
企業向けサービス価格指数における品目分類編成の変遷（基本分類指数）

○ 1985年基準 ○ 1990年基準 ○ 1995年基準 ○ 2000年基準 ○ 2005年基準
1. 基本分類指数 1. 基本分類指数 1. 基本分類指数 1. 基本分類指数 1. 基本分類指数

大類別 大類別 大類別 大類別 大類別
類別 類別 類別 類別 類別

小類別 小類別 小類別 小類別 小類別
品目 品目 品目 品目 品目

金融･保険 金融･保険 金融･保険 金融・保険 金融・保険
金融サービス 金融サービス 金融サービス 金融 金融

銀行手数料 銀行手数料 銀行手数料 金融手数料 金融手数料
振込（窓口扱い） 振込（窓口扱い） 振込 内国為替手数料 内国為替手数料
代金取立 代金取立 代金取立 外国為替手数料 外国為替手数料
口座振替 口座振替 口座振替 預貸業務手数料 預貸業務手数料
ファームバンキング ファームバンキング ファームバンキング 証券委託手数料 証券委託手数料
外為関連 外為関連 外為関連 証券引受手数料 証券引受手数料
証券代行事務 証券代行事務 証券代行事務 証券募集取扱手数料 証券募集取扱手数料

保険サービス 保険サービス 証券関連手数料 証券事務委託手数料 証券事務委託手数料
損害保険料 損害保険料 信託報酬 × 代理業務手数料 代理業務手数料

自動車保険（任意） 自動車保険（任意） 証券手数料 保護預り手数料 貸金庫手数料
自動車保険（自賠責） 自動車保険（自賠責） 証券引受 保証業務手数料 信用保証料
火災保険 火災保険 保険サービス 保険 カード加盟店手数料
海上･運送保険 海上･運送保険 損害保険料 損害保険 ＡＴＭ委託手数料

不動産 不動産 自動車保険（任意） 火災保険 保険
不動産賃貸 不動産賃貸 自動車保険（自賠責） 自動車保険（任意） 損害保険

不動産賃貸 不動産賃貸 火災保険 自動車保険（自賠責） 火災保険
事務所 事務所 海上･運送保険 海上・運送保険 自動車保険（任意）
店舗 店舗 不動産 不動産 自動車保険（自賠責）
ホテル ホテル 不動産賃貸 不動産賃貸 海上・運送保険
駐車場 駐車場 不動産賃貸 事務所賃貸 不動産

運輸 運輸 事務所 事務所賃貸（東京圏） 不動産賃貸
陸上貨物輸送 陸上貨物輸送 店舗 事務所賃貸（名古屋圏） 事務所賃貸

鉄道貨物輸送 鉄道貨物輸送 ホテル 事務所賃貸（大阪圏） 事務所賃貸（東京圏）
鉄道貨物 鉄道貨物 駐車場 事務所賃貸（その他地域） 事務所賃貸（名古屋圏）

道路貨物輸送 道路貨物輸送 運輸 その他の不動産賃貸 事務所賃貸（大阪圏）
道路貨物 特別積合せ貨物 陸上貨物輸送 店舗賃貸 事務所賃貸（その他地域）

海上貨物輸送 一般貨物 鉄道貨物輸送 ホテル賃貸 その他の不動産賃貸
外洋貨物輸送 海上貨物輸送 鉄道貨物 駐車場賃貸 店舗賃貸

定期航路 外洋貨物輸送 道路貨物輸送 運輸 ホテル賃貸
不定期航路 定期航路 特別積合せ貨物 旅客輸送 駐車場賃貸
タンカー 不定期航路 一般貨物 鉄道旅客輸送 運輸

