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[ 食料品・飼料 ]
商 品 群 調 査 価 格 の 内 容

品 目
食用穀物

小麦 米国産、ウエスタンホワイトウイート
米国産、ダークノーザンスプリングウィート
カナダ産、ウエスタンレッドスプリングウィート
オーストラリア産、オーストラリアンスタンダードホワイト

豆・食油用種子
大豆 米国産、イエローNo.2

中国産、東北大豆
なたね カナダ産、No.1
ごま 中国産、食用

その他の農産物
コーヒー豆 ブラジル産、サントスNo.2

インドネシア産、ロブスタ種
コロンビア産、エクセルソ

製菓用果実 干ぶどう、米国産
天津栗、中国産
アーモンド、カリフォルニア産

葉たばこ 黄色種、米国産
畜産物

牛肉 オーストラリア産
米国産

牛臓器・舌 舌、米国産
大腸、米国産
横隔膜、米国産
レバー、米国産

豚肉 デンマーク産
カナダ産
米国産

羊肉 ニュージーランド産
オーストラリア産

鶏肉 米国産
水産物

かずのこ 塩かずのこ、米国産・カナダ産
筋子 鮭子、米国産、カナダ産

加工原料食品
粗糖 糖度96度、オーストラリア産

糖度96度、タイ産
麦芽 ピルスナータイプ、オーストラリア産

ピルセンタイプ モルト、カナダ産
ピルセンタイプ モルト、チェコ産
ピルゼンタイプ、オーストラリア産

酒造用アルコール アルコール分90度以上、ブラジル産
アルコール分90度以上、米国産

農水産加工食品
野菜缶詰 たけのこ、中国産、5ガロン缶

スイートコーン、米国産、4号缶
マッシュルーム、中国産、2号缶

トマト加工品 トマト缶詰、トルコ産、5kg缶
ホールトマト、イタリア産、業務用、3kg缶

果実缶詰 もも、ギリシア産、2号缶
パイナップル、フィリピン産、3号缶
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[ 食料品・飼料 ]
魚介缶詰 業務用、かつおサラダ油漬、フレーク

業務用、まぐろサラダ油漬、フレーク
業務用、キハダマグロ油漬、フレーク

調製うなぎ 無頭冷凍蒲焼、台湾産
冷凍蒲焼、中国産

調製甲殻類 ずわいがに、米国産
ロブスター、オーストラリア産

その他の調製食品
チーズ コーダチーズ、オランダ産

チェダーチーズ、イギリス産
アイスクリーム 470ml

950ml
2000ml
9480ml
スティックバー
ミニカップ

マカロニ・スパゲッティ 1.7mm 1kg×12
1.7mm 5kg×2
1.7mm 5kg×3
5kg×2
5kg×3

ビスケット類 ウェハース、スイス産、150g
クッキー、オランダ産、200g
クラッカー、米国産、453g
ビスケット、フランス産、300g

チョコレート チョコレート、箱入り、オーストリア産
原料チョコレート、フランス産

飲料
炭酸飲料 米国製、354ml
果実飲料 オレンジ濃縮果汁、ブラジル産

パイン果汁、フィリピン産
バナナピューレ、ブラジル産
リンゴ果汁、ヨーロッパ産
リンゴ濃縮果汁、米国産

ミネラルウォータ 500ml、米国産
500ml、フランス産
1.5リットル、フランス産

ワイン 750ml×12本、フランス産
760ml×12本、フランス産

ビール 350ml、米国産
330ml、イギリス産

ウイスキー 700ml、イギリス産
700ml×12本、スコットランド産

ブランデー 700ml×12本、フランス産
740ml、イギリス産

茶類 紅茶、スリランカ産
紅茶、セイロン産
ウーロン茶、中国産

即席コーヒー フリーズドライ、コロンビア産
たばこ

たばこ 米国製
イギリス製

飼料穀物
大麦 飼料用、オーストラリア産
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[ 食料品・飼料 ]
飼料用、北米産

