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[ 加工食品 ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容

品 目

粉類

小麦粉 強力、2等粉(紙袋入り)、業務用

中力、2等粉(紙袋入り)、業務用

薄力、1等粉(紙袋入り)、業務用

薄力、1等粉(紙袋入り)、家庭用

こんにゃく粉 特等品(2kg)

馬鈴しょでん粉 精粉、1等

精粉、標準粉

コーンスターチ 製粉会社向け

そば粉 1等粉

標準粉

米粉 上新粉

御膳白玉粉

極上生上新粉

角判上新粉

糖類

粗糖 国内産、甘しゃ分蜜糖、糖度97度以上

精製糖 精製上白

ぶどう糖 結晶

精製

水あめ イオン精製物

異性化糖 果糖分42%

果糖分55%

その他の加工原料食品

酒造用アルコール 原料アルコール、95°

あん 生あん、特赤

食用油脂

なたね油 標準物  16.5kg

大豆油 大豆白絞油、業務用、16.5kg

サラダ油 家庭用、1kg

家庭用、1.65kg

業務用、16.5kg

とうもろこし油 業務用、16.5kg

家庭用、600g

ラード 純正

調整

ショートニング 一流品、15kg、缶入り

マーガリン 家庭用、225g×24

家庭用、450g×24

家庭用、ソフトタイプ、150g入り

家庭用、ソフトタイプ、180g入り

業務用、15kg

農産加工品

野菜缶詰 アスパラガス、250g缶

アスパラカットヘッド、5号缶

スイートコーン、クリームスタイル、4号缶

たけのこ、水煮、4号缶

マッシュルームスライス、2号缶

果実缶詰 みかんシロップ漬  5号缶

みかんシロップ漬  E0缶

白桃シロップ漬  4号缶

白桃シロップ漬 4号缶

ジャム いちごジャム、150g入り、びん入り

いちごジャム、150g入り、紙カップ入り
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[ 加工食品 ]

いちごジャム、150g入り、紙カップ入り

いちごジャム、400g入り、びん入り

漬物 たくあん、11.5kg入り

たくあん、14kg入り

たくあん、18kg入り

梅干し、12kg入り

梅干し、10kg入り

福神漬、10kg入り

福神漬、20kg入り

福神漬、10kg入り

肉製品

ハム ロースハム、110g

ロースハム、155g

ソーセージ ウィンナー、100g×2個組み

ウィンナー、130g

ベーコン うすぎり、115g

うすぎり、127g

焼豚 250g、中華風

400g

ハンバーグ 100g

140g

乳製品

処理牛乳 市乳、1リットル入り

練乳 全脂加糖、一般用、397g

全脂加糖、原料用、24.5kg

全脂無糖、一般用、411g

脱脂加糖、原料用、25.5kg

粉乳 全脂粉乳、業務用、紙袋入り、25kg

脱脂粉乳、業務用、紙袋入り、25kg

特殊調整粉乳、家庭用、箱入り、1200g×8個

調整粉乳、家庭用、スティックパック140g×20

バター 有塩バター、家庭用、200g、カルトンケース入り

有塩バター、家庭用、225g、カルトンケース入り

有塩バター、業務用、450g、カルトンケース入り

チーズ 家庭用、225g、カルトンケース入り

生クリーム 家庭用、180cc

家庭用、コーヒークリーム、5ml×20個

業務用、900cc

業務用、1リットル

ヨーグルト 固形ヨーグルト、90cc

固形ヨーグルト、100cc

アイスクリーム 乳脂肪分3%

乳飲料 コーヒー牛乳、200cc入り

コーヒー牛乳、1リットル入り、紙パック

乳酸菌飲料 65cc入り

90cc入り

水産加工食品

魚介缶詰 いわし、3号缶

さけ、水煮、2号缶

さば、水煮、2号

さば、水煮、2号

ツナ、2号缶

ツナ、3号缶

魚肉ソーセージ 90g

100g

かまぼこ 上物

中物
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ちくわ 生ちくわ、中級品、165g

焼ちくわ、中級品、85g

揚かまぼこ さつま揚、中級品

つくだ煮 きりいか

きりいか、梅切

こんぶ、角切

こんぶ、細切

削り節 かつお削り、19g、袋入り

かつお削り、70g、袋入り

かつお削り、100g、袋入り

混合削り、40g、袋入り

かつお節 亀節、並、本干し

亀節、上

本節、上

くん製品 いか

スモークサーモン、業務用

スモークサーモン、家庭用

水産物漬物 モロミ漬、銀ヒラス

西京漬、サバ

西京漬、さわら

西京漬、銀ムツ

粕漬け、まなかつお

粕漬け、赤魚

調味料

食塩 並塩、25kg袋入り

並塩、1kg袋入り

みそ 標準銘柄品、1kg

標準銘柄品、1kg×10袋入り

標準銘柄品、20kg

しょう油 醸造品最上物、1.8リットル入り、びん入り

醸造品最上物、2.0リットル×6本入り、びん入り

うま味調味料 グルタミン酸ソーダ、75g、業務用

グルタミン酸ソーダ、120g×120袋入り

複合調味料、70g

複合調味料、70g×80袋入り

ソース ウスター、500ml、ペットボトル入り

ウスター、500ml×20本、ペットボトル入り

中濃、300ml、ペットボトル入り

中濃、360ml、びん入り

トマトケチャップ 300g、チューブ入り

300g、APボトル入り

500g、チューブ入

700g、びん入り

マヨネーズ 300g、チューブ入り

500g、チューブ入り

ドレッシング 家庭用、200ml×24本

業務用、1リットル×9本

食酢 900ml、びん入り

900ml×1ダース、びん入り

香辛料 カレー粉、35g缶

カレー粉、400g缶、1パック4個入り×5パック

コショー、50gびん

コショー、400g缶、1パック4個入り×5パック

ガーリック、50gびん

ガーリック、500g缶、1パック6個入り×4パック

即席カレー 箱入り、110g

箱入り、125g
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即席スープ 68g入り

68g×60個

風味調味料 家庭用、150g×30個

業務用、1kg

味りん 本みりん、600ml入り

たれ 240g

300g×24

めんつゆ 360ml

400ml

茶づけ・ふりかけ のり・たまごふりかけ、30g

のり茶づけ、12袋入り

鮭茶づけ、3.0g

粉製品

食パン 390g

460g

496g

乾めん 干うどん、250g

干うどん、280g

そうめん 300g

生めん うどん、茹めん、240g

やきそば、茹めん、170g

生そば、240g

生ラーメン120g×3食

即席めん カップめん、75g

カップめん、100g

マカロニ・スパゲッティ スパゲッティ、300g

菓子

菓子パン あんぱん、123g

洋生菓子 カステラ、1号、560g

カステラ、1号、580～600g

シュークリーム、33g×4個入

シュークリーム、96g

和生菓子 きんつば

月餅、51g

大福、80g

羊かん

ビスケット類 クッキー、130g(65g×2袋)

クッキー、180g

ビスケット、85g

ビスケット、90g

米菓 つぶもち

せんべい、86g

おかき、110g

キャンデー ソフトキャンディー、60g

キャンデー、53g

チョコレート ピーナッツ入り、50g

板チョコ、50g

かりん糖 192g、袋入り

200g、袋入り

スナック菓子 50g、袋入り

86g、袋入り

90g×20袋

95g×12袋

100g×12袋

チューインガム 板ガム
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その他の調製食品

豆腐 絹ごし、350g

絹ごし、380g

木綿、350g

木綿、370g

油揚げ類 がんもどき

生揚げ

油揚げ

納豆 50g×3パック

50g×4パック

こんにゃく 板こんにゃく

冷凍調理食品 いかスナックフリッター、16個入り

かにクリームコロッケ、6個入り

グラタン、220g

コロッケ、6個入り×24袋

ハンバーグ、6個入り×40袋

ピラフ、500g×12袋

春巻、6個入り×20袋

焼きおにぎり、80g

焼きおにぎり、500g

焼きおにぎり、8個入り×12袋

レトルト食品 カレー、180g×60個

カレー、200g×30個

マーボー豆腐、180g×30個

もち 切り餅、400g

切り餅、450g

切り餅、700g

切り餅、1kg

板餅、700g

パン粉 家庭用、230g

業務用、2kg×5

植物性パウダー 130g

175g

265g

そう菜 コロッケ

サラダ

茄子しぎ焼き

野菜旨煮

すし・弁当 きのこごはん

すしセット

茶飯

調理パン・サンド サンドイッチ、98.5g

サンドイッチ、148g

サンドイッチ、190g

焼きそばロール、112g

清涼飲料類

炭酸飲料 190ml、びん入り

190ml×30本、びん入り

350ml、缶入り

350ml×24本、缶入り

果実飲料 オレンジジュース、180g×24本、ビン入り

オレンジジュース、350ml×2ダース入り、缶入り

オレンジジュース、1000ml、ビン入り

乳酸飲料 550ml、びん入り

550ml×12本、びん入り
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緑茶飲料 340g、缶入り

340g×24本入り、缶入り

緑茶飲料 340g×24本入り、缶入り

紅茶飲料 340g、缶入り

340g×24本入り、缶入り

ウーロン茶飲料 1.5リットル×8本、ペットボトル入り

340g缶入り

コーヒー飲料 250ml、缶入り

スポーツドリンク 340g、缶入り

500ml、缶入り

ミネラルウォータ 2リットル、ペットボトル入り

2リットル×6本、ペットボトル入り

野菜ジュース トマトジュース、190g、缶入り

野菜ジュース、190g×30本、缶入り

野菜ジュース、280g、缶入り

酒類

ぶどう酒 白、720ml×6本

赤、720ml

ビール 大びん、プラスチック箱入り

500ml×24本、缶入り

清酒 特撰、1.8リットル、びん入り

特撰、1.8リットル×6本、びん入り

上撰、1.8リットル、びん入り

上撰、1.8リットル×6本、びん入り

佳撰、1.8リットル、びん入り

佳撰、1.8リットル×6本、びん入り

焼ちゅう 25度、1.8リットル入り、びん入り

ウイスキー 640ml

750ml

ブランデー 720ml

720ml×1ダース

リキュール類 160g×30本、缶入り

250ml、缶入り

350g×24本、缶入り

茶・コーヒー

緑茶 煎茶、並、100g

煎茶、並、1kg

煎茶、上、1kg

番茶、並、1kg

レギュラーコーヒ 業務用、ブレンド、500g、缶入り

業務用、ブレンド、1kg、袋入り

家庭用、ブレンド、200g、缶入り

インスタントコーヒー 100g、びん入り

150g、びん入り

200g、びん入り

製氷

人造氷 角氷、135kg

ロックアイス、1kg×10袋

たばこ

たばこ 国産品、紙巻、フィルター付き
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[ 繊維製品 ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容

品 目

毛紡織半製品

羊毛トップ メリノ種、64S

クロスブレッド種、56S

化繊短繊維

スフ綿 ブライト、1.5d×51mm

ダル、2d×57mm

ダル、2.2dtex×51mm

ダル、1.7dtex×40mm

合繊短繊維

ポリエステル短繊維 3d×76mm、A格

1.5d×38mm、A格

アクリル短繊維 3d×76mm、A格

生糸

生糸 27中、3A格

21中、2A格

綿糸

綿糸 20番単糸、左より、チーズ巻、普通綿糸

30番単糸、左より、チーズ巻、普通綿糸

40番単糸、左より、チーズ巻、普通綿糸

毛糸

そ毛織糸 純毛、白生地糸、48番双糸

そ毛ニット糸 純毛、白生地糸、48番双糸

紡毛織糸 純毛、白生地糸、14番単糸

化繊糸

アセテート糸 75d、1等品、コーン巻

スフ糸 ブライト、30番、単糸、チーズ巻

ダル、30番、単糸、チーズ巻

合繊長繊維糸

ナイロン長繊維糸 マルチフィラメント、15d

マルチフィラメント、70d、A格

ポリエステル長繊維糸 150d、A格

75d、A格

合繊紡績糸

ポリエステル紡績糸 ポリエステル65%・レーヨン35%、30番単糸

ポリエステル65%・綿35%、45番単糸

アクリル紡績糸 アクリル50%・綿50%、20番双糸

アクリル100%、32番双糸、ハイバルキー

アクリル100%、52番単糸

絹織物

羽二重 小幅、生、680g、24m

小幅、練り上り、300匁、幅36cm×24m

広幅、練り上り、14目付、幅74cm×46m

広幅、14目付、幅74cm×46m

ちりめん 駒どんす、680g、12m

五枚朱子、700g、13m

紋意匠、675g、13m

変り三越、700g、13m

変り三越、920g、17m

綿織物

綿ブロード 生地ブロード、40番単糸、180本

生地ブロード、40番単糸、200本

タオル地 後晒タオル(中級)

