフラー マフラー（カシミア）＜アジア製＞

スカーフ（シルク）＜アジア製＞

ストール（カシミア）＜アジア製＞

その他の繊維品 不織布 不織布＜アジア製＞

毛布 綿毛布＜アジア製＞

アクリル毛布＜アジア製＞

リネン 掛けふとんカバー＜アジア製＞

敷きふとんカバー＜アジア製＞

枕カバー＜アジア製＞

カーテン ドレープカーテン＜アジア製、欧州製＞

レースカーテン＜アジア製、欧州製＞

敷物 カーペット（ポリプロピレン）＜アジア製＞

カーペット（ウール）＜アジア製＞

手織りカーペット（シルク）＜アジア製、中近東製＞

タオル ゲストタオル＜アジア製＞

フェイスタオル＜アジア製＞

白無地タオル＜アジア製＞

商品群 品目 調査対象商品
鉄鉱石 鉄鉱石 オセアニア産

アフリカ産

南米産

アジア産

非鉄金属鉱 銅鉱 南米産

北米産

ニッケル鉱 オセアニア産

アジア産

亜鉛鉱 南米産

オセアニア産

北米産

マンガン鉱 オセアニア産

アフリカ産

モリブデン鉱 北米産

南米産

金属くず 鉄くず ステンレススクラップ＜アジア産、北米産＞

銅・同合金くず 銅線くず＜北米産、アジア産＞

アルミニウム・同合金くず テイントテーバー＜北米産＞

テンス＜北米産＞

フェロアロイ フェロシリコン 2号＜アジア製、南米製＞
フェロクロム アフリカ製

フェロニッケル 高炭素＜オセアニア製＞

低炭素＜南米製＞

シリコマンガン 1号＜アジア製＞
銑鉄 製鋼用銑鉄 一流銑（Si　1.59％以下）＜アジア製＞
普通鋼鋼材 厚板 アジア製

熱延広幅帯鋼 アジア製

冷延広幅帯鋼 アジア製

めっき鋼板 溶融亜鉛めっき鋼板＜アジア製＞

電気亜鉛めっき鋼板＜アジア製＞

特殊鋼鋼材 ステンレス鋼板 SUS304＜アジア製＞
SUS430＜アジア製＞

貴金属地金 金地金＊ 金地金

銀地金＊ 銀地金

【　金 属 ・ 同 製 品　】
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白金地金＊ 白金地金

パラジウム＊ パラジウム地金

ロジウム＊ ロジウム

重金属地金 銅地金＊ 銅地金

ニッケル地金＊ ニッケル地金

すず地金＊ すず地金

コバルト地金 コバルト地金　純分　99.3%以上＜アジア産＞
インジウム地金＊ インジウム地金

軽金属地金 アルミニウム地金＊ アルミニウム地金

アルミニウム合金・同二次合金地金 圧延用合金地金＜北米製＞

押出し用合金地金＜オセアニア製＞

ベースメタル＜アジア製＞

シリコン シリコン 単結晶＜アジア製＞

多結晶＜北米製＞

電線・ケーブル 電線・ケーブル マグネットワイヤー＜アジア製＞

錫メッキ銅より線＜アジア製＞

金属製品 ボルト・ナット ボルト＜アジア製＞

ナット＜アジア製＞

金属製建具・同関連品 ドアクローザ＜アジア製＞

ドアガード＜アジア製＞

家具ツマミ＜欧州製＞

アルミニウムサッシ＜アジア製＞

アルミ・樹脂複合サッシ＜アジア製＞

金属製台所・生活用品 アルミ製鍋＜アジア製＞

ステンレス製鍋＜アジア製＞

カミソリ＜アジア製＞

作業工具 トルクレンチ＜北米製＞

ラジオペンチ＜アジア製＞

ニッパー＜アジア製＞

金属製管継手 エルボ＜アジア製＞

商品群 品目 調査対象商品
丸太 米材丸太 IS級　＜北米産＞

SS級　＜北米産＞
北洋材丸太 から松＜北洋産＞

えぞ松＜北洋産＞

南洋材丸太 ラワン＜アジア産＞

製材 米材製材 米松小角（未乾燥材）＜北米製＞

米松正角＜北米製＞

米松平角（未乾燥材、乾燥材）＜北米製＞

米つが正角（乾燥材）＜北米製＞

米つが小角（未乾燥材）＜北米製＞

米ひば小角＜北米製＞

米松平割（乾燥材）＜北米製＞

米つが平割（乾燥材）＜北米製＞

北洋材製材 北洋赤松（未乾燥材、乾燥材）＜北洋製＞

欧州材製材 ホワイトウッドラミナ＜欧州製＞

レッドウッドラミナ＜欧州製＞

間柱＜欧州製＞

木材チップ 針葉樹チップ ダグラスファーチップ＜北米製＞

ラジアタパインチップ＜オセアニア製＞

広葉樹チップ ユーカリチップ＜オセアニア製、アフリカ製、南米製＞

合板 合板 型枠用合板＜アジア製＞

構造用合板＜アジア製＞

薄物合板＜アジア製＞

その他の加工木材 集成材 ホワイトウッド（平角、小角）＜欧州製＞

赤松（平角）＜欧州製＞

パーティクルボード類 OSB・F☆☆☆☆＜欧州製、北米製＞
その他の木製品 割り箸 白樺＜アジア製＞

竹＜アジア製＞

白楊材＜アジア製＞

木製家具部分品 応接家具用＜欧州製＞

整理家具用＜アジア製＞

【　木 材 ・ 同 製 品　】
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商品群 品目 調査対象商品
原油 原油 アラビアンエクストライト＜中近東産＞