内航貨物輸送 外洋タンカー 海上貨物輸送 新幹線 旅客輸送
貨物船等 内航貨物輸送 外洋貨物輸送 鉄道旅客輸送（除新幹線） 鉄道旅客輸送

港湾運送等 貨物船 定期航路 道路旅客輸送 新幹線
港湾運送等 自動車航送船 不定期航路 乗合バス 鉄道旅客輸送（除新幹線）

航空貨物輸送 内航タンカー 外洋タンカー 貸切バス 道路旅客輸送
国際航空貨物輸送 港湾運送 内航貨物輸送 ハイヤー・タクシー 乗合バス

国際航空貨物 船内荷役 貨物船 航空旅客輸送 貸切バス
国内航空貨物輸送 沿岸荷役 自動車航送船 国際航空旅客輸送 ハイヤー・タクシー

国内航空貨物 航空貨物輸送 内航タンカー 国内航空旅客輸送 海上旅客輸送
旅客輸送 国際航空貨物輸送 港湾運送 陸上貨物輸送 内航旅客輸送

鉄道旅客輸送 国際航空貨物 港湾荷役 鉄道貨物輸送 国際航空旅客輸送
鉄道旅客 国内航空貨物輸送 航空貨物輸送 鉄道貨物輸送 国際航空旅客輸送（北米方面）

道路旅客輸送 国内航空貨物 国際航空貨物輸送 道路貨物輸送 国際航空旅客輸送（欧州方面）
バス･ハイヤー等 旅客輸送 国際航空貨物 積合せ貨物輸送 国際航空旅客輸送（アジア・オセアニア方面）

航空旅客輸送 鉄道旅客輸送 国内航空貨物輸送 宅配便 国内航空旅客輸送
国際航空旅客 鉄道旅客 国内航空貨物 メール便 国内航空旅客輸送
国内航空旅客 道路旅客輸送 旅客輸送 貸切貨物輸送 陸上貨物輸送

倉庫･運輸付帯サービス バス 鉄道旅客輸送 特殊貨物輸送 鉄道貨物輸送
倉庫 ハイヤー 鉄道旅客 海上貨物輸送 鉄道貨物輸送

倉庫保管･荷役 タクシー 道路旅客輸送 外航貨物輸送 道路貨物輸送
こん包 航空旅客輸送 バス 定期船 積合せ貨物輸送

こん包 国際航空旅客 ハイヤー 不定期船 宅配便
有料道路 国内航空旅客 タクシー 外航タンカー メール便

高速自動車国道 倉庫･運輸付帯サービス 航空旅客輸送 内航貨物輸送 貸切貨物輸送
一般有料道路 倉庫 国際航空旅客 貨物船 特殊貨物輸送
都市高速道路 普通倉庫 国内航空旅客 自動車航送船 海上貨物輸送

情報サービス 冷蔵倉庫 倉庫･運輸付帯サービス 内航タンカー 外航貨物輸送
情報サービス こん包 倉庫 貨物用船料 定期船

情報サービス こん包 普通倉庫 外航貨物用船料 不定期船
ソフトウェア開発 有料道路 冷蔵倉庫 港湾運送 外航タンカー
データ処理 高速自動車国道 こん包 港湾荷役 内航貨物輸送
情報提供 一般有料道路 こん包 航空貨物輸送 ＲＯＲＯ船
市場調査 都市高速道路 有料道路 国際航空貨物輸送 貨物船（除ＲＯＲＯ船）

通信 情報サービス 高速自動車国道 国際航空貨物輸送 自動車航送船
通信 情報サービス 都市高速道路 国内航空貨物輸送 内航タンカー

郵便 情報サービス 一般有料道路 国内航空貨物輸送 貨物用船料
郵便 ソフトウェア開発 情報サービス 倉庫・運輸付帯サービス 外航貨物用船料

国内電気通信 データ処理 情報サービス 倉庫 港湾運送
電話 情報提供 ソフトウェア開発 普通倉庫 港湾荷役
専用回線 市場調査 ソフトウェア開発 冷蔵倉庫 航空貨物輸送
自動車電話 通信 情報処理･提供サービス こん包 国際航空貨物輸送
ポケットベル 通信 データ処理 こん包 国際航空貨物輸送
付加価値通信 郵便 情報提供 有料道路 国内航空貨物輸送

国際電気通信 封書 市場調査 高速自動車国道 国内航空貨物輸送
国際電話 はがき 通信･放送 都市高速道路 倉庫・運輸付帯サービス
国際専用回線 その他郵便 通信 一般有料道路 倉庫
国際テレックス 国内電気通信 郵便 通信・放送 普通倉庫

広告 電話 封書 通信 冷蔵倉庫
広告媒体料等 専用回線 はがき 郵便 こん包

放送広告 自動車･携帯電話 その他郵便 封書 こん包
テレビＣＭ ポケットベル 国内･国際電気通信 はがき 有料道路
ラジオＣＭ 付加価値通信 国内電話 その他郵便 高速自動車国道

その他広告 国際電気通信 国際電話 固定電気通信 都市高速道路
新聞広告 国際電話 ＩＳＤＮ 固定電話 一般有料道路
雑誌広告 国際専用回線 データ伝送 専用線 郵便
ダイレクトメール 国際テレックス × 国内専用回線 固定データ伝送 郵便
折込広告 広告 国際専用回線 移動電気通信 封書
交通広告 広告媒体料 移動通信 携帯電話 はがき
屋外広告 放送広告 携帯電話 ＰＨＳ 特殊取扱郵便