ジャガード（普通物）
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毛織物

そ毛服地 春物、純毛370g、幅155cm

夏物、純毛250g、幅155cm、48番双糸

夏物、純毛250g、幅155cm、60番双糸

秋冬物、純毛420g、幅155cm

秋冬物、タキシードクロス470g、幅155cm

冬物、純毛460g、幅155cm

紡毛服地 フラノ、純毛420g、幅155cm

ベロア、純毛460g、幅155cm

ツイード、純毛440g、幅155cm

ツイード、純毛370g、幅155cm

化繊織物

人絹織物 ビスコース、朱子7,200本、生機

ビスコース、フジエット

ビスコース、MMA

アセテート、タフタ、75d×100d

キュプラ、タフタ、75d、染

キュプラ、タフタ、60d×75d

スフ織物 スフモスリン、9号、幅44インチ

スフモスリン、30番単糸、114本

合繊長繊維織物

ナイロン長繊維織物 タフタ、70d×70d、190本

ツイル、122dtex、生機

ポリエステル長繊維織物 デシン、50d×75d、生機

タフタ、50d×75d、染

ツイル、75d×75d

合繊紡績糸織物

ポリエステル紡績糸織物 ポリエステル65%・綿35%、ブロード、45番単糸×45番単糸

ポリエステル65%・綿35%、シャーディング、45番単糸×45番単糸

アクリル紡績糸織物 アクリル100%、52番双糸×17番単糸

アクリル100%、52番双糸×52番双糸

ニット生地

綿ニット生地 肌着用、36AC、フライス

肌着用、30AC、フライス

外衣用、40AC、スムース

外衣用、30AC、シングルニット

合繊ニット生地 ポリエステル100%、75d

ポリエステル50%・綿50%、30番糸

ナイロン100%、75d

ポリエステル100%、スムース、75d

ポリエステル100%、ポンチ、150d

下着類

ニット肌着 男子シャツ、秋冬物、U襟、長袖、綿100%、40番手

男子ランニングシャツ、コーマー36番手

男子シャツ、長袖、U襟、アクリル80%・綿20%、ニットキルト

男子Ｔシャツ、半袖、U襟、コーマー、36番手

男子Ｔシャツ、夏物、U襟、コーマー、40番単糸

ブリーフ、綿100%、36番手、フライス編

ブリーフ、綿100%、30番手、フライス編

ショーツ、綿100%、コーマー、30番単糸、フライス編

ランジェリー キャミソール、ナイロントリコット、ナイロン100%

ブラスリップ、ナイロントリコット、ナイロン100%

スリップ、ベンベルグトリコット、チュールレース

ファンデーション下着 パンティガードル、ナイロン・ポリウレタン混紡

ガードル、パンティ型、ナイロン70%・スパンデックス30%

ブラジャー、ナイロン・ポリウレタン混紡

ブラジャー、サテンパワーネット、チュールレース
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ボディスーツ、ソフトタイプ、ナイロン70%・スパンデックス30%

パジャマ 紳士テーラー、ニットキルト、綿75%・ポリエステル25%

紳士テーラー、ジャガード、綿40%・アクリル40%・ポリエステル25%

秋冬物ニット生地、綿70%・ポリエステル30%

シャツ・セーター

ワイシャツ 綿80番ブロード

綿50%・ポリエステル50%、144番単糸×76番単糸

綿50%・ポリエステル50%、130番単糸×80番単糸

ブラウス 春夏物、レーヨン70%・ナイロン30%

春物

秋物

ポロシャツ 長袖、ポリエステル50%綿混

長袖、メンズ、綿100%

半袖、メンズ、綿100%

半袖、ポリエステル50%綿混

半袖、ポリエステル95%・ナイロン5%

綿100%、鹿の子編

Ｔシャツ ポリエステル100%

綿70%・ポリエステル30%

綿100%

トレーナー メンズ、綿100%

メンズ、綿100%、鹿の子編み

男子用セーター 紳士用プルオーバー、毛50%・アクリル50%

紳士用プルオーバー(スムース)、アクリル70%・毛30%

紳士用カーディガン、毛50%・アクリル50%

紳士用前割ベスト(ミラノリブ)、アクリル70%・毛30%

女子用セーター プルオーバー長袖(秋冬物)、毛100%(アルパカ入り)

プルオーバー長袖(秋冬物)、綿70%・ポリエステル30%

ハイゲージニットVセーター(春物)、綿/シルク

プルオーバー半袖、綿100%、シルケット加工

ハイゲージニットVセーター(秋冬物)、毛100%

ハイネック(ゴム織)、アクリル60%・毛40%

洋服

背広服 ウーステッド、中級品、春物

ポーラー、中級品、春物

ポーラー、中級品、夏物

ウーステッド、中級品、秋冬物

女子用スーツ 春物、長袖、ポリエステル100%

フォーマルスーツ

ズボン 男子ズボン、ウール100%、夏物

男子ズボン、ウール100%、秋冬物

男子ズボン、15オンス、インディゴブルーストレート

スカート テンセル100%

綿100%、ひざ上丈

子供服 男児ブレザーコート、ポリエステル100%

男児トレーナー、綿100%、長袖

男児半ズボン、綿100%

女児トレーナー、綿75%・ポリエステル25%、長袖

女児スカート、デニム綿100%

女児ポロシャツ、綿65%、ポリエステル35%、長袖

学生服 毛50%・ポリエステル50%、中学生用

純毛、高校・大学生用

ポリエステル85%・毛15%

ポリエステル100%

オーバーコート 紳士用、ステンカラー、ラグラン袖、純毛(カシミア60%混)

紳士用、ステンカラー、ラグラン袖、ウール90%・ポリエステル10%

紳士用、ビジネスコート、綿100%
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[ 繊維製品 ]

婦人用、ステンカラー、ラグラン袖、ウール100%

婦人用、ショートトレンチコート、綿65%・ポリエステル35%

婦人用、スプリングコート 綿100%

その他の衣類

ソックス 綿60%・ナイロン40%、ハイゲージ刺しゅうポイント

綿70%・アクリル30%、カジュアルソックス

ウール64%・ナイロン36%、刺しゅうポイント

パンティストッキング マルチフィラメント15d

サポートタイプ18d

タイツ ウーリータイツ、ウーリーナイロン

ダイヤガラバルキータイツ、アクリル・ナイロン・毛

スポーツウェア トレーニングシャツ、ポリエステル100%

トレーニングパンツ、ポリエステル100%

既成和服・帯 既製和服、ポリエステル100%、小紋

浴衣、綿100%

ネクタイ 絹100%、中級品

作業衣 ポリエステル90%・綿10%

ポリエステル60%・綿40%(ポリエステルツイル)

ニット・織物製手袋 軍手、綿40%・レーヨン30%・ポリエステル30%

軍手、純綿糸、10番単糸、一流紡

軍手、スフ落綿混紡糸、10番単糸

軍手、ポリエステル混紡糸、すべり止め手袋

軍手、純綿糸、20番双糸、すべり止め手袋

織物製帽子 ゴルフキャップ、布帛製

ゴルフハット、布帛製

チロル(男子用)、ウール100%

野球帽(少年用)、ポリエステル100%

フェルト・不織布

羊毛長尺フェルト、厚さ10mm(白色)、羊毛80%以上プレスフェルト生地

合繊ニードルフェルト、厚さ10mm

接着芯地

普通芯地

貼付薬基剤

不織布

電気絶縁材

寝具類

縮じゅう純毛、140×200cm毛布

マイヤー毛布、アクリル100%、140×200cm

掛ふとん 表生地:綿サテン、中綿:ポリエステル

表綿サテン、裏綿ブロード

羽毛ふとん 中国産 ホワイトグース、1.3kg入、ダウン率90%

ポーランド産ホワイトグースダウン、1.3kg入、ダウン率90%

その他の繊維製品

縫糸 綿、ガス糸、200m

綿、カタン糸、500m

絹、羽二糸、100m

絹、地糸、80m

絹、ミシン糸、700m

ポリエステル、5000m

ポリエステル、ミシン糸、スプール巻200m

ポリエステル、ミシン糸、ボビン巻1000m

ビニロン、ミシン糸、ボビン巻4000m

ナイロン、ミシン糸 ボビン巻2000m

タイヤコード ナイロン100%、1260d 双糸 すだれ織

ナイロン100%、840d 生機、すだれ織

モケット ナイロン100%、パイル3mm

難燃性ナイロン

ロープ マニラロープ1等級、9mm以上
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[ 繊維製品 ]

ポリエチレンロープ、低圧法

ビニロンロープ5番手

漁網 ナイロン、210d、60本

ナイロン、210d、120本

ナイロン、210d、左12本

ポリエチレン、400d、左12本

レース 細幅エンブロイダリーレース

広幅エンブロイダリーレース、綿ローン

細幅レース、綿ローン

広幅ラッセルレース

広幅エンブロイダリーレース、綿ローン

布テープ 綿テープ、20mm

服飾用綾テープ、25mm

綿上綾テープ、12mm

電気絶縁用綿テープ、25mm

敷物 タフトカーペット、アクリル45%・綿45%・ポリエステル10%

じゅうたん、ウール100%、パイル7mm

モケット、アクリル100%、パイル8mm

タイルカーペット、ナイロン100%、パイル3mm

タフテットカーペット、ウール100%

タフテッドカーペット、ナイロン100%、パイル7mm

ミシンマット、アクリル100%

フックマット、アクリル100%

衛生材料 脱脂綿

ガーゼ

包帯

防水帆布 ポリエステル4号

ポリエステル6号

タオル 浴布用ドビー、先ざらし、20番単糸、34～35cm×85cm

浴布用ドビー、後ざらし、20番単糸、36cm×91cm
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[ 製材・木製品 ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容

品 目

角材

杉正角 長さ300cm×10.5cm角、特等～1等(市売価格)

長さ400cm×10.5cm角、特等～1等(市売価格)

ひのき正角 長さ300cm×10.5cm角、特等～1等(市売価格)

長さ400cm×10.5cm角、特等～1等(市売価格)

米つが正角 長さ300cm×10.5cm角、特等～1等(市売価格)

長さ400cm×10.5cm角、特等～1等(市売価格)

松平角 長さ400cm×厚さ12cm×幅15cm、特等～1等(市売価格)

長さ400cm×厚さ11.5cm×幅30cm、特等～1等(市売価格)

長さ400cm×厚さ10.5cm×幅15cm、特等～1等(市売価格)

米松平角 長さ400cm×厚さ12cm×幅24cm、特等～1等(市売価格)

長さ400cm×厚さ11.5cm×幅18cm、特等～1等(市売価格)

長さ400cm×厚さ10.5cm×幅18cm、特等～1等(市売価格)

長さ400cm×厚さ10.5cm×幅15cm、特等～1等(市売価格)

ひき割材

杉平割 長さ300cm×厚さ2.7cm幅10.5㎝、特等(市売価格)

長さ365cm×厚さ3.6cm×幅4.5cm、特等～1等(市売価格)

長さ365cm×厚さ4.5cm×幅10.5cm、特等～1等(市売価格)

長さ400cm×厚さ3.0cm×幅10.5cm、特等～1等(市売価格)

長さ400cm×厚さ3.0cm×幅9.0cm、特等～1等(市売価格)

ひのき平割 長さ400cm×厚さ4.5cm×幅10.5cm、特等～1等(市売価格)