とうもろこし 配合飼料用、イエローNo.3、米国産
配合飼料用、玄とうもろこし、米国産

こうりゃん 配合飼料用、イエローNo.2、米国産
その他の飼料

脱脂粉乳 飼料用、バルト3国産
  〃  、ロシア・旧CIS産

飼料用乾草類 アルファルファヘイベール、米国産
スーダングラス、米国産
デバイドレーテッド、カナダ産

大豆かす 米国産
ブラジル産

フイッシュミール ホールミール、チリ産
ペットフード キャットフード、米国製

ドッグフード、米国製
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[ 繊維品 ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容
品 目

綿花
綿花 米国産

オーストラリア産
羊毛

そ毛用羊毛 メリノ種、オーストラリア産
雑種、オーストラリア産

紡毛用羊毛 メリノ種、282YK、オーストラリア産
メリノ種、カーディング、オーストラリア産

紡織半製品
羊毛トップ 64番、メリノ種、ドライコームドトップ、台湾産

56番、雑種、ドライコームドトップ、台湾産
天然繊維糸

生糸 20中、4A、中国産
20中、3A、中国産

綿糸 20番単糸、コーン巻き、パキスタン産
30番単糸、コーン巻き、パキスタン産

合繊糸
合繊長繊維糸 ポリエステル150d、POY、台湾産

ポリエステル150d、加工糸、台湾産
天然繊維織物

絹織物 ジャガード、生機、韓国製
白生地、変り無地、韓国製
変り一越、生機、中国製

綿織物 綿かなきん、30番単糸×30番単糸、68本×68本、中国製
綿ポプリン、40番単糸×40番単糸、205本、中国製

毛織物 合冬物、そ毛服地、英国製
合冬物、梳毛生地、イタリア製
春夏物、梳毛服地、モヘア50%・ウール50%、イタリア製

合繊織物
ポリエステル紡績糸織物 45番単糸×45番単糸、110本×76本、ポリエステル65%・綿35%、中国製

下着類
下着類 紳士用肌着・長ロングパンツ、韓国製

紳士用肌着・半(七分丈)パンツ、韓国製
紳士用肌着・長袖U首シャツ、韓国製
婦人3分袖スリーマ、綿100%、40番単糸、中国製
婦人ショーツ、綿100%、40番単糸、中国製
キャミソール、ナイロン・ポリウレタン、中国製
ブラジャー、ナイロン・ポリウレタン、中国製

外衣
ワイシャツ ホワイト、長袖、ポリエステル65%・綿35%、40番単糸、中国製

さらし、長袖、ポリエステル65%・綿35%、中国製
ブラウス 女子用布はくブラウス、綿100%、中国製
ポロシャツ 紳士物、綿100%、中国製

紳士物、綿100%、60番双糸、韓国製
Ｔシャツ 紳士Ｔシャツ（ニット半袖）、綿100%、中国製

紳士Ｔシャツ、綿100%、40番双糸、中国製
トレーナー 綿100%、中国製
セーター 紳士用、毛100%、メリヤス編み、香港製

紳士用、48番双糸、毛100%、天竺、中国製
婦人用、毛100%、メリヤス編み、香港製
婦人用、48番双糸、毛100%、天竺、中国製
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[ 繊維品 ]

婦人用、長袖プルオーバー、毛100%、香港製
洋服 紳士用スラックス、綿100%、中国製

紳士用スラックス、毛100%、中国製
紳士用スラックス、綿100%、タイ製
紳士用スラックス、ポリエステル100%、中国製
紳士用ジャケット、毛100%、中国製
紳士用スーツ、毛100%、中国製
婦人用パンツ、綿100%、中国製
婦人用ウールスカート、香港製

オーバーコート 毛85%・ポリエステル15%、中国製
レインコート、紳士物、ステンカラー、綿100%、英国製
レインコート、婦人物、ステンカラー、綿50%・ポリエステル50%、英国製
Ｐコート、毛90%・ナイロン10%、中国製Pコート、毛70%・レーヨン30%、中国製
ダッフルコート、毛90%・ナイロン10%、中国製
ダッフルコート、毛70%・レーヨン30%、中国製