スマトラライト＜アジア産＞

マーバン＜中近東産＞

イラニアンヘビー＜中近東産＞

イラニアンライト＜中近東産＞

アッパーザクム＜中近東産＞

カタールランド＜中近東産＞

カタールマリン＜中近東産＞

石油製品 ナフサ 中近東産

アジア産

軽油 アジア産

灯油・ジェット燃料油 ジェット燃料油＜アジア産＞

Ｃ重油 ローサルファー＜アジア産＞

液化石油ガス プロパン＜中近東産＞

ブタン＜中近東産＞

石炭 原料炭 オセアニア産

北米産

アジア産

一般炭 オセアニア産

アジア産

石炭製品 石炭コークス 製鉄用＜アジア産＞

鋳物用＜アジア産＞

天然ガス 液化天然ガス アジア産

商品群 品目 調査対象商品
無機化学工業薬品 酸化チタン ルチール型＜アジア製、北米製＞

アナターゼ型＜欧州製＞

カーボンブラック N220＜アジア製＞
N339＜アジア製＞
N660＜アジア製＞

脂肪族系中間物 二塩化エチレン 中近東製

アクリロニトリル 北米製

プラスチック 汎用プラスチック ポリプロピレン＜アジア製＞

低密度ポリエチレン＜アジア製、中近東製＞

高密度ポリエチレン＜アジア製＞

PET樹脂＜アジア製＞
ポリスチレン＜アジア製＞

飽和ポリエステル樹脂＜アジア製＞

エンジニアリングプラスチック ポリアミド樹脂＜欧州製、アジア製＞

シリコンゴム＜北米製＞

その他の有機化学工業製品 合成酸味料 クエン酸＜アジア製、欧州製＞

合成染料 塩基性染料＜欧州製＞

反応性染料＜欧州製＞

分散染料＜アジア製＞

メタノール JIS-K-1501＜アジア製、南米製、中近東製＞
合成ゴム IIR＜北米製＞

NBR＜北米製＞
SBR＜アジア製、北米製＞

有機ゴム薬品 老化防止剤＜欧州製＞

加硫促進剤＜欧州製＞

医薬品 精神神経安定剤 欧州製

眼科用剤 欧州製

循環器官用薬 欧州製

北米製

アジア製

呼吸器官用薬 欧州製

アジア製

ホルモン剤 欧州製

アジア製

北米製

腫瘍用薬 欧州製

抗生物質製剤 欧州製

アジア製

南米製

【　石 油 ・ 石 炭 ・ 天 然 ガ ス　】

【　化 学 製 品　】
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化学療法剤 欧州製

北米製

アジア製

血液製剤 欧州製

北米製

診断用医薬品 欧州製

北米製

化学肥料 カリ肥料 北米製

中近東製

複合肥料 リン酸アンモニウム＜北米製＞

その他の化学製品 界面活性剤 アジア製

欧州製

北米製

香水・オーデコロン 欧州製

北米製

仕上用・皮膚用化粧品 口紅＜欧州製、北米製＞

美容液＜欧州製＞

クリーム＜欧州製＞

頭髪用化粧品 シャンプー＜欧州製＞

整髪料＜欧州製、アジア製＞

農薬 殺菌剤＜欧州製、北米製＞

殺虫剤＜欧州製、北米製＞

除草剤＜欧州製、アジア製＞

写真感光材料 医療用現像液＜欧州製＞

写真フィルム（一般用、レントゲン用）＜北米製＞

印画紙＜北米製＞

香料 オレンジオイル＜南米製＞

ミントオイル＜北米製＞

レモンオイル＜北米製＞

バニラエッセンス＜北米製＞

グレープフルーツオイル＜北米製＞

ライムオイル＜北米製＞

接着剤 北米製

アジア製

欧州製

石油添加剤 潤滑油用酸化防止剤＜アジア製＞

防錆剤＜北米製＞

商品群 品目 調査対象商品
原動機・同部品 原動機 車両用ディーゼルエンジン＜欧州製＞

船舶用エンジン＜欧州製＞

建設用機械ディーゼルエンジン＜欧州製＞

発電機用ディーゼルエンジン＜北米製＞

自動車用内燃機関部品 ピストン＜アジア製＞

ウォーターポンプ＜欧州製＞

オイルフィルター＜欧州製＞

航空機用原動機部品 北米製

欧州製

風水力機械 ポンプ ギヤポンプ＜北米製＞

水中ポンプ＜欧州製＞

その他の一般産業用機械 軸受 ころ軸受＜欧州製＞

ローラベアリング＜北米製＞

ボールベアリング＜アジア製＞

機械工具 バイト＜欧州製＞

エンドミル＜欧州製、アジア製＞

タップ＜アジア製＞

電動工具 グラインダ＜アジア製＞

ドリル＜アジア製＞

サンダ＜アジア製＞

ドライバ＜アジア製＞

特殊産業用機械 農業用トラクタ 農業用トラクタ＜欧州製＞

印刷機械 欧州製

アジア製

事務用機器 電子卓上計算機 アジア製

複写機 モノクロデジタル複合機＜アジア製＞

その他の一般機器 冷凍機 アジア製

北米製

【　一 般 機 器　】
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バルブ バルブ・コック＜アジア製＞