米つが平割 長さ400cm×厚さ3.6cm×幅4.5cm、特等～1等(市売価格)

長さ400cm×厚さ4.5cm×幅10.5cm、特等～1等(市売価格)

北洋えぞ松平割 長さ380cm×厚さ3.0cm×幅4.0cm、1等(市売価格)

板材

杉板 長さ180cm×厚さ1.2cm×幅18cm、特等～1等(市売価格)

長さ365cm×厚さ1.1cm×幅18cm、特等～1等(市売価格)

長さ365cm×厚さ1.3cm×幅15cm、特等～1等(市売価格)

長さ365cm×厚さ1.3cm×幅18cm、特等～1等(市売価格)

長さ400cm×厚さ1.5cm×幅15cm、特等～1等(市売価格)

米松板 長さ400cm×厚さ3.4cm×幅10.5～21cm、無節(市売価格)

長さ400～300cm×厚さ1.8～4.5cm×幅10.5～24.0cm、正目 役物(市売価格)

米つが板 長さ400cm×厚さ3.4cm×幅10.5～21cm、無節(市売価格)

長さ400～300cm×厚さ1.8～4.5cm×幅10.5～24.0cm、正目 役物(市売価格)

スプルース板 長さ400cm×厚さ3.4cm×幅15cm以上(市売価格)

長さ400cm×厚さ3.4cm×幅15cm以上(市売価格)

ラワン板 耳付A幅(19cm以下)×厚さ3.4cm×長さ400cm(市売価格)

耳付E幅(45cm以上)×厚さ3.4cm×長さ400cm(市売価格)

杉小幅板 長さ182cm×厚さ0.9cm×幅9cm、特等～1等(市売価格)

長さ190cm×厚さ0.9cm×幅12cm、特等～1等(市売価格)

長さ365cm×厚さ1.3cm×幅9cm、特等～1等(市売価格)

長さ380cm×厚さ1.3cm×幅9cm、特等～1等(市売価格)

長さ400cm×厚さ1.4cm×幅9cm、特等～1等(市売価格)

その他の製材

梱包用材 米つが

もみ

松

木材チップ

針葉樹チップ 松(石巻産)

松(八代産)

赤松(八戸産)

えぞ・とど松(旭川産)

えぞ・とど松(伏木産)

えぞ・とど松(釧路産)
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[ 製材・木製品 ]

杉・ひのき(八代産)

広葉樹チップ 広葉樹(旭川産)

広葉樹(八戸産)

広葉樹(石巻産)

広葉樹(八代産)

広葉樹(高山産)

広葉樹(北上産)

合板

普通合板 ラワン合板(薄物)、幅91cm×長さ182cm、家具内装用

ラワン合板(中厚物)、幅91cm×長さ182cm、家具内装用

ラワン合板(厚物)、幅91cm×長さ182cm、型枠用

針葉樹合板(厚物)、幅91cm×長さ182cm、構造用

特殊合板 プリント合板、厚さ2.5mm×幅91cm×長さ182cm

プリント合板、厚さ2.7mm×幅91cm×長さ182cm

プリント合板、厚さ3.7mm×幅61cm×長さ243cm

プリント合板、厚さ4mm×幅61cm×長さ243cm

ラミネート天井板、厚さ2.7mm×幅44cm×長さ364cm

床板

合板フロアー カラーフロア(普及品、なら)、厚さ1.25cm×幅30.3cm×長さ182cm

カラーフロア(普及品、なら)、厚さ1.2cm×幅30.3cm×長さ182cm

なら単板、化粧張り(乱尺)、厚さ1.2cm×幅30.3cm×長さ182cm

その他の加工木材

造作材 集成柱、桧一面無節、厚さ10.5cm×幅10.5cm×長さ295cm

床柱、厚さ10.5cm×幅10.5cm×長さ300cm

集成材 管柱、厚さ10.5㎝×幅10.5㎝×長さ300㎝

薄張り(桧)、厚さ10.5㎝×幅10.5㎝×長さ300㎝

プレハブ建築用木製パネル 外壁パネル

内壁パネル

床パネル

屋根パネル

壁パネル

パーティクルボード 厚さ1.5cm×幅91.5cm×長さ183cm(弱電気用)

厚さ1.5cm×幅91cm×長さ182cm(家具木工用、建築用)

厚さ2cm×幅91cm×長さ182cm(家具木工用、建築用)

木製容器

木箱 (JIS Z 1402) 樹種2類、日本農林規格1・2等材または同等以上

(JIS Z 1402) 輸出品用、米もみ、北洋材、含水率20～25%

その他の木製品

防腐木材 枕木<南洋材>

薬品処理電柱、タナリス注入<南洋材>

防腐土台、銅・ほう酸・アゾール化合物注入、米つが土台角

防腐土台、タナリス注入、米つが土台角
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[ パルプ・紙・同製品 ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容

品 目

製紙パルプ

製紙さらしクラフトパルプ LBKP(広葉樹さらしクラフトパルプ)

製紙未さらしクラフトパルプ NUKP(針葉樹未さらしクラフトパルプ)

新聞・印刷用紙

新聞用紙 巻取紙Ａ巻

上質印刷用紙 標準品

中質印刷用紙 標準品

下級印刷用紙 平版

微塗工印刷用紙 中質紙

塗工印刷用紙 A2コート紙(上質コート紙)

A3コート紙(上質軽量コート紙)

特殊印刷用紙 色上質紙

官製はがき用紙

情報用紙

ＰＰＣ用紙 普通紙複写機用紙

フォーム用紙 上質フォーム用紙

包装用紙

クラフト紙 重包装紙(78g/㎡)

重包装紙(80g/㎡)

さらしクラフト紙

ロール紙 純白ロール紙

その他の紙

薄葉紙 グラシンペーパー無地

複写用紙

加工原紙 食品容器用

設計用

板紙

ライナー 外装用Kライナー

外装用ジュートライナーC級

内装用ライナー

中しん原紙 パルプしん

白板紙 コート白ボール

マニラボール

高級白板紙

建材原紙 石こうボード原紙

加工紙

アスファルト塗工紙 アスファルトルーフィング

アスファルトフェルト

ノーカーボン紙 3枚セット(上葉、中葉、下葉)

段ボールシート Ｃ級210g両面、SCP120g

Ｃ級170g両面、中芯D級120 g

K220g両面、SCP125g

壁紙・ふすま紙 紙壁紙

ビニール製壁紙

織物壁紙

ふすま紙

事務用・学用紙製品

伝票 出金伝票(B7、100枚綴り)

入金伝票(B7、100枚綴り)

複写伝票(B6、50組綴り)

封筒 クラフト長形 3号

クラフト封筒 長形4号

二重封筒 長形7号
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[ パルプ・紙・同製品 ]

ノート 学習帳

大学ノート

日用紙製品

アルバム 普通品、装丁式

普通品、加除式

祝儀用品 祝儀袋

のし紙

紙製容器

重包装用紙 セメント袋

飼料用袋

樹脂用紙袋

軽包装用紙 無地規格袋6号

無地規格袋8号

別注袋12号

段ボール箱 Ａ式、C級210g両面、SCP120g

Ａ式、K220g両面、SCP125g

紙箱 簡易箱

はり合わせ箱

紙製衛生用品

ティッシュペーパー 200シート、ダブル

トイレットペーパー パルプもの

古紙もの

紙タオル・紙ナプキン 紙タオル

キッチンタオル

白無地ナプキン

生理用品 生理用紙ナプキン

生理用タンポン

紙おむつ 乳幼児用紙おむつ

老人用紙おむつ

その他の紙製品

繊維板 ハードボード

たたみボード

紙管 フイルム用

製紙用

ラップ用

農ビ用

粘着テープ用
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[ 化学製品 ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容

品 目

石油化学基礎製品

エチレン エチレン

プロピレン ケミカル用

ブタン・ブチレン ケミカル用

ベンゼン 純ベンゾール

トルエン 純トルオール

キシレン 異性化用

一般用

無機工業薬品

液体アンモニア 純分99.8%以上

か性ソーダ 液状、純分97%換算

ソーダ灰 全アルカリソーダ灰換算、純分97.5%以上

液体塩素 純分99.4%以上

塩酸 塩素含有率35%以上

亜鉛華 酸化亜鉛2種

酸化亜鉛3種

酸化チタン ルチル型

アナターゼ型

カーボンブラック HAF、タイヤメーカー向け

GPF、タイヤメーカー向け

酸素ガス 酸素99.5%以上、気体酸素、工業用

酸素99.5%以上、液体酸素

窒素 純度99.999%以上、液体窒素

硫酸 純度98%、ばらもの

カリウム塩 水酸化カリウム、液状

炭酸カリウム、粉末

硝酸銀 結晶、工業用、JIS K1432

試薬、JIS K8550

過酸化水素 濃度60%、工業用

濃度35%、工業用

けい酸ナトリウム JIS 3号

活性炭 粉状炭

粒状炭

りん酸 工業用、純度75%

有機工業薬品

オクタノール 2エチルヘキサノール

合成アセトン 純度98%以上

酢酸 純度99%以上

酸化エチレン JIS K1526

エチレングリコール 純度98.5%以上、繊維向け

酸化プロピレン JIS K1529-64

ポリプロピレングリコール 分子量 3000

塩化ビニルモノマー VCM(単量体)

アクリロニトリル 繊維向け

酢酸ビニルモノマー VAC(単量体)

テレフタル酸 高純度テレフタル酸、純度98%以上

スチレンモノマー JIS K6727

カプロラクタム 白色粉末

フェノール 合成、凝固点39.5℃以上

アニリン JIS K8042

JIS K4109

無水フタル酸 凝固点130℃以上

アルキルベンゼン ソフトタイプ、リニア
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[ 化学製品 ]

フタル酸系可塑剤 ＤＯＰ

有機ゴム薬品 加硫促進剤

プラスチック

フェノール樹脂 成形材料

シェルモールド用

不飽和ポリエステル樹脂 FRP用

低密度ポリエチレン 一般用

高密度ポリエチレン 射出成形用

中空成形用

ポリスチレン 一般用(GP)

ＡＢＳ樹脂 一般用

耐熱用

ポリプロピレン 射出成形用

フィルム用

塩化ビニル樹脂 ポリマー重合度 1100～1300

メタクリル樹脂 成形材料

板

ポリビニルアルコール 繊維用

アセチルセルロース 繊維用

フィルム用

エポキシ樹脂 液状

ポリカーボネート 一般用

飽和ポリエステル樹脂 ペットボトル用

FRP用

ポリアセタール 射出成形用

化学肥料

窒素質肥料 硫安(窒素21%)

尿素(窒素46%)

複合肥料 高度化成肥料(窒素15%、りん酸15%、カリ15%)

高度化成肥料(窒素16%、りん酸16%、カリ16%)

普通化成肥料(窒素8%、りん酸8%、カリ5%)

医薬品

感冒薬 解熱鎮痛消炎剤、医家向け

総合感冒剤、薬局向け

精神神経安定剤 抗不安剤、医家向け

末梢神経系用薬 鎮痙剤、医家向け

自律神経剤、医家向け

局所麻酔剤、医家向け

眼科用剤 涙液補充用点眼剤、医家向け

涙液補充用点眼剤、薬局向け

白内障治療剤、医家向け

循環器官用薬 血管拡張剤、医家向け

血圧降下剤、医家向け

強心剤、医家向け

脳循環代謝改善剤、医家向け

鎮咳去たん剤 鎮咳去たん剤、医家向け

鎮咳去たん剤、薬局向け

消化器官用薬 消化性潰瘍用剤、医家向け

健胃消化剤、医家向け

総合胃腸薬、薬局向け

ホルモン剤 副腎皮質ホルモン剤、医家向け

卵胞ホルモン剤、医家向け

その他のホルモン剤、医家向け

外皮用薬 鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤、医家向け

鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤、薬局向け

外皮用殺菌消毒剤、医家向け
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[ 化学製品 ]