諸サービス テレビＣＭ ＰＨＳ アクセスチャージ 国際郵便
リース･レンタル ラジオＣＭ ページャー × アクセスチャージ 情報通信

リース その他広告 アクセスチャージ 放送 通信
情報関連機器リース 新聞広告 アクセスチャージ 放送 固定電気通信
事務用機器リース 雑誌広告 放送 放送 固定電話
産業機械リース ダイレクトメール 有線放送 広告 専用線
工作機械リース 折込広告 有線放送 広告 インターネット接続サービス
輸送用機器リース 交通広告 広告 四媒体広告 ＷＡＮサービス
商業用等機械設備リース 屋外広告 広告媒体料 新聞広告 移動電気通信
その他リース リース･レンタル 放送広告 雑誌広告 携帯電話・ＰＨＳ

レンタル リース･レンタル テレビＣＭ テレビ広告 アクセスチャージ
電子計算機レンタル リース ラジオＣＭ ラジオ広告 アクセスチャージ
土木建設機械レンタル 電子計算機･同関連機器リース その他の広告 その他の広告 放送
レンタカー 通信機器リース 新聞広告 屋外広告 放送

建物･土木サービス 事務用機器リース 雑誌広告 交通広告 公共放送
建物サービス 産業機械リース ダイレクトメール 折込広告 民間放送

清掃 工作機械リース 折込広告 ダイレクトメール広告 有線放送
設備管理 輸送用機器リース 交通広告 インターネット広告 情報サービス
警備 商業用等機械設備リース 屋外広告 情報サービス ソフトウェア開発
衛生管理 医療機器リース リース･レンタル 情報サービス 受託開発ソフトウェア

土木建築サービス 土木建設機械リース リース･レンタル ソフトウェア開発 パッケージソフトウェア
設計監理 レンタル リース 受託開発ソフトウェア 情報処理・提供サービス
測量 電子計算機レンタル 電子計算機･同関連機器リース パッケージソフトウェア 情報処理サービス
地質調査 土木建設機械レンタル 通信機器リース 情報処理・提供サービス システム等管理運営受託

法務･会計サービス レンタカー 事務用機器リース 情報処理サービス 情報提供サービス
法務･会計サービス その他レンタル 産業機械リース システム等管理運営受託 市場調査・世論調査

法務サービス 諸サービス 工作機械リース 情報提供サービス インターネット附随サービス
会計サービス 自動車･機械修理 輸送用機器リース 市場調査 インターネット附随サービス

産業廃棄物処理･下水道 自動車修理 商業用等機械設備リース リース・レンタル インターネット附随サービス
産業廃棄物処理 自動車修理 医療機器リース リース・レンタル 新聞・出版

産業廃棄物処理 機械修理 土木建設機械リース リース 新聞
下水道 機械修理 レンタル 産業機械リース 新聞

下水道 建物･土木サービス 電子計算機レンタル 工作機械リース 出版
建物サービス 土木建設機械レンタル 医療用機器リース 書籍

清掃 レンタカー 商業・サービス業用機械設備リース 月刊誌
設備管理 その他レンタル × 通信機器リース 週刊誌
警備 諸サービス 土木・建設機械リース 広告
衛生管理 産業廃棄物処理･下水道 電子計算機・同関連機器リース 広告

土木建築サービス 産業廃棄物処理 事務用機器リース 四媒体広告
設計監理 産業廃棄物処理 輸送用機器リース 新聞広告
測量 下水道 レンタル 雑誌広告
地質調査 下水道 土木・建設機械レンタル テレビ広告

法務･会計サービス 自動車･機械修理 電子計算機レンタル ラジオ広告
法務･会計サービス 自動車修理 レンタカー その他の広告

法務サービス 自動車修理 諸サービス 屋外広告
会計サービス 機械修理 下水道・産業廃棄物処理 交通広告

労働者派遣サービス 機械修理 下水道 折込広告
労働者派遣サービス 専門サービス 下水道 ダイレクトメール広告

労働者派遣サービス 法務･会計サービス 産業廃棄物処理 インターネット広告
産業廃棄物処理･下水道 弁護士サービス 産業廃棄物処理 フリーペーパー・フリーマガジン広告

産業廃棄物処理 弁理士サービス 自動車・機械修理 リース・レンタル
産業廃棄物処理 司法書士サービス 自動車修理 リース・レンタル

下水道 公認会計士サービス 自動車修理 リース
下水道 税理士サービス 機械修理 産業機械リース

土木建築サービス 機械修理 工作機械リース
設計監理 専門サービス 医療用機器リース
測量 法務・会計サービス 商業・サービス業用機械設備リース
地質調査 弁護士サービス 通信機器リース