その他の衣類
ソックス 紳士用カジュアルソックス、韓国製

紳士用ビジネスソックス、韓国製
紳士用ビジネスソックス、綿100%、春夏物、韓国製
紳士用ビジネスソックス、綿100%、秋冬物、韓国製

スポーツウェア エクササイズシャツ、ポリエステル100%、中国製
エクササイズパンツ、ポリエステル100%、中国製
トレーナー上下セット、綿100%、中国製

ネクタイ 絹100%、イタリア製
絹100%、中国製

ニット・織物製手袋 ニットジャージー(縫)手袋、ウール・ナイロン、中国製
純綿軍手、中国製

織物製帽子 アメリカンメッシュキャップ、中国製
カツラギキャップ、中国製

その他の繊維品
毛布 綿毛布(無地)、中国製
リネン類 布団カバー、綿100%、中国製

布団敷カバー、綿先染、中国製
布団掛カバー、綿先染、中国製

敷物 インド綿100%、タフタ、インド製
ウール製、手織り、パキスタン製
ナイロンタフテットカーペット、米国製
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[ 金属・同製品 ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容
品 目

鉄鉱石
鉄鉱石 インド産、ゴアチヨーグル、粉鉱

インド産、ゴアデンポー、粉鉱
インド産、バイラデイラ、塊鉱
インド産、基本枠、塊鉱
オーストラリア産、ハマスレー、粉鉱
オーストラリア産、マウントニューマン、塊鉱
オーストラリア産、ヤンデイ、粉鉱
チリ産、ロメラル、粉鉱
ブラジル産、MBR、粉鉱
ブラジル産、リオドセ、粉鉱
南ア産、イスコール、塊鉱

非鉄金属鉱
銅鉱 含有量40%、チリ産

含有量40%、カナダ産
含有量28%、カナダ産

亜鉛鉱 含有量50%、ペルー産
含有量50%、オーストラリア産

マンガン鉱 含有量48%、南ア産
含有量48%、オーストラリア産

モリブデン鉱 含有量90%、三酸化モリブデン、米国産
ニッケル鉱 含有量2.4%、ニューカレドニア産

含有量2.4%、インドネシア産
チタン鉱 含有量84%、チタンスラグ、南ア産

含有量50%、イルミナイト、オーストラリア産
金属くず

鉄くず ヘビー級 No.1(H.M.S.)
銅・同合金くず エボニー(Ebony<並青銅鋳物くず>)

バーレー(Barley<1号銅線くず>)
ナイト(Night<黄銅削りくず>)

アルミ・合金くず テンス(Tense<アルミニウム合金鋳物くず>)
テイント(Taint<アルミニウム古くず>)
テーバー(Tabor<アルミニウム合金展伸材混合古くず>)

フェロアロイ
フェロシリコン 2号、ノルウェー産

2号、中国産
2号、ブラジル産

フェロクロム クロム純分52%、南アフリカ産
フェロニッケル 高炭素、ニューカレドニア産

高炭素、インドネシア産
シリコマンガン 1号、オーストラリア産

1号、中国産
銑鉄

製鋼用銑鉄 一流銑 Si 1.59%以下、ロシア産
一流銑 Si 1.59%以下、ブラジル産
一流銑 Si 1.59%以下、中国産

普通鋼鋼材
厚・中板 12～25×2,000×6,096mm、韓国産

12～25×2,000×6,096mm、台湾産
熱延広幅帯鋼 2.3×1,219mm×C、韓国産

1.5～2.9mm×C、韓国産
冷延広幅帯鋼 1.0×1,219mm×C、韓国産
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[ 金属・同製品 ]