化膿性疾患用剤、医家向け

皮膚病薬、薬局向け

ビタミン剤 ビタミンB剤、医家向け

総合ビタミン剤、医家向け

総合ビタミン剤、薬局向け

滋養強壮薬 たん白アミノ酸製剤、医家向け

糖類剤、医家向け

止血・血液代用剤 生理食塩液、医家向け

止血剤、医家向け

解毒強肝剤 カリウム補給剤、医家向け

解毒剤、医家向け

酵素製剤 たん白分解酵素製剤、医家向け

多糖体分解酵素剤、医家向け

総合代謝性製剤 内服液(医薬部外品)、薬局向け

腫瘍用薬 抗悪性腫瘍用薬、代謝拮抗剤、医家向け

アレルギー用薬 気管支喘息治療剤、医家向け

アレルギー疾患治療剤、医家向け

抗生物質製剤 セフェム系製剤、医家向け

テトラサイクリン系製剤、医家向け

ワクチン・血液製剤 血漿分画製剤、医家向け

インフルエンザワクチン、医家向け

静注用グロブリン製剤、医家向け

Ｘ線造影剤 非イオン性造影剤、医家向け

家庭用殺虫剤 防虫菊製剤(蚊取り線香)、薬局向け

噴霧式殺虫剤、薬局向け

液体殺虫剤、薬局向け

体外診断用医薬品 HIV検査薬、医家向け

血糖値検査薬、医家向け

生薬・漢方 加味逍遥散、医家向け

小紫胡湯、医家向け

動物用医薬品 豚コレラ、生ウィルス乾燥予防薬

コリーザAC型ワクチン

OTC科飼研、10%

アシルシン水溶散

ロンテクト

農薬

農業用殺虫剤 有機リン系殺虫剤(水和剤、粉剤)

粒剤

農業用殺菌剤 粒剤

除草剤 粒剤

染料

染料 分散染料

反応性染料

蛍光染料

塩基性染料

直接染料

塗料

油性塗料 錆止

木部塗装用

合成樹脂塗料 溶剤系塗料(フタル酸樹脂系)

溶剤系塗料(メラミン樹脂系)

エマルジョン塗料

シンナー ラッカーシンナー

電気絶縁塗料 エナメル線用塗料

合成ゴム

合成ゴム スチレン・ブタジエンゴム
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[ 化学製品 ]

スチレン・ブタジエンゴム、油入り

ニトリルゴム

石けん・洗剤

石けん 家庭用化粧石鹸

家庭用合成洗剤 洗濯用、粉末

台所用中性洗剤、液状

工業用合成洗剤 鉄鋼用洗浄剤

工業用脱墨剤

クリーニング用洗剤

外食産業用食器洗剤

界面活性剤

界面活性剤 アルキルエーテルサルフェート

アルキルスルホネート

POEアルキルエーテル

多価アルコールエステル

化粧品類

口紅 リップルージュ(スティック)

メーキャップファン パウダーファンデーション

デーション リキッドファンデーション

洗顔クリーム・フォーム 洗顔用ムース

洗顔用フォーム

クレンジングクリーム メイククレンジングクリーム

メイククレンジングジェル

モイスチャークリーム 夜用保湿クリーム

乳液 保湿・地肌保護・化粧基礎用

美白効果用

化粧水 保湿・地肌保護・化粧基礎用

美白効果用

美容液 角質除去・保湿用

美白効果用

パック 保湿・地肌保護用

美白効果用

シャンプー 液体・ポリ容器入り

ヘアリンス 液体・ポリ容器入り

養毛料 ヘアトニック

整髪料 スタイリングフォーム

ヘアスプレー スタイリングスプレー

染毛料 ヘアマニュキュア

ヘアカラー

歯みがき ペースト、チューブ入り

写真感光材料

写真フィルム カメラ用(一般用)

カメラ用(プロ用、グラビア向け)

レントゲン用

映画用

レンズ付フィルム フラッシュ付 27枚撮り

フラッシュ付 ミニサイズ 24枚撮り

印画紙 カラーペーパーロール

感光紙 複写感光紙

乾式感光紙

写真用化学薬品 定着液

現像液

その他の化学製品

印刷インキ 平板インキ

ワックス 樹脂ワックス

油性ワックス
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[ 化学製品 ]

産業用火薬 ダイナマイト

硝油爆薬

香料 清涼飲料用、レモンエッセンス

菓子・パン用、バニラエッセンス

化粧品用、ゲラニオール

接着剤 ユリア樹脂系

酢酸ビニル樹脂系
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[ プラスチック製品 ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容

品 目

プラスチック管板類

プラスチック板 塩化ビニル樹脂製、波板、厚さ0.8mm

塩化ビニル樹脂製、平板、厚さ5mm

プラスチック積層品 エポキシ樹脂製、銅張積層板、厚さ0.1mm

フェノール樹脂製、銅張積層板、厚さ1.6mm

プラスチック化粧板 メラミン化粧板、厚さ1.2mm

プラスチック硬質管 塩化ビニル樹脂製、一般用、外径60mm

塩化ビニル樹脂製、水道管用、外径32mm

プラスチックホース 塩化ビニル樹脂製、一般家庭用、内径15mm、外径20mm

プラスチック継手 塩化ビニル樹脂製、エルボ、内径18mm、外径23mm

塩化ビニル樹脂製、ソケット、呼び径20mm

プラスチック雨どい 塩化ビニル樹脂製、軒どい

プラスチックフィルム・シート類

プラスチックフィルム 高密度ポリエチレン製、0.2mm未満

低密度ポリエチレン製、0.15mm

低密度ポリエチレン製、0.03～0.05mm

塩化ビニル樹脂製、0.1mm

プラスチックシート 塩化ビニル樹脂製、無地、厚さ0.5mm、上級品

塩化ビニル樹脂製、無地、厚さ0.5mm、中級品

プラスチック床材 塩化ビニル樹脂製、厚さ2mm

合成皮革 ポリウレタン製、家具用、厚さ0.35mm

ポリウレタン製、雑貨用、厚さ0.65mm

塩化ビニル製発泡レザー、家具用、厚さ0.6mm

塩化ビニル製発泡レザー、車輌用、厚さ1.0mm

工業用プラスチック製品

輸送機械用プラスチック製品 ハンドル

バンパー

ラジエーターグリル

リアスポイラー

電気機器用プラスチック製品 コピー機カバー

ディスプレーキャビネット

ファクシミリトップカバー

冷蔵庫内装部品

発泡プラスチック製品

軟質プラスチック発泡製品 ポリウレタンフォーム、軟質

硬質プラスチック発泡製品 ポリスチレンフォーム

ポリスチレンボード

強化プラスチック製品

強化プラスチック管板類 FRP製、パイプ

FRP製、波板

プラスチック浴槽 FRP製、据置式

その他のプラスチック製品

プラスチック製日用品 ポリエチレン製、バケツ

ポリスチレン製、漬物容器

ポリプロピレン製、たらい

ポリプロピレン製、バケツ

ポリプロピレン製、椅子

ポリプロピレン製、屑篭

ポリプロピレン製、湯桶

プラスチック製容器 ポリエチレン製、ゴミ容器

ポリプロピレン製、ゴミ容器

ポリプロピレン製、コンテナ

プラスチックボタン PET樹脂製、Ｙシャツ用

PET樹脂製、紳士用
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[ プラスチック製品 ]

ナイロン樹脂製、婦人用

ユリア樹脂製、紳士用

プラスチック製履物 ケミカル・シューズ

サンダル

ナースシューズ

婦人物、カジュアル

婦人物、パンプス

プラスチック製かばん アタッシュケース

スーツケース

旅行ケース
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[ 石油・石炭製品 ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容

品 目

ナフサ

ナフサ 石油化学用

燃料油

ガソリン 自動車用 JIS2号

ジェット燃料油 Jet A-1

灯油 家庭用白灯油、JIS1号

軽油 JIS2号

JIS3号

Ａ重油 JIS1種1号

JIS1種2号

Ｃ重油 JIS3種2号、ハイサルファー1.6% (一般産業向け)

JIS3種2号、ハイサルファー3.0% (一般産業向け)

JIS3種2号、ローサルファー0.3% (電力向け)

潤滑油

スピンドル油 2号

Cスピンドル油

ガソリンエンジ油 SH級

ディーゼルエン油 CD級

舶用エンジン油 JIS4種3号

工業用潤滑油 油圧作動油

タービン油

液化石油ガス

液化石油ガス ブタン

プロパン

その他の石油製品

アスファルト ストレート、針入度80～100

ストレート、針入度60～100

アスファル舗装材 粗粒

密粒

石炭製品

石炭コークス 高炉用

鋳物用

一般用
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[ 窯業・土石製品 ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容

品 目

板ガラス

フロート板ガラス 厚さ3ミリ

厚さ5ミリ

厚さ8ミリ

合わせガラス 厚さ6ミリ

強化ガラス 厚さ5ミリ

複層ガラス 厚さ12ミリ

厚さ18ミリ

ガラス製品

光学ガラス素地 双眼鏡用

カメラ用

電球類用ガラス 電球用

蛍光燈用

電子管用ガラス TVブラウン管用

酒類用瓶 酒用

ビール用

ワイン用

清涼飲料用瓶 炭酸飲料用

乳飲料用

茶飲料用

ガラス製食料・調味料用容器 ソース用

ジャム用

薬瓶 農薬用

薬用ドリンク用

ガラス製食卓用品 コップ

ワイングラス

ガラス短繊維製品 住宅用

設備・内装用

産業用

ガラス長繊維製品 ロービング

チョップドストランドマット

セメント

ポルトランドセメント 普通、バラ

普通、袋入り

高炉セメント Ｂ種、バラ

生コンクリート

生コンクリート 建築用

コンクリート製品

高圧コンクリート管 Ｂ型

高圧コンクリート柱 一般柱(配電通信用)

高圧コンクリートパイル Ａ種

建築用コンクリートブロック Ａ種

Ｂ種

Ｃ種

道路用コンクリート製品 Ｕ形

Ｌ形

ＰＳコンクリート製品 ＰＣ橋けた(スラブ橋、けた橋)

ＰＣマクラギ

その他のセメント製品

石綿セメント板 フレシキブルボード

厚形スレート 桟がわら、標準色

ヨーロピアン、標準色

木材セメント製品 木毛セメント板
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[ 窯業・土石製品 ]

気泡コンクリート製品 屋根材

壁材

床材

建設用陶磁製品

粘土かわら 和型、標準色

衛生陶器 和風便器

洋風便器

洗面器

手洗器

タイル 外装系

内装系

工業用陶磁製品

がい子・がい管 懸垂碍子

電気用ファインセラミックス ICパッケージ

家庭用陶磁器

陶磁器製食器 和皿

洋皿

茶碗

カップ

陶磁器製置物 花瓶

灰皿

耐火物

耐火れんが 粘土質

マグネシアクロム質

ハイアルミナ質

マグネシアカーボン質

キャスタブル耐火物 高アルミナ質

研磨材

研削材 熔融アルミナ質

炭化ケイ素質

研削と石 ビトリファイド法

レジノイド法

研磨布紙 粒度60～80

石灰製品

生石灰 鉄鋼用

化学工業用

建築材用

消石灰 JIS R9001、特号バラ

JIS R9001、袋入り

その他の窯業・土石製品

陶磁器用はい土 白素地

蛙目粘土

人造黒鉛電極 丸型、大型

丸型、中型

石工品 墓石

壁石

敷石

ほうろう鉄器 浴槽

鍋

やかん

ロックウール製品 ボード

マット

石こうボード 下地材
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[ 鉄 鋼 ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容

品 目

フェロアロイ

フェロマンガン (JIS G 2301) 高炭素1号

(JIS G 2301) 中炭素2号

フェロクロム (JIS G 2303) 高炭素 FCr-5E (クロム純分62.5%)

(JIS G 2303) 高炭素6号

銑鉄

製鋼用銑鉄 (JIS G 2201) 1種1号

軌条

軌条 (JIS E 1101) 50N 鉄道用

形鋼

Ｈ形鋼 5.5/8×200×100mm(細幅)

8/13×400×200mm(細幅)