ゲート弁＜アジア製＞

ボール弁＜アジア製＞

商品群 品目 調査対象商品
民生用電気機器 電子レンジ 電子レンジ＜アジア製＞

オーブンレンジ＜アジア製＞

電気冷蔵庫 電気冷蔵庫＜アジア製＞

ルームエアコン 家庭用＜アジア製＞

電気洗濯機 全自動洗濯機＜アジア製＞

電気掃除機 アジア製

欧州製

理容用電気器具 ヘアードライヤー＜アジア製＞

電気かみそり＜アジア製＞

電球・配線・電気照明器具 電球 蛍光ランプ＜アジア製、欧州製＞

HIDランプ＜欧州製＞
ハロゲンランプ＜欧州製＞

配線器具 電源コード＜アジア製＞

点滅器＜アジア製＞

接続器＜アジア製＞

テーブルタップ＜アジア製＞

電気照明器具 住宅用照明器具＜アジア製＞

自動車用ヘッドランプ＜アジア製＞

自動車用リアコンビランプ＜アジア製＞

電子応用装置 録画・再生装置 DVDプレーヤー＜アジア製＞
BDレコーダー＜アジア製＞
ビデオ・DVDレコーダー＜アジア製＞

デジタルカメラ アジア製

Ｘ線装置 乳房用X線診断装置＜北米製＞
血管造影X線診断装置＜欧州製＞
移動型外科用X線テレビ装置＜欧州製＞

電気計測器 電気計測機器 デジタルマルチメーター＜北米製＞

ネットワークパフォーマンステスタ＜北米製＞

オーディオアナライザ＜北米製＞

ケーブルアナライザ＜北米製＞

GPIB（IEEE 488）計測器＜欧州製＞
工業計器 流量調節器＜北米製＞

マスフローコントローラ＜北米製＞

ダンパアクチュエータ＜欧州製＞

医療用計測器 呼吸循環モニタ＜北米製＞

血液検査機器＜北米製＞

生体情報モニタ＜欧州製＞

その他の電気機器 ワイヤーハーネス 自動車用エンジンハーネス＜アジア製＞

バギー用メインハーネス＜北米製＞

蓄電池 携帯電話用リチウムイオン電池＜アジア製＞

デジタルカメラ用リチウムイオン電池＜アジア製＞

二輪車用バッテリー＜アジア製＞

記録用テープ・ディスク MD＜アジア製＞
DVD-R＜アジア製＞
CD-R＜アジア製＞
VHS用テープ＜アジア製＞

シリコンウエハ ポリッシュドウエハ（8インチ、6インチ）＜北米製、アジア製＞
エピタキシャルウエハ（4インチ）＜欧州製＞

電話機 固定電話機＜アジア製＞

コードレス電話機＜アジア製＞

ファクシミリ 家庭用＜アジア製＞

業務用＜アジア製＞

無線通信機器 アマチュア無線機＜北米製、アジア製＞

業務用無線機＜アジア製＞

カラーテレビ 液晶テレビ（7インチ、15インチ、19インチ、20インチ、26インチ、32イン
チ、37インチ）＜アジア製＞

オーディオ CDプレーヤー＜アジア製＞
ポータブルMDプレーヤー＜アジア製＞
システムオーディオ＜アジア製＞

スピーカーシステム＜欧州製＞

ラジカセ＜アジア製＞

メモリープレーヤー＜アジア製＞

【　電 気 ・ 電 子 機 器　】
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カーオーディオ カーオーディオ＜アジア製＞