1.0mm×C、韓国産
めっき鋼板 溶融亜鉛めっき鋼板 CGI 1.6～1.9mm×C、韓国産

電気亜鉛めっき鋼板 CEG 1.6～1.9mm×C、韓国産
貴金属地金

金地金 純分 99.99%
銀地金 純分 99.99%
白金地金 純分 99.9%

純分 99.95%
パラジウム 純分 99.9%

純分 99.95%
重金属地金

銅地金 電気銅
亜鉛地金 純分99.4%

純分99.4%以上
ニッケル地金 Ni+Co 99.9%以上
すず地金 純分 99.9%以上
コバルト地金 純分 99.8%以上

純分 99.3%以上
軽金属地金

アルミニウム地金 新塊 純分99.7%以上
アルミニウム合金再生地金 ADC-12
マグネシウム地金 純分99.9%以上

シリコン
シリコン 純分99.9993% 単結晶

純分98.5% 多結晶
金属製品

ボルト・ナット 鉄製ボルト・ナットセット
ステンレス製ボルト
ステンレス製ナット
ステンレス製ホーマーナット

建具用取付具 ハンドルセット
ドアノブ
家具ツマミ
戸当り

手持工具 ペンチ
ラジオペンチ
ニッパー

金属製管継手 エルボ
レジューサ
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[ 木材・同製品 ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容
品 目

丸太
米松丸太 径12"(インチ)以上×長さ20'(フィート)以上、No.3、北米産

径12"以上×長さ11'以上、北米産
米もみ丸太 径12"以上×長さ20'以上、北米産
スプルース丸太 径12"以上×長さ13'以上、アラスカ産

径24"以上×長さ13'以上、アラスカ産
えぞ松丸太 短定尺、CIS産

定尺物、CIS産
長定尺、CIS産

から松丸太 短定尺・中目、CIS産
米つが丸太 径12"以上×長さ20'～30'以上、No.3、北米産
ラワン丸太 メランティ、合板用、マレーシア産

SQアップ、一般合板用、マレーシア産
タウン・カロ、パプアニューギニア産

製材
米松小角 4 1/8"(インチ)×4 1/8"×10'(フィート)以上、カナダ産
米つが小角 4"×4"×10'以上、正角、カナダ産

4 1/8"×4 1/8"×10'以上、カナダ産
米ひば小角 4 1/4"角 10'以上、カナダ産
ラワン製材 平割、1等定尺、マレーシア産

ホワイトセラヤ製材、1等、マレーシア産
木材チップ

針葉樹チップ ラジアタパインチップ、オーストラリア産
ダグラスファーチップ、北米産

広葉樹チップ ユーカリチップ、オーストラリア産
加工木材

合板 型枠用合板(厚物)、幅91cm×長さ182cm、インドネシア・マレーシア製
薄物合板、幅91cm×長さ182cm、インドネシア製
中厚物合板、幅91cm×長さ182cm、インドネシア製

パーティクルボード 厚さ15mm×幅1,220mm×長さ1,830mm、マレーシア産
厚さ12mm×幅1,220mm×長さ1,830mm、マレーシア産
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[ 石油・石炭・天然ガス ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容
品 目

原油
原油 アブダビ産、マーバン

イラン産、イラニアンヘビー
インドネシア産、スマトラライト
オマーン産、オーマンブレンド
カタール産、カタールランド
カフジ産、中立地帯
クウェート産、クウェート
サウジアラビア産、アラビアン・エキストラライト
サウジアラビア産、アラビアンライト
中国産、ターチン

石油製品
ナフサ NGL、サウジアラビア産

フルレンジナフサ、クウェート産
フルレンジナフサ、シンガポール産
フルレンジナフサ、バーレン産
フルレンジナフサ、クウェート産
フルレンジナフサ、サウジアラビア産