10/15×300×300mm(広幅)

10/16×500×200mm(細幅)

11/17×600×200mm(細幅)

大形形鋼 溝形鋼 6.5×75×150mm

溝形鋼 7.5×80×200mm

不等辺不等厚山形鋼 90×250mm

中小形形鋼 等辺山形鋼 6×50×50mm

等辺山形鋼 3×30×30mm

等辺山形鋼 5×40×40mm

鋼矢板 (JIS A 5528) SP2型(SY295)

軽量形鋼 (JIS G 3350) C形 3.2×100×50×20mm

(JIS G 3350) C形 2.3×60×30×10mm

棒鋼

小形棒鋼 (JIS G 3112) 異形棒鋼 SD295A 19mm

(JIS G 3112) 異形棒鋼 SD295A 10mm

(JIS G 3112) 異形棒鋼 SD295A 13mm

線材

普通線材 (JIS G 3505) SWRM10 1級 5.5mm 軟鋼線材

(JIS G 3505) SWRM8 1級 5.5mm 軟鋼線材

特殊線材 (JIS G 3506) SWRH62A 1級 5.5mm 硬鋼線材

バーインコイル (JIS G 3123) SGD 25～36mm

(JIS G 3123) SGD3 13mm

(JIS G 3101) SS400 5.5～13mm

(JIS G 3507) SWRCH 17～38mm リムド相当連鋳材

厚・中板

厚板 (JIS G 3101) 一般用SS400 建築向け 12～25×1,524×6,096mm

(JIS G 3101) 一般無規格品 16×1,524×6,096mm

(JIS G 3101) 造船規格品 12～25×1,400～3,500mm

(JIS G 3101) 造船規格品(1級)12～25×1,400～3,500mm

中板 (JIS G 3101) 一般用無規格品1級 3.2×1,219×2,438mm

(JIS G 3131) SPHC 1級 4.5×1,219×2,438mm

(JIS G 3131) 産機・建設用(SS400)4.5×1,524×3,048mm

熱延薄板類

熱延薄板 (JIS G 3131) SPHC 1級 1.6×914×1,829mm

熱延広幅帯鋼 (JIS G 3131) SPHC コイルセンター向け 2.3×914mm×C

(JIS G 3131) SPHC 一般用 2.3×914mm×C

(JIS G 3131) SPHC 薄板原板用  2.3×914mm×C

冷延薄板類

冷延薄板 (JIS G 3141) SPCC 1級 1.0×914×1,829mm

冷延広幅帯鋼 (JIS G 3141) SPCC 0.9×914mm×C、電機機器メーカー向け

(JIS G 3141) SPCC 1.0×914mm×C、一般用

(JIS G 3141) SPCC 0.8×914mm×C、自動車向け
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電気鋼帯

冷延電気鋼帯 (JIS C 2552) 方向性けい素鋼体 35G165 0.35×914mm×C

(JIS C 2553) 無方向性電磁鋼体 50A1,300 0.5×914mm×C

めっき鋼板

ブリキ ET 0.32mm #25 1級 18L缶用

ET 0.23mm #50 1級 食罐用(80L)

溶融亜鉛めっき鋼板 (JIS G 3302) SGCC Z12 1.0×914mm×C

(JIS G 3302) SGHC Z12 1.6×914mm×C

(JIS G 3302) SPG2C 白平板 0.35×914mm×C

(JIS G 3302) SPG2S 着色 0.60×914mm×C

(JIS G 3302) SGC Z22 白平板 0.8×914×1,829mm

(JIS G 3302) SGCC Z12 0.9×914mm×C

電気亜鉛めっき鋼板 (JIS G 3313) SECC 1.0×914×1,829mm

(JIS G 3313) SEHC 1.6×1,219×2,438mm

クロムめっき鋼板 (JIS G 3315) 食缶向合格品(ブライトコート) 0.23×820×820mm

(JIS G 3315) 食罐用 1級品  0.22mm

普通鋼鋼管

配管用鋼管 (JIS G 3452) 配管用炭素鋼鋼管 32A～125A 黒ネジ無 5.5m 1級品

(JIS G 3452) 配管用炭素鋼鋼管 50A 黒ネジ無 5.5m 1級品

特殊配管用鋼管 (JIS G 3454) STPG370 圧力配管用炭素鋼鋼管 80A 5.5mB 1級品 電縫管

(JIS G 3454) STPG370 圧力配管用炭素鋼鋼管 100A Sch40 6.0m 電縫管

(JIS G 3454) STPG370 圧力配管用炭素鋼鋼管 80A 5.5m 1級品 電縫管

構造用鋼管 (JIS G 3444) STK400 一般構造用炭素鋼管 48.6×2.3mm、溶接鋼管メーカー製

(JIS G 3444) STK400 一般構造用炭素鋼管 60.5×2.3mm、溶接鋼管メーカー製

(JIS G 3444) STK400 一般構造用炭素鋼管 216.3×5.8mm、高炉メーカー製

鋼管杭 (JIS A 5525) 溶接管ベースもの 径508.0～711.2mm

(JIS A 5525) スパイラル管SKK400 600×9mm×12m

工具鋼

合金工具鋼 (JIS G 4404) SKD11 冷間金型用 丸鋼 25～100mm 平ベース

(JIS G 4404) SKS3 冷間金型用 丸鋼 25～100mm 平ベース

構造用鋼

機械構造用炭素鋼 (JIS G 4051) S25C～S55C 丸鋼 25～100mm 車両用

構造用合金鋼 (JIS G 4105) クロームモリブデン鋼 SCM430～445R 車両用

(JIS G 4105) クロームモリブデン鋼 SCM435～440R 車両用

特殊用途鋼

ばね鋼 (JIS G 4801) シリコマンガンばね鋼 SUP6 平鋼 ばねメーカー向け

軸受鋼 (JIS G 4805) 高炭素クロム軸受鋼 SUJ2 丸鋼25～100mm

ステンレス鋼(熱間) (JIS G 4304) SUS304 3～6mm×1×2mHP

(JIS G 4304) SUS304 6mm×1×2mHP

快削鋼 (JIS G 4804) 高炭素イオウ快削鋼 SUM23 25～100mm

(JIS G 4804) SC45C-L 25～100mm 自動車向け

ピアノ線材 (JIS G 3502) SWRS 77A 自動車向け 8～15mm

(JIS G 3502) SWRS 80A 5.5mm(C0.78～0.83%)

高抗張力鋼 (JIS G 3106) 溶接構造用圧延鋼材 厚板SM570Q 6～20mm

特殊鋼冷延鋼板

ステンレス鋼板 (JIS G 4304) SUS304 0.8×1,000×2,000mm

(JIS G 4304) SUS304 2×1,000×2,000mm

(JIS G 4305) SUS430CP 2×1,000×2,000mm

特殊鋼鋼管

ステンレス鋼管 (JIS G 3459) 溶接管 SUS304 89.1×3×4,000mm

(JIS G 3459) 溶接管 SUS304 ベースサイズ

(JIS G 3459) シームレス管 SUS304 89.1×6×5,500mm

(JIS G 3459) シームレス管 SUS304 ベースサイズ

鋳鉄品

機械用銑鉄鋳物 自動車用・プレス金型(鋳放し)

自動車用・噴射ポンプ部品(送油ポンプ) 1kg(鋳放し)
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自動車用・ブレーキ部品(ボデージシリンダー) 3kg(鋳放し)

自動車用・ブレーキドラム/大型車 (鋳放し)

自動車用・フロントハブ/大型車 (鋳放し)

自動車用・シリンダーブロック  4.2リットル(鋳放し)

工作機械用・油圧バルブ  9kg(鋳放し)

一般機械用・油圧バルブ 1kg(鋳放し)

渦巻ポンプ 500mm(鋳放し)

吐出ケーシング 1000mmVZ(鋳放し)

ポンプケーシング 150mmMS(鋳放し)

農業機械シリンダーヘッド  3.3リットル

建設機械・ブルドーザー  ハウジング 27.9kg

油圧機用ボデー 10.3kg

ダグタイル鋳鉄管 (JIS G 5526)ダクタイル鋳鉄直管 1種 内径100mm

(JIS G 5526)ダクタイル鋳鉄直管 K型3種 内径300mm

機械用可鍛鋳鉄鋳物 小型乗用車用・ステアリングハウジング 鋳放品 3.4kg

小型乗用車用・ギヤキャリア 鋳放品 11.65kg

小型乗用車用・デファレンシアルギヤケース

可鍛鋳鉄製鉄管継手 エルボ 1" 平型白品

磨棒鋼

磨棒鋼 (JIS G 3101) 一般構造用圧延鋼材 SS400 丸棒鋼 19mm

(JIS G 3101) 一般構造用圧延鋼材 SS400 丸棒鋼 13～24mm

(JIS G 4051) 機械構造用炭素鋼鋼材 S45C 丸棒鋼 13～24mm

(JIS G 4051) 機械構造用炭素鋼鋼材 S45C 丸棒鋼 13～46mm

鉄鋼線

鉄線 (JIS G 3532) 普通鉄線コンクリート製品用 #8(4.0mm)

(JIS G 3532) なまし鉄線 #8(4.0mm)

硬鋼線 (JIS G 3531) スプリングワイヤー 60C 4.0mm

(JIS G 3521) スプリングワイヤー 60C 2.0mm

ＰＣ鋼線 (JIS G 3536) より線 ストランド 12.4mm

ステンレス鋼線 (JIS G 4309) ニッケル系 硬質 4.0mm

(JIS G 4309) ニッケル系 軟質 4.0mm

(JIS G 4309) SUS304 硬質 2.0mm

(JIS G 4309) SUS304 軟質 2.0mm

冷間圧造用炭素鋼線 (JIS G 3507) SWRCH 45K 9.0mm～23.0mm

(JIS G 3507) SWRCH 12A 4.0mm(焼鈍)

(JIS G 3507) SWRCH 12R 4.0mm

(JIS G 3507) SWRCH 12R 16.0mm

(JIS G 3539) KCH10A DA 7.0mm

(JIS G 3539) KCH45A DA 7.0mm

鉄鋼切断品

鉄鋼切断品(薄板) 冷延鋼板 レベラー SPCCSD

冷延鋼板 スリット SPCCSD

熱延鋼板 レベラー SPHC

熱延鋼板 スリット SPHC

冷延表面処理鋼板 レベラー SECCP

冷延表面処理鋼板 スリット SECCP

熱延表面処理鋼板 レベラー SEHCP

熱延表面処理鋼板 スリット SEHCP

鉄鋼切断品(厚中板) 普通鋼 溶断品 SS400 9×720×2,150mm

普通鋼 シャー切断品 SS400 9×200×2,128mm

特殊鋼 溶断品 高張力鋼 9×137×1,395mm

鍛工品

鍛工品 自動車用 ナックル 24.5kg

建設機械用 コネクティングロッド 11kg
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商 品 群 調 査 価 格 の 内 容

品 目

貴金属地金

金地金 純分 99.99%

銀地金 純分 99.99%

重金属地金

銅地金 電気銅

亜鉛地金 電気亜鉛

銅合金地金 青銅合金 JIS CACIn406

亜鉛合金地金 純分94～95%

純分90%以上

軽金属地金

アルミニウム再生地金 JIS AC4C.1

純分 90.0%

アルミニウム合金地金 JIS AC4C.2

JIS AC2A.2

JIS C7A.2

JIS C2A.2

アルミニウム合金再生地金 JIS AD12.1

伸銅品

銅条 0.3mm×150mm

銅管 25mm×1.6mm

黄銅条 0.5mm×150mm

0.3mm×150mm

黄銅棒 10mm

青銅伸銅品 青銅丸棒 JIS CAC406C(30mm)