電子計算機・同附属装置 電子計算機本体 ノートブック型パソコン＜アジア製＞

デスクトップ型パソコン＜アジア製＞

UNIXサーバー＜北米製、アジア製＞
PCサーバー＜北米製、アジア製＞

磁気ディスク装置 ハードディスクドライブ＜北米製、アジア製＞

フロッピーディスクドライブ＜アジア製＞

光ディスク装置 DVD-R/RWドライブ＜アジア製＞
CD-ROMドライブ＜アジア製＞
DVDドライブ＜アジア製＞
DVD/CDライター＜アジア製＞

印刷装置 インクジェットプリンター＜アジア製＞

レーザープリンター＜アジア製＞

表示装置 液晶ディスプレイモニター（15インチ、17インチ、19インチ、20インチ）＜
アジア製＞

電子部品 電子機器用コンデンサ フィルムコンデンサ＜アジア製＞

アルミニウム電解コンデンサ＜アジア製＞

電子機器用変成器 エアコン用リアクタ＜アジア製＞

照明機器用トランス＜アジア製＞

精密機器用トランス＜アジア製＞

チップインダクタ＜アジア製＞

水晶振動子 アジア製

接続部品 電子機器用スイッチ（プリンター用、DVD用）＜アジア製＞
電子機器用コネクタ（基板対基板用、基板対ケーブル用）＜アジア製＞

変換部品 モーター（家電用、玩具用、オーディオ用、OA機器用）＜アジア製＞
スピーカー部品（オーディオ用、カラオケ用）＜アジア製＞

光ピックアップ＜アジア製＞

組立品 リモコン＜アジア製＞

ACアダプター＜アジア製＞
カーアンテナ＜アジア製＞

スイッチング電源＜アジア製＞

地上波/BS/CS一体型チューナー＜アジア製＞
電子デバイス ディスプレイデバイス 液晶パネル＜アジア製＞

チップ・イン・グラス＜アジア製＞

液晶デバイス＜アジア製＞

半導体素子 トランジスタ＜アジア製＞

光電変換素子＜アジア製＞

線形回路 北米製

アジア製

モス型ロジック集積回路 MPU（32ビット、64ビット）＜北米製、、アジア製、中米製＞
MCU（8ビット、32ビット）＜アジア製＞

モス型メモリ集積回路 DRAM＜アジア製＞
NAND型フラッシュメモリ＜北米製、アジア製＞

混成集積回路 エアコン用＜アジア製＞

車載用＜欧州製＞

商品群 品目 調査対象商品
乗用車 小型乗用車 コンパクト＜欧州製＞

普通乗用車 セダン＜欧州製＞

二輪自動車 二輪自動車 小型＜アジア製、欧州製＞

大型＜欧州製、北米製＞

自動車部品
自動車部品 駆動・伝導・操縦装置部品（アルミホイール、ステアリングホイール）＜欧

州製、アジア製＞
懸架・制動装置部品（ディスクブレーキパッド、ブレーキシュー）＜欧州
製、北米製、アジア製＞
シャシー・車体部品（フロントフード、インナーミラー）＜アジア製、欧州
製＞

二輪自動車用＜アジア製＞

航空機部品 航空機部品 北米製

欧州製

自転車 自転車 軽快車＜アジア製＞

マウンテンバイク＜アジア製＞

【　輸 送 用 機 器　】
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商品群 品目 調査対象商品
計測機器 分析機器 マルチ分光測色計＜北米製＞