その他の専門サービス 弁理士サービス 土木・建設機械リース
社会保険労務士サービス 司法書士サービス 電子計算機・同関連機器リース
不動産鑑定評価 公認会計士サービス 事務用機器リース
行政書士サービス 税理士サービス 輸送用機器リース
土地家屋調査士サービス 土木建築サービス レンタル

その他諸サービス 設計監理 建設機械レンタル
建物サービス 測量 仮設資材レンタル

清掃 地質調査 電子計算機レンタル
設備管理 その他の専門サービス レンタカー
衛生管理 社会保険労務士サービス オフィス・イベント用品レンタル

労働者派遣サービス 不動産鑑定評価 諸サービス
労働者派遣サービス 行政書士サービス 下水道・廃棄物処理

警備 土地家屋調査士サービス 下水道
警備 その他諸サービス 下水道

洗濯 建物サービス 廃棄物処理
リネンサプライ 清掃 一般廃棄物処理

設備管理 産業廃棄物処理
衛生管理 自動車整備・機械修理

労働者派遣サービス 自動車整備
労働者派遣サービス 車検・定期点検・一般整備

警備 自動車整備（事故整備）
警備 機械修理

洗濯 電気機械器具修理
普通洗濯 機械修理（除電気機械器具）
リネンサプライ 専門サービス

法務・会計サービス
弁護士サービス
弁理士サービス
司法書士サービス
公認会計士サービス
税理士サービス

土木建築サービス
建築設計
土木設計
測量
地質調査

その他の専門サービス
社会保険労務士サービス
不動産鑑定評価
行政書士サービス
土地家屋調査士サービス

その他諸サービス
教育訓練サービス

社員研修サービス
建物サービス

清掃
設備管理
衛生管理

労働者派遣サービス
事務職派遣
労働者派遣サービス（除事務職）

警備
警備（除機械警備）
機械警備

プラントエンジニアリング
プラントエンジニアリング

テレマーケティング
テレマーケティング

宿泊サービス
ホテル宿泊サービス

洗濯
普通洗濯
リネンサプライ

※各基準の品目分類編成とその変遷を掲載しています。改廃の有無は、基本分類指数の品目のみ、掲載しています。

新 規 採用 品 目：新たに調査を開始した品目 統合・分割品目：複数の既存品目を合わせた後、細分化した品目

× 廃 止 品 目：調査を中止した品目 拡 充 品 目：品目範囲を拡げた品目

統 合 品 目：複数の既存品目を合わせた単一の品目 統合・拡充品目：複数の既存品目を合わせた後、品目範囲を拡げた品目

分 割 品 目：単一の既存品目を細分化した品目 名称変更品目：名称を変更した品目

凡　　　　　　　　　例



企業向けサービス価格指数における品目分類編成の変遷（基本分類指数）

○ 1985年基準 ○ 1990年基準 ○ 1995年基準 ○ 2000年基準 ○ 2005年基準

1. 基本分類指数（続き） 1. 基本分類指数（続き） 1. 基本分類指数（続き） 1. 基本分類指数（続き） 1. 基本分類指数（続き）

参考指数（契約通貨ベース） 参考指数（契約通貨ベース） 参考指数（契約通貨ベース） 参考指数（契約通貨ベース） 参考系列（契約通貨ベース）

大類別 大類別 大類別 大類別 大類別
類別 類別 類別

小類別 小類別 小類別 小類別 小類別
品目 品目 品目 品目 品目

運輸 運輸 運輸 運輸 運輸
外洋貨物輸送 外洋貨物輸送 海上貨物輸送 海上貨物輸送 海上貨物輸送

定期航路 定期航路 外洋貨物輸送 外航貨物輸送 外航貨物輸送
不定期航路 不定期航路 定期航路 定期船 定期船
タンカー 外洋タンカー 不定期航路 不定期船 不定期船