アルミニウム・同合金圧延品

アルミニウム板 0.5mm×1m×2m

アルミニウム条 0.5mm×500mmコイル

0.5mm×400mmコイル

アルミニウム合金板 JIS A5052P、1mm×1m×2m

アルミニウム合金条 JIS A5052P、0.5mm×500mm

JIS A5052P、1mm×1m

アルミニウム合金棒 JIS A5056BE、25mm

JIS A2011BE、25mm

アルミニウム合金管 JIS A5056TE、30mm×1.5mm

JIS A6063TE、30mm×1.5mm

アルミニウム合金形材 JIS A6063

アルミニウムはく 電解コンデンサー用、0.1mm×500mm

包装用、0.007mm×546mm

その他の非鉄金属圧延品類

はんだ 棒はんだ、すず63%

貴金属展伸材 金展伸材、金線、1.0mm

銀展伸材、銀線、0.1mm

白金展伸材、白金線、0.5mm

アルミニウム鍛造品 アルミホイール、18インチ

アルミホイール、17インチ

VTRシリンダー

斜板

電線

銅荒引線 直径8mm

銅裸線 硬引、2.6mm、A級

芯線、軟銅、2.6mm、A級

銅巻線 1種ポリエステル銅線

プラ被覆銅線 600Vビニル線
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屋内用ビニル絶縁ビニルシースケーブル

アルミニウム裸線 鋼心アルミより線

ケーブル

電力ケーブル 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

通信ケーブル ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル

市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

光ファイバケーブル

非鉄金属鋳物

青銅鋳物 3/4仕切弁

青銅弁バルブ

油圧機器部品

産業機械用部品

アルミニウム鋳物 自動車用エンジン部品(オイルパン)

燃料噴射ポンプ用部品

亜鉛ダイカスト ビデオデッキ用スラントアーム

自動車用ルーフレール

オートバイ用シリンダーヘッドカバー

アルミニウムダイカスト 自動車用エンジン部品(シリンダーブロック等)
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商 品 群 調 査 価 格 の 内 容

品 目

ばね

かさね板ばね トラック用、前輪懸架用

　　〃　　、後輪懸架用

つるまきばね 乗用車用、前輪懸架用

線ばね 乗用車用エンジンバルブ・ばね

乗用車用弁ばね

うす板ばね 皿ばね

トラック用リング

線製品

ボルト 鉄鋼製6角ボルト

亜鉛メッキ製6角ボルト

ソケットスクリュー

ナット 鉄製6角ナット

鉄鋼製ホーマーナット

ねじ 小ねじ

タッピンねじ

くぎ 鉄丸くぎ

鉄傘くぎ

鉄ワイヤー連結くぎ

金網 亀甲金網(亜鉛引鉄線)

   〃   (ビニール被覆線)

溶接金網

ひし形金網

ワイヤロープ 亜鉛めっき線、Z撚り

溶接棒 被覆アーク溶接棒

ガスシールドアーク溶接棒

リベット しんちゅうリベット

アルミリベット

鉄リベット

座金 丸座金

止め座金

ばね座金

建築用金属製品

アルミニウムサッシ 住宅用

  〃  (テラスタイプ)

ビル用

スチールサッシ 片開きフラッシュドアー

片開きパネルドアー

アルミニウムドア 玄関ドアユニット

玄関ドア

スチールドア 玄関ドア

片開きフラッシュ扉

シャッター 電動式重量シャッター

電動式スチールシャッター

手動式シャッター

軽量スプリングシャッター

建築用板金製品 雨戸

建具用取付具 蝶番

南京錠

ドアチェック

フロアヒンジ

カーテンウォール カーテンウォール、スリムタイプ

ガラスカーテンウォール

金属製物置 一般型
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一坪型

ガス・石油機器

ガスこんろ ガスこんろ、1口

    〃    、2口

グリル付ガスこんろ

ガス湯沸器 瞬間湯沸器、電子スパーク方式

小型瞬間湯沸器

ガス風呂釜 バランス型ガス風呂釜

石油ストーブ 反射型石油ストーブ

温風暖房機 石油ファンヒーター

石油クリーンヒーター

温水ボイラ 石油小型給湯機

灯油ボイラ

金属製容器

ドラム缶 1.2mm厚缶(200リットル缶)

18リットル缶 ロイヤルかん

食缶 6号印刷かん

アルミニウム製飲料用缶 ビール用、350ml

   〃   、500ml

清涼飲料用、250ml

ボンベ 酸素ガス用

プロパンガス用

家庭用金物

金属洋食器 デザートスプーン

ティースプーン

食卓用スプーン・フォークセット

家庭用刃物 家庭用包丁(和、洋)

はさみ

裁鋏

なべ アルマイト製錦なべ

アルマイト製両手なべ

手持工具類

作業工具 モンキーレンチ

ソケットレンチ

のこ刃 木工のこ刃

金切のこ刃

帯のこ刃

機械刃物 木工用かんな刃

鋼板せん断用刃物

超硬チップ 切削用、刃先交換型

配管工事用金属製品

金属製管継手 銅製エルボ

金属製衛生器具 ロータンク用止水栓

清水器

家庭用浄水器

配管工事用附属品 水栓

支持金具

その他の金属製品

架線金物 自在バンド

足場ボルト

軽量腕金

王冠 ビール・清涼飲料用

医薬品用

金属熱処理品 浸炭焼入品

浸炭処理品

タフトライド処理品
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焼入、焼戻品

金庫 事務用

家庭用

金属製パッキン・ガスケット ボルテックスガスケット

リングジョイントガスケット

金属製ネームプレート 感謝状用プレート

ゴルフバック用ネームプレート

電力計用鉛板
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商 品 群 調 査 価 格 の 内 容

品 目

ボイラ

ボイラ 炉筒煙管式ボイラ

自然循環水管式ボイラ

水管式ボイラ

原動機

汎用ガソリン機関 ガソリンエンジン、空冷式、3.4馬力

        〃      、  〃  、3.8馬力

        〃      、  〃  、3.5～5馬力

        〃      、  〃  、6馬力

汎用ディーゼル機関 ディーゼルエンジン、水冷式、7馬力

        〃        、  〃  、31馬力

        〃        、空冷式、4.5馬力

舶用ディーゼル機関 ディーゼルエンジン、45馬力

        〃        、100馬力

        〃        、720馬力

ポンプ

うず巻ポンプ 50mm電動機直結型

100mm　　〃

片吸込型

水中ポンプ 50mm清水用水中渦巻ポンプ

100mm    〃

50mm汚水用水中ポンプ

100mm    〃

真空ポンプ ドライタイプ

水封式

圧縮機・送風機

圧縮機 スクリューコンプレッサ

送風機 多翼送風機

ロープ掛多翼送風機

軸流送風機

油空圧機器

油圧ポンプ ギヤーポンプ

可変ピストンポンプ

油圧モータ ピストンモータ

油圧シリンダ 中型シリンダ

油圧バルブ 方向切替弁

電磁弁

空気圧シリンダ 一般型シリンダ

薄型シリンダ

空気圧バルブ 小型5ポート弁

空気圧4方弁

金属工作機械

旋盤 NC旋盤

フライス盤 NC立型フライス盤

NCベッド型フライス盤

NCテーブル型フライス盤

NCひざ型フライス盤

研削盤 NC円筒研削盤

平面研削盤

円筒研削盤

マシニングセンタ 立型

横型

放電加工機 ワイヤカット

形彫
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金属加工機械

金属圧延用ロール 鍛鋼ロール

鋳鉄ロール

プレス機械 機械プレス、45t

    〃    、60t

    〃    、110t

    〃    、300t

油圧プレス、45t

せん断機 メカニカル・シャー

ギャップ・シャー

ガス溶接・溶断機 圧力調整器

中型切断器

機械工具類

ドリル ストレートドリル

テーパードリル

ミーリングカッタ ストレートシャンク

メタルソー

タップ・ダイス タップ、M6×1

  〃  、M3×0.5

ダイス、M4×0.7

  〃  、M10×1.5

ダイヤモンド工具 ダイヤモンドソーブレードコンクリート

DIY用セグメントブレード

超硬工具 スローアウェイバイト

スローアウェイカッター

スローアウェイチップ

空気動工具 インパクトレンチ

アングルグラインダ

電動工具 電気ドリル

電気マルノコ

電気カンナ

運搬機械

天井走行クレーン オーバーヘッドクレーン、20t

         〃          、30t

車両搭載形クレーン 中型トラック架装用

巻上機 ローターデッキ

モートルブロック

コンベヤ ポータブルベルトコンベア

エレベータ 乗用、ロープ式

 〃 、   〃   、機械室レス

エスカレータ エスカレータ

駐車装置 多段パーキング

エレベータ式

産業用ロボット

産業用ロボット 溶接ロボット

組立ロボット

直交座標型ロボット

水平多関節型ロボット

農業機械

動力耕うん機 牽引形、4.6馬力

牽引形、8.5馬力

農業用トラクタ 4輪駆動、16馬力

   〃  、21馬力

   〃  、23馬力

田植機 2条植

動力噴霧機 吸液量30リットル/分
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吸液量20～32リットル/分

コンバイン 2条刈り

全面刈り

農業用乾燥機 循環型乾燥機

建設機械

建設用トラクタ 湿地ブルドーザ

トラクターショベル

トラッククレーン 最大吊上荷重20t

     〃     50t

ラフテレンクレーン 最大吊上荷重25t

掘さく機 油圧ショベル

整地機械 グレーダー

アスファルト舗装機械 アスファルトフィニッシャー

コンクリート機械 トラックミキサー、10t車

繊維機械

化学繊維機械 高速巻取機

延伸仮撚機

精紡機 432錘

400錘

織機 レピア織機

エアジェットルーム

ニット機械 横編機

靴下編機

工業用ミシン 高速1本針本縫直線ミシン

食料品加工機械

穀物処理機械 精米機

製パン・製菓機械 分割丸め機

ミキサー

肉製品・水産製品製造機械 擂潰機

スライサー

サイレントカッター

印刷関連機械

印刷機械 自動オフセット印刷機

製版機械 入力校正機

電子製版機

製本機械 断裁機

全自動高速中綴じ機械

動力伝導装置

玉軸受 単列ラジアル玉軸受

ころ軸受 円錐ころ軸受

変速機 固定比変速機

無段変速機

歯車 平歯車

歯研平歯車

ローラチェーン 産業機械用

化学機械

ろ過機 加圧ろ過機

分離機 分離板式自動排出・遠心分離機

熱交換器 機関用空気冷却器

包装・荷造機械

包装機械 高速ストレッチ包装機

深絞り型真空包装機

カートニングマシン

荷造機械 自動梱包機

半自動梱包機

段ボールケーサ
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その他の産業用機械

製材・木工機械 送材車

帯のこ盤

ダブルサイザー

マイコンほぞ取盤

NCルーター

鋳造装置 中型角

表面処理機

プラスチック加工機械 射出成形機

工業窯炉 真空熱処理炉

ガス浸炭炉

事務用機器

電子卓上計算機 卓上型

手帳型、8桁

複写機 静電間接式

デジタル式

ワードプロセッサ 液晶

冷凍機・同応用製品

冷凍機 屋外型スクロール式(2.2KW)

  〃  一体空冷式(3.7KW)

業務用エアコン パッケージ形エアコンディショナ

カーエアコン 乗用車用

冷凍・冷蔵用ショーケース 多段日配用別置型

冷凍用クローズド型

サービス用機器

自動販売機 飲料用

たばこ用

業務用洗濯装置 ランドリー用

ドライクリーニング用

自動車整備・サービス機器 ジャッキ

スモークメーター

その他の一般機器

家庭用ミシン 電子ミシン

消火器 粉末消化器

バルブ ストップバルブ

ゲートバルブ

パイプ加工品 白ネジ無管

ピストンリング 自動車用(1300cc、1500cc)

   〃   (1600cc)
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商 品 群 調 査 価 格 の 内 容