マルチ分光放射輝度計＜北米製＞

赤外分光分析装置＜欧州製＞

熱分析装置＜北米製＞

発光分光分析装置＜北米製＞

分析前処理装置＜オセアニア製＞

ガスクロマトグラフ装置用前処理装置＜欧州製＞

医療用具 医療用機器 カテーテル＜北米製＞

ニードル＜北米製＞

輸液セット＜アジア製＞

医療用品 アルミクラッチ＜アジア製＞

携帯用吸引器＜北米製＞

人工心臓弁＜北米製＞

骨折治療材付属品＜北米製＞

その他の精密機器 カメラ用レンズ・交換レンズ ビデオカメラ用レンズ＜アジア製＞

カメラ用レンズ＜アジア製＞

眼鏡枠・レンズ コンタクトレンズ＜欧州製、アジア製＞

眼鏡レンズ＜アジア製＞

眼鏡枠＜アジア製＞

時計 腕時計（アナログ式、デジタル式）＜欧州製＞

掛時計＜アジア製＞

商品群 品目 調査対象商品
原皮・羽毛 牛皮 ヘビーステア＜北米産＞

カーフ＜オセアニア産＞

デイリーステア＜北米産＞

キップ＜北米産、欧州産＞

羽毛 ホワイトグース＜アジア産、欧州産＞

ホワイトダック＜アジア産＞

シルバーマザーグース＜欧州産＞

天然ゴム 天然ゴム TSR20＜アジア産＞
RSS・No.3＜アジア産＞
ラテックス（D.R.C.60％）＜アジア製＞

真珠 真珠 クロチョウ真珠＜オセアニア産＞

シロチョウ真珠＜アジア産、オセアニア産＞

非金属鉱物 りん鉱石 中近東産

アフリカ産

アジア産

カオリン 製紙用＜北米産＞

工業用ダイヤモンド 人工ダイヤモンド＜欧州産＞

天然ダイヤモンド＜アフリカ産＞

工業塩 中米産

オセアニア産

パルプ 製紙さらしクラフトパルプ NBKP（針葉樹さらしクラフトパルプ）＜北米産＞
LBKP（広葉樹さらしクラフトパルプ）＜北米産＞

紙 新聞用紙 巻取紙・A巻＜北米製、欧州製、アジア製＞
塗工印刷用紙 上質コート紙＜アジア製＞

中質コート紙＜欧州製＞

ミルクカートン用紙 ミルクカートン用紙＜欧州製＞

紙製品 紙製容器 食品販売用小袋＜アジア製＞

催事用手提げ袋＜アジア製＞

紙コップ＜アジア製＞

紙皿＜アジア製＞

繊維板 MDF＜オセアニア製＞
プラスチック製品 プラスチックフィルム・シート ポリエチレン製レジ袋＜アジア製＞

ポリエステル製フィルム＜アジア製＞

プラスチック製日用品 抗菌まな板＜アジア製＞

風呂ふた＜アジア製＞

バスマット＜アジア製＞

食器＜アジア製＞

回転水切り器＜アジア製＞

れんげ＜アジア製＞

プラスチック製履物 子供靴＜アジア製＞

婦人靴＜アジア製＞

【　精 密 機 器　】

【　そ の 他 産 品 ・ 製 品　】