国際航空貨物輸送 国際航空貨物輸送 外洋タンカー 外航タンカー 外航タンカー
航空貨物輸送 貨物用船料 貨物用船料

国際航空貨物輸送 外航貨物用船料 外航貨物用船料
航空貨物輸送 航空貨物輸送

国際航空貨物輸送 国際航空貨物輸送
国際航空貨物輸送 国際航空貨物輸送

参考系列（総平均＜除く国際運輸＞）

項目
総平均（除く国際運輸）

運輸（除く国際運輸）
国際運輸



企業向けサービス価格指数における品目分類編成の変遷（参考指数）

○ 1985年基準 ○ 1990年基準 ○ 1995年基準 ○ 2000年基準 ○ 2005年基準

２．参考指数 ２．参考指数 ２．参考指数 ２．参考指数 ２．参考指数

総平均構成項目 基本分類構成項目 基本分類構成項目 輸出サービス価格指数 基本分類構成項目

不動産 事務所賃貸料（地域別） 全国主要都市 不動産 事務所賃貸料（地域別） 事務所 金融・保険 銀行手数料 信託報酬（料率） 運輸 輸出貨物運賃（円ベース） 外航貨物輸送 リース リース料率

東京圏 東京圏 証券手数料 証券引受（料率） 国際航空貨物輸送

名古屋圏 名古屋圏 損害保険料 損害保険料（料率計） 輸出貨物運賃（契約通貨ベース） 外航貨物輸送

大阪圏 大阪圏 自動車保険（任意）（料率）

運輸 こん包（仕向け地別） こん包 運輸 こん包（仕向け地別） こん包 自動車保険（自賠責）（料率）

国内用 国内貨物用 火災保険（料率）

輸出用 輸出貨物用 海上・運送保険（料率）

諸サービス 法務・会計サービス（職種別） 法務サービス 諸サービス 法務・会計サービス（職種別） 法務サービス 不動産 事務所賃貸料（地域別） 事務所

弁護士料（顧問料・法律相談料） 弁護士料（顧問料・法律相談料） 東京圏 ※基本分類指数と同じ。

弁護士料（時間制報酬） 弁護士料（時間制報酬） 名古屋圏

弁理士料 弁理士料 大阪圏 運輸 輸出貨物運賃（円ベース） 外航貨物輸送

司法書士料 司法書士料 諸サービス 産業廃棄物処理（廃棄物種類別） 産業廃棄物処理 国際航空貨物輸送

会計サービス 会計サービス 建設系廃棄物 輸出貨物運賃（契約通貨ベース） 外航貨物輸送

公認会計士料 公認会計士料 汚泥（除、建設汚泥）

税理士料 税理士料 液状廃棄物

産業廃棄物処理（産廃種類別） 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理（産廃物種類別） 産業廃棄物処理 その他廃棄物

工場系汚泥 工場系汚泥

液状廃棄物 液状廃棄物

その他工場系廃棄物 その他工場系廃棄物

建設系廃棄物 建設系廃棄物 ※基本分類指数と同じ。

総平均非構成項目 基本分類非構成項目 基本分類非構成項目

金融・保険 銀行手数料 募集受託（料率） 金融・保険 銀行手数料 社債発行事務代行手数料 運輸 輸出貨物運賃（円ベース） 外洋貨物輸送

信託報酬（料率） 信託報酬（料率） 国際航空貨物輸送

証券手数料 証券引受（料率） 証券手数料 証券引受（料率） 輸出貨物運賃（契約通貨ベース） 外洋貨物輸送

証券委託売買（料率） 証券委託売買（料率）

損害保険料 損害保険料（料率計） 損害保険料 損害保険料（料率計）

自動車保険（任意）（料率） 自動車保険（任意）（料率）

自動車保険（自賠責）（料率） 自動車保険（自賠責）（料率）

火災保険（料率） 火災保険（料率）

海上運送保険（料率） 海上・運送保険（料率）

不動産 事務所賃貸料 新規賃貸料（東京都心） 不動産 事務所賃貸料 新規賃貸料（東京都心）

運輸 輸出貨物運賃（円ベース） 外洋貨物輸送 運輸 輸出貨物運賃（円ベース） 外洋貨物輸送

国際航空貨物輸送 国際航空貨物輸送

輸出貨物運賃（契約通貨ベース） 外洋貨物輸送 輸出貨物運賃（契約通貨ベース） 外洋貨物輸送

広告 放送広告 放送料（月額） 広告 放送広告 放送料（月額）

諸サービス 宿泊サービス ホテル宿泊料 諸サービス 宿泊サービス ホテル宿泊料

国内需給要因

リース・レンタル

通信・放送

不動産

一般サービス

広告

国内需給要因＜季節調整済＞

不動産

一般サービス

広告

消費税を除く企業向けサービス価格指数

輸出サービス価格指数

項　　目

項　目

国内需給要因指数

項　　目 項　　目

項　　目項　　目

項　　目

項　　目

項　目項　　目

消費税を除く企業向けサービス価格指数