品 目

回転電気機械

発電機 3相交流ディーゼルエンジン、直結用普通型、500KVA

電動機 単相交流誘導、汎用、0.75KW、全閉形

三相交流誘導、汎用、2.2KW、普通篭型

三相交流誘導、190KW、篭型

三相交流誘導、160KW、篭型

静止電気機器

変圧器 標準、100KVA、三相油入、自冷式

標準、50KVA、単相油入、自冷式

標準、30KVA、単相油入、自冷式

非標準、30,000KVA、三相油入、自冷式

変圧変流器、77KV

変圧変流器、6.6KV

変圧変流器、6KV

変圧変流器、6KV、モールド形計器用

電力変換装置 定電圧定周波装置、50KVA

電動機駆動用変換装置、150KW

電動機駆動用変換装置、15KW

コンデンサ 電力用コンデンサ

単相静電蓄電器

電気溶接機 交流、300A

産業用電熱装置 誘導加熱装置

ホッパードライヤー

開閉制御装置

配電盤 閉鎖型配電盤(屋内)、7.2KV

閉鎖型配電盤、7.2KV

縮小型配電盤、6KV

分電盤 ホーム分電盤

標準電灯分電盤

電灯分電盤

監視制御装置 ポンプ制御盤

変電所バンク制御盤

継電器 電力用補助リレー

直流線条リレー

高圧用静止型過電流継電器

変圧器電圧調整継電器

電磁開閉器 200V、7.5KW、三相誘導電動機用、電流計なし

電力開閉器 一般型高圧気中負荷開閉器

三極断路器

遮断器 空気遮断器

真空遮断器

電子計算機・同付属装置

電子計算機本体 パーソナルコンピュータ、デスクトップ型

パーソナルコンピュータ、ノートブック型

メインフレーム

サーバ

外部記憶装置 フロッピーディスクドライブ

CD-ROMドライブ

入出力装置 ページプリンタ

インクジェットプリンタ

パソコン用CRTモニター

パソコン用液晶ディスプレイモニター

端末装置 現金自動預払機

POS端末装置
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その他の電子応用装置

Ｘ線装置 医療用Ｘ線装置、Ｘ線テレビシステム

医療用Ｘ線装置、Ｘ線撮影システム

胸部用Ｘ線ミラーカメラ

超音波応用装置 超音波洗浄装置、多目的用

超音波洗浄機、眼鏡用

医療電子応用装置 エコーカメラ

CTスキャナー

有線通信機器

電話機 一般電話機

コードレスホン

留守番電話機

ボタン電話装置 業務用、主装置・子機セット

業務用、主装置のみ

インターホン 玄関用

ファクシミリ 熱転写式、普通紙記録

インクジェット式、普通紙記録

レーザー式、普通紙記録

交換機 電子交換機、構内用

搬送装置 デジタル伝送装置

アナログ伝送装置

モデム

無線通信機器

固定通信装置 単一通信路無線設備

携帯電話 携帯電話端末

ＰＨＳ PHS端末

ポケットベル ページャー端末

基地局通信装置 PHS用基地局

アマチュア用通信装置 車載用

ハンディ用

無線応用装置 船舶用レーダー

映像機器

カラーテレビ フラットテレビ(BSチューナー内蔵)

フラットテレビ

フラットワイドテレビ

プログレッシブテレビ(BSチューナー内蔵)

フラットワイドテレビ(BSチューナー内蔵)

液晶テレビ

ビデオテープレコーダ VHS方式、据置型

VHS方式、据置型(BSチューナー内蔵)

ビデオディスクプレーヤ DVD/LDプレーヤ

DVDプレーヤ

ビデオカメラ 8ミリビデオカメラ

デジタルビデオカメラ

デジタルカメラ

防犯カメラ

カーナビゲーションシステム 携帯用、DVDナビゲーション

車内用、DVDナビゲーション

音声機器

ラジカセ型オーディオ ラジオカセット

CD付きラジオカセット

据置型オーディオ ミニコンボ

カセットデッキ

MDプレーヤ

CDプレーヤ

デジタルオーディオディスクプレーヤ
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スピーカシステム

ポータブルオーディオ MDプレーヤ

ヘッドホンステレオ

カーオーディオ カーステレオ

カーラジオ

ちゅう房機器

電子レンジ オーブンレンジ

電気がま 電子ジャー炊飯器

ジャーポット マイコン沸騰ポット

電気冷蔵庫 家庭用冷凍冷蔵庫

衣料衛生関連機器

電気洗濯機 家庭用全自動洗濯機

衣類乾燥機 家庭用衣類乾燥機

電気アイロン コードレスアイロン

コードレススチームアイロン

電気掃除機 家庭用掃除機

その他の民生用電気機器

電気こたつ 家具調こたつ

電気カーペット マイコンホットカーペット、3畳用

マイコンホットカーペット、2畳用

換気扇 窓用

台所用

ルームエアコン セパレート形、冷暖房用

理容用電気器具 電気カミソリ

ヘアードライヤ

電気温水洗浄便座 シート型

受動部品

電子機器用抵抗器 可変抵抗器、半固定抵抗器

固定抵抗器、チップ固定抵抗器

可変抵抗器、炭素系可変抵抗器

固定抵抗器、ネットワーク固定抵抗器

電子機器用コンデンサ セラミックコンデンサ

タンタル電解コンデンサ

アルミ電解コンデンサ

電子機器用変成器 電源変成器

中間周波変成器

水晶振動子 高周波用

低周波用

接続部品

電子機器用コネクタ プリント基板用コネクター

角型コネクター

丸型コネクター

電子機器用スイッチ プッシュスイッチ

スライドスイッチ

検出スイッチ

プリント配線板 リジット、片面配線板

リジット、両面配線板

リジット、多層配線板(6層板)

リジット、多層配線板(4層板)

電子機器用リレー オーディオ機器用

通信機器用

OA機器用

変換部品

スピーカ テレビ用

オーディオ用

カーステレオ用
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マイクロホン 通信機器用

カラオケ用

磁気ヘッド 電子計算機用

映像機器用

超小形電動機 マルチメディア用

ハードディスク用

メモリ部品

録音用磁気テープ カセットテープ、60分

録画用磁気テープ ビデオテープ、VHS方式、60分

ビデオテープ、VHS方式、120分

磁気ディスク フロッピーディスク、3.5インチ

組立品

スイッチング電源 電話機用

プリンタ用

ゲーム機用

ACアダプタ用

プロジェクタ用

テレビジョン受信用アンテナ VHFアンテナ

BSアンテナ

UHFアンテナ

テレビジョン・ビデオ用チューナ 電子同調チューナー、テレビ用

電子同調チューナー、ビデオ用

コントロールユニット ムービー用操作ユニット

カードリモコン

電子管

ブラウン管 フラットブラウン管、カラーテレビ用(32インチ)

フラットブラウン管、カラーテレビ用(36インチ)

表示管 蛍光表示管、オーディオ用

蛍光表示管、VTR用

半導体素子・集積回路

ダイオード シリコンダイオード

シリコン定電圧ダイオード

整流素子 シリコン整流素子

トランジスタ シリコン、低・高周波用

シリコン、低周波用

シリコン、高周波用

サーミスタ PTCサーミスタ、カラーテレビ用

NTCサーミスタ、温度計測制御用

サイリスタ 家電用

通信機器用

光電変換素子 発光ダイオード

集積回路 バイポーラIC

マイコン4ビット

マイコン8ビット

マイコン16ビット

マイコン32ビット

ゲートアレイ

DRAM64M

DRAM128M

SRAM1M

SRAM4M

フラッシュメモリー16M

フラッシュメモリー32M

液晶デバイス ノート型パソコン用

携帯情報端末用

内燃機関電装品
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充電発電機 自動車用オルタネータ、小型自動車用

自動車用オルタネータ、普通自動車用

始動電動機 自動車用スタータ、小型自動車用

自動車用スタータ、普通自動車用

配電器 普通自動車用

小型自動車用

イグニコイル 普通自動車用

点火プラグ 普通自動車用

電球

自動車用電球 異形ヘッドランプ

シールドビーム型電球

ハロゲン電球 一般照明用(85W、55W)

蛍光ランプ 直管、20W

丸形、30W

ＨＩＤランプ 高圧ナトリウムランプ

放電管、半導体焼付用

一般型、水銀灯

配線・電気照明器具

配線器具 点滅器

埋込コンセント

タップ

ダブルコンセント

角型引掛けシーリング

ソケット

白熱灯器具 家庭用、シーリングライト、40W

家庭用、ペンダント、60W

産業用、アイランプホルダ、270～450W用

蛍光灯器具 直管、工事用、40W

丸形、家庭用、30W×2灯

角型、家庭用、30W

高圧放電灯器具 庭園用水銀灯器具、40W

投光器

ハイウェイ用照明器具

電気計測器

電気計器 積算電力計 単相 30A検定付

電気測定器 デジタルオシロスコープ

シンクロオシロスコープ

波形測定器

電力計

測定用記録装置

電子式差圧発信器

工業計器 電子式差圧伝送器

電子式記録計

電磁流量変換器

電子式調節計

電磁流量計検出器

医療用計測器 脳波計

心電計

集中患者監視装置

電池

乾電池 アルカリ乾電池、単3形

マンガン乾電池、単1形

リチウム電池、コイン形

車両用蓄電池 12V、乗用車用

12V、トラック・バス用

民生用蓄電池 ニッケル・水素電池

アルカリ蓄電池
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シリコンウエハ

シリコンウエハ 直径8インチ、鏡面タイプ

直径5インチ、鏡面タイプ

直径8インチ、エピタキシャルタイプ

その他の電気機器

交通信号保安装置 電気踏切遮断機

色灯式信号機構

AFO送信器

交通信号灯器3灯式横形

太陽電池 太陽光・発電システム用

電卓用

リードフレーム トランジスタ用

リニアIC用

ハイポーラIC用
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商 品 群 調 査 価 格 の 内 容

品 目

乗用車

軽乗用車 ガソリン車、気筒容積660cc

小型乗用車 ガソリン車、気筒容積1000cc

    〃    、   〃   1300cc

    〃    、   〃   1500cc

    〃    、   〃   1800cc

    〃    、   〃   2000cc など

普通乗用車 ガソリン車、気筒容積2500cc

    〃    、   〃   3000cc など

バス

バス 大型バス(乗車人数30人以上)、路線用

トラック

軽トラック ガソリン車、気筒容積660cc

小型トラック ガソリン車、気筒容積2000cc、1t積み

    〃    、      〃      、1.25t積み

ディーゼル車、気筒容積4300cc、2t積み

普通トラック ディーゼル車、気筒容積8000cc、4.25t積み

     〃     、   〃   9800cc、25t積み

二輪自動車

二輪自動車 気筒容積、50cc

   〃   、125cc

   〃   、250cc

   〃   、400cc

自動車部品

自動車部品 駆動伝導操縦装置部品(クラッチ装置、車輪など)

懸架制動装置部品(ブレーキ部品、サスペンション部品など)

シャシー・車体部品(排気管、ドア部品など)

自転車

自転車 軽快車(車輪直径26インチ)

ミニサイクル(車輪直径24インチ)

自転車部品 リム

後用内装変速機

多段小ギヤ

産業用運搬車両

フォークリフトトラック ガソリン車、2t積み

ショベルトラック ホイールローダ、出力85馬力

      〃      、出力110馬力

      〃      、出力172馬力
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商 品 群 調 査 価 格 の 内 容

品 目

測定機器

工業用長さ計 管用ねじゲージ

限界ねじゲージ

マイクロメータ

積算体積計 オイルメーター

ガスメーター(都市ガス用)

水量メーター

はかり 電子指示はかり

普及型上皿指示はかり

圧力計 指示圧力計

流量計 面積流量計

超音波流量計

精密測定器 光マイクロメーター

測定投影機

分析機器

光分析装置 紫外可視分光光度計

赤外分光光度計

電磁気分析装置 電子線マイクロ分析計

質量分析計

クロマト・分離・蒸留機器 液体クロマトグラフ

試験機

材料試験機 微小硬度計

引張強度測定装置

測量機器

測量機器 電子セオドライト(経緯儀)

オートレベル

レーザーレベル

医療用具

医療用機器 ファイバースコープ

注射筒

外科用はさみ

人工透析器

輸液用器具

病院用器具 保育器

マイクロスコープ

赤外線視力検査装置

痔核結紮器

歯科用機器 水銃

歯科用ユニット

医療用品 医療用コルセット

伸縮式松葉づえ

歯科材料 歯科用印象材料(アルギン酸塩)