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窯業・土石製品 板ガラス フロート板ガラス＜アジア製＞

自動車用安全ガラス＜北米製＞

ガラス容器・器具 クリスタルガラス＜欧州製＞

ワイングラス＜欧州製＞

ビアグラス＜アジア製＞

ガラス繊維製品 チョップドストランドマット＜アジア製＞

ロービング＜アジア製＞

グラスファイバーヤーン＜アジア製＞

陶磁器製食器 カップ＆ソーサー＜欧州製、アジア製＞

洋皿＜欧州製＞

土鍋＜アジア製＞

石工品 墓石＜アジア製＞

敷石＜アジア製＞

大理石＜欧州製＞

花崗岩＜アジア製＞

家具 木製家具 テレビ台＜アジア製＞

ラブチェアー＜アジア製＞

ダイニングテーブル＜アジア製＞

アームチェア＜欧州製＞

整理棚＜アジア製＞

金属製家具 肘付チェア＜欧州製＞

片袖机＜アジア製＞

ゴム製品 自動車タイヤ 乗用車用＜欧州製　北米製＞

二輪車用＜北米製＞

スニーカー ゴム底布靴＜アジア製＞

スポーツシューズ＜アジア製＞

音楽・娯楽・運動用品 楽器 電子ピアノ＜アジア製＞

エレクトリック・ベース＜北米製＞

エレクトリック・ギター＜北米製＞

がん具 電動式がん具＜アジア製＞

ミニカー＜アジア製＞

三輪車＜アジア製＞

家庭用ゲーム機＜アジア製＞

運動用品 ゴルフクラブ＜アジア製＞

スキー板＜欧州製＞

釣竿＜アジア製＞

リール＜アジア製＞

オーディオディスクレコード CD・12cm（洋楽）＜欧州製、北米製＞
その他の製品 革靴 欧州製　

アジア製

かばん ビジネスバック（ナイロン製）＜アジア製＞

書類入れ（革製）＜アジア製＞

トラベルバック（ナイロン製）＜アジア製＞

ハンドバッグ ポリエステル製＜アジア製＞

オーストリッチ製＜欧州製＞

牛革ハンドバック＜欧州製＞

文具 スティックのり＜アジア製＞

修正テープ＜アジア製＞

テープカッター＜アジア製＞

ボールペン＜アジア製＞　　　

洋傘 折りたたみ傘（紳士用、婦人用）＜アジア製＞

長傘（紳士用、婦人用）＜アジア製＞
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（参考）2005年基準企業物価指数の調査価格数

国内企業物価指数 輸出物価指数 輸入物価指数 計

品目数 863 213 268 1,344

調査価格数 5,588 1,155 1,544 8,287

（注）2009/3月時点。
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