      〃      (寒天)

歯科接着剤

歯科接着用充てん材

理化学機器

理化学機器 静電高圧発生装置

力学台車

カメラ・同関連機器

カメラ 35mm、一眼レフカメラ

35mm、コンパクトカメラ

カメラ用交換レンズ AFズームレンズ

望遠レンズ
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[ 精密機器 ]

その他の光学機器

顕微鏡 生物顕微鏡

光学レンズ 顕微鏡用対物レンズ

顕微鏡用接眼レンズ

眼鏡枠 ふちなし眼鏡枠

メタル製眼鏡枠

眼鏡レンズ 視力補正用プラスチックレンズ

時計

腕時計 水晶発振式腕時計

目覚・掛時計 水晶発振式目覚時計

    〃    掛時計
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[ その他工業製品 ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容

品 目

飼・肥料

ふすま 配合飼料用

単味飼料用

大豆かす 配合飼料用、窒素保証成分5.3%以上

単味飼料用、          〃

なたねかす 肥料用

配合飼料用

配合飼料 ブロイラー肥育用

採卵養鶏用(飼育用)

乳牛用(飼育用)

肉牛肥育用

豚肥育用

木製家具

たんす 整理たんす

衣裳たんす

洋服たんす

木製書棚 木製書棚、ナラ材

食器戸棚 食器戸棚、ナラ材

   〃   、ウォールナット材

食堂セット 食堂5点セット(ダイニングテーブル、ダイニングチェア)

木製流し台セット 木製調理台

木製流し台

木製コンロ台

漆器製家具 座敷机

座卓

金属製家具

スチール机 スチール製片袖机

スチールいす スチール製回転いす(布貼り)

        〃        (ビニールレザー貼り)

金属製流し台セット ステンレス製流し台

      〃    調理台

書庫 両開き(スチール製)

ファイリングキャビネット 引出型(スチール製)

金属製棚 スチール製軽量物品棚

その他の家具・装備品

応接セット 牛本革3点セット

布製ソファー

ベッド シングルベッド

ダブルベッド

マットレス シングル、三ツ折

音響機器用木製キャビネット オーディオボード(ナラ材)

オープンユニット(組立式)

事務所用・店舗用装備品 ローパーティション

カウンター

システムゴンドラ

額縁 デッサン縁

油縁

和額

賞状縁

宗教用具 神具

仏像

仏壇

位牌

漆器製台所・食卓用品 深ボール
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[ その他工業製品 ]

盛器

春慶塗、茶托

生駒塗、菓子鉢

秋田杉、丸盆

建具

木製ドア フラッシュドア

      〃      、窓付き

ガラス戸 マス格子

障子 大荒間無地障子

ふすま戸 単板片面

両面ふすま

新聞・雑誌・書籍

日刊新聞 邦字、一般新聞、朝夕刊

週刊誌 児童

婦人

総合

月刊誌 児童

婦人

文芸

総合

辞典 国語辞典

古語辞典

漢和辞典

英和辞典

英和和英辞典

百科事典 など

学習参考書 中学、国語

 〃 、歴史

 〃 、理科

高校、数学

 〃 、英語

教科書 小学、国語

 〃 、生活

 〃 、算数

 〃 、理科

中学、国語

 〃 、英語

 〃 、数学

高校、英語

 〃 、数学

 〃 、国語

その他の印刷物

凸版印刷物 端物、B5、1色、上質紙

平版印刷物 ポスター、B2、4色、アート紙

写真製版 網版

グラビア製版

フィルム原版

タイヤ

自動車タイヤ 乗用車用

トラック用

産業用ゴム製品

ゴムベルト Vベルト

コンベアベルト

ゴムホース 酸素ホース、直径6mm

エアホース、直径19mm

ウォーターホース、直径19mm

防振ゴム 鉄道用ゴム緩衝器
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[ その他工業製品 ]

自動車用ブッシュ、1200～1500cc向け

自動車用エンジンマウント、1200～1500cc向け

ゴムロール 合成ゴム、製紙用

ゴム製パッキング 合成ゴム、ガス用パッキン

工業用スポンジ製品 天然独立気泡スポンジ

難燃性単泡スポンジ(合成ゴム)

その他のゴム製品

スニーカー ウォーキングシューズ

ゴム引布 衣料用ナイロンタフタ

雑貨用ナイロンタフタ

医療・衛生用ゴム製品 避妊用具

ゴム練生地 更生タイヤ用、ストリップラバー

     〃     、キャメルバック

革

牛革 甲革、牛クローム(成牛)

 〃 、    〃    (キップ)

 〃 、北米ステア

ぬめ革、北米ヘビーステア

革製品

革靴 男子靴、総革

  〃  、合成ゴム底

婦人靴、  〃

革手袋 防寒用、豚革、紳士用

  〃  、羊革、  〃

作業用、牛革

革かばん 革製旅行ボストンバック

革製ランドセル

革製学生かばん

革製書類入かばん

革製ハンドバック ケリータイプ、牛革

3ウェイ、牛革

2ウェイ、牛革

ショルダーバック、牛革

楽器・レコード

ピアノ アップライトピアノ、88鍵

電子ピアノ・オルガン 電子ピアノ

電子オルガン

オーディオレコード CD、12cm、邦楽

〃、 〃 、洋楽

〃、8cm、邦楽

テープ、邦楽

ビデオレコード ビデオカセット、一般用

      〃      、レンタル用

ビデオディスク、一般用

DVD、カラオケ用

娯楽・運動用品

電子応用がん具 家庭用ゲーム機

携帯ゲーム機

プラスチック製がん具 自動車

電車

ロボット

人形 ぬいぐるみ

キャラクター人形

児童乗物 ベビーカー、A型

    〃    、B型

球技用具 テニスラケット、軟式用
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[ その他工業製品 ]

      〃      、硬式用

バレーボール

野球ボール、軟式用

野球バット、  〃  、木製

    〃    、  〃  、金属製

野球グローブ、軟式用

ゴルフ用具 ゴルフクラブ、アイアン10本組

     〃     、アイアン6本組(レディース)

     〃     、ウッド(チタン)

ゴルフボール

釣具 スピニングリール

釣竿(磯釣り用)

 〃 (鮎釣り用)

畳用材

畳床 建材畳床

わら床、宮城県産

  〃  、千葉県産

畳表 熊本県産

岡山県産

広島県産

その他の製品

筆記具 鉛筆

シャープペンシル

マーキングペン

ボールペン

万年筆

ファスナー 樹脂製(エフロン)

歯ブラシ 標準タイプ

魔法瓶 エアポット

ステンレス製水筒

看板・標識機 道路標識・規制標識

電光表示器 電子ディスプレイ

電子看板

メッセージボード

パレット 木製

プラスチック製

モデル・模型品 食品サンプル

果物模型

人体安全保護具・救命具 防毒マスク

防塵マスク

安全帯

ルームユニット ユニットバスルーム
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[ 食料用農畜水産物 ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容

品 目

米麦

米 自主流通米、うるち1等、玄米

 　(コシヒカリ、ササニシキ、あきたこまち、ひとめぼれ、日本晴、等)

自由米、うるち、1等程度、玄米 (コシヒカリ、あきたこまち、きらら、等)

自主流通米、もち1等、玄米

大麦 ビール用大麦、2等、玄麦

普通小粒大麦、農水省銘柄区分Ⅱ-1等、玄麦

小麦 普通小麦、農水省銘柄区分Ⅱ-1等、玄麦

豆類

大豆 白目、中粒

小豆 北海道産、2等

その他の農産物

干しいたけ 香信、並

冬茄、並

さとうきび さとうきび

てん菜 てん菜

葉たばこ 第1黄色種

第2黄色種

第2在来種

肉類

牛肉 枝肉、去勢、A5

枝肉、去勢、A3

枝肉、去勢、B2

豚肉 枝肉、白上、ひづめなし

枝肉、白中、ひづめなし

鶏肉 正肉、もも肉

乳卵

原乳 加工用

飲料用

鶏卵 サイズM

サイズL

塩干魚介類

するめ 北海道産、上物

丸干いわし まいわし、中級品

干あじ 上級品

中級品

煮干いわし かたくちいわし、中羽、上級品

かたくちいわし、小羽、上級品

しらす干 中級品

塩さけ 北海道産、上級品

たらこ 塩すけこ、2等検

塩すけこ、1等検

味りん干 さんま

いわし

海藻類

こんぶ 日高十勝産

釧路産

根室産

干のり 中級品

わかめ 干わかめ、中級品

生わかめ、上級品
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[ 非食料農林産物 ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容

品 目

天然繊維原料

繭 群馬県産、2等

福島県産、2等

埼玉県産、2等

山梨県産、2等

長野県産、2等

原皮

牛・豚皮 牛原皮、雑1級(塩)

豚原皮、1級(生)

丸太

ひのき小丸太 長さ300cm×径8～13cm、並、市売価格

長さ400cm×径12～13cm、並、市売価格

ひのき中丸太 長さ400cm×径20cm、並、市売価格

長さ400cm×径12～13cm、並、市売価格

ひのき大丸太 長さ400cm×径30cm以上、並、市売価格

杉小丸太 長さ300cm×径12～13cm、並、市売価格

長さ400cm×径12～13cm、並、市売価格

杉中丸太 長さ300cm×径14～22cm、並、市売価格

長さ365cm×径24～26cm、並、市売価格

長さ400cm×径16cm、並、市売価格

長さ400cm×径20cm、並、市売価格

杉大丸太 長さ400cm×径30cm以上、並、市売価格

松丸太 松中丸太、長さ400cm×径20cm、並、市売価格

松中丸太、長さ400cm×径24～28cm、並、市売価格

松大丸太、長さ400cm×径30cm以上、並、市売価格

松大丸太、長さ400cm×径30cm、並、市売価格

えぞ・とど松丸太 長さ365cm×径20～28cm、1～2等

長さ365cm×径20～28cm

なら丸太 長さ200cm×径40cm

長さ260～300cm×径40～48cm、2等、市売価格

ぶな丸太 長さ200cm×径46cm、市売価格

パルプ材 松(石巻産)

えぞ・とど松(旭川産)

広葉樹(石巻産)

広葉樹(八代産)

広葉樹(高山産)
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[ 鉱産物 ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容

品 目

石炭

一般炭 電力用

天然ガス

天然ガス 工業燃料用、大口需要家向け

都市ガス用

石材・骨材

花こう岩 万成石、40切もの、乱尺材

万成石、40切もの、指定寸法材

稲田石、80切もの

砕石 6号、5～13mm、普通品

5号、10～20mm、普通品

リサイクル砕石、40mm以下

砂利 洗浄済み、25～5mm

洗浄済み、25mm

砂 細目

荒目

その他の鉱産物

石灰石 セメント向け

鉄鋼向け

窯業原料鉱物 陶石

ドロマイト
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[ 電力・都市ガス・水道 ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容

品 目

電力

大口電力 特別高圧電力

高圧電力Ｂ

 ――ともに契約電力、月間使用電力量、力率を一定としたモデル料金

小口電力 高圧電力Ａ

低圧電力

 ――ともに契約電力、月間使用電力量、力率を一定としたモデル料金

業務用電力 業務用電力

 ――契約電力、月間使用電力量、力率を一定としたモデル料金

都市ガス

都市ガス 熱量、月間使用量等を一定としたモデル料金

水道

上水道 口径、月間使用量等を一定としたモデル料金

工業用水 工業用水道使用料金
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[ スクラップ類 ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容

品 目

鉄くず

鉄くず ヘビー(H2)

非鉄金属くず

銅くず 1号銅線くず(ピカ線)

2号銅線くず

銅合金くず 黄銅削りくず(ダライ粉)

アルミ合金くず アルミニウム合金機械鋳物くず(機械鋳物くず)

アルミニウム合金自動車鋳物くず(コロE)

アルミニウム新くず1級(新切)

アルミニウム新くず2級(2S)

古紙

古紙 ダンボール古紙(プレス)

新聞古紙(プレス)

色上古紙

色白古紙

以　上
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