灯油 JET A-1、シンガポール産
JET A-1、韓国産

軽油 韓国産
Ａ重油 マリンディーゼル、ロシア産

マリンディーゼル、韓国産
Ｃ重油 ローサルファー、インドネシア産
液化石油ガス プロパン、サウジアラビア産

プロパン、クウェート産
ブタン、サウジアラビア産
ブタン、クウェート産

石炭
原料炭 オーストラリア産、ケストレル

オーストラリア産、コールクリフ
オーストラリア産、リバーサイド
カナダ産、エルクビュー
カナダ産、ラスカー
ロシア産、K-9

一般炭 インドネシア産、プリマ
オーストラリア産、ウォークワース
オーストラリア産、ハンターバレー
オーストラリア産、ワララ
中国産、大同

無煙炭 ベトナム産、ホンゲイ
中国産、山西

液化天然ガス
液化天然ガス インドネシア産

ブルネイ産
マレーシア産
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[ 化学製品 ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容
品 目

工業薬品
ソーダ灰 天然ソーダ灰、米国産

壜ガラス向け、米国産
酸化チタン ルチル型、欧州産

アナターゼ型、欧州産
エチレングリコール 繊維原料用、米国産
二塩化エチレン 塩化ビニルモノマー用、米国産
アクリロニトリル 繊維原料用、米国産
酢酸ビニルモノマー 接着剤・塗料用、米国産
アミノアルコール トリエタノールアミン、米国産

トリエタノールアミン、米国産
ジエタノールアミン、欧州産
ジエタノールアミン、欧州産

メタノール JIS K1501、サウジアラビア産
JIS K1501、ニュージーランド産

くえん酸 結晶、豪州産
無水、豪州産

スチレンモノマー スチレン系樹脂用、米国産
アルキルベンゼン 直鎖アルキルベンゼン、台湾産
アジピン酸 ナイロン用、欧州産

プラスチック
プラスチック 低密度ポリエチレン、東南アジア産

高密度ポリエチレン、東南アジア産
ポリスチレン、一般用(GP)、韓国産
ポリプロピレン、韓国産
シリコンゴム、米国産
PET樹脂、東南アジア産

化学肥料
カリ肥料 塩化カリ、カリ60%、北米製
複合肥料 リン酸アンモニウム、米国製

医薬品
循環器官用薬 血圧降下剤
ホルモン剤 副腎皮質ホルモン剤、欧州製

副腎皮質ホルモン剤、中米製
ビタミン剤 ビタミンC剤、結晶、欧州製

ビタミンC剤、粉剤、欧州製
抗生物質製剤 セファロスポリン系薬剤、米国製

マクロライド系薬剤、米国製
ペプチド系薬剤、米国製

血液製剤 血漿分画製剤
ヒト血清アルブミン製剤

その他の化学製品
染料 塩基性染料、欧州製

反応性染料、欧州製
分散染料、欧州製
酸性染料、欧州製

合成ゴム ブチルゴム
ニトリルゴム

写真感光材料 一般カメラ用
レントゲン用
プロ用(写真向け、製版向け)
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[ 化学製品 ]

映画用
印画紙、カラーペーパー
レンズ付フィルム
現像液

香料 化粧用、パッチュリーオイル
食品用、レモンオイル
菓子用、ペパーミント
清涼飲料用、オレンジオイル

石油添加剤 清浄分散剤
酸化防止剤
流動点降下剤

パーム油 精製油、マレーシア産
牛脂 ブリーチャブルファンシー、米国産
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[ 機械器具 ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容
品 目

原動機
原動機 陸用ディーゼルエンジン

産業用機械
ポンプ 回転式ギヤポンプ

摩擦ポンプ
ベーンポンプ
水中ポンプ

電動工具 グラインダ
電気ドリル
充電式ドリル
ヘッジトリマー

農業用トラクタ 4輪駆動、48馬力
   〃  、90馬力

印刷機械 自動オフセット印刷機
軸受 球面ころ軸受

小径ボールベアリング
包装・荷造機械 包装機械

事務用機器
電子卓上計算機 手帳型、10桁
複写機 静電間接式

その他の一般機器
家庭用ミシン 電子ミシン
バルブ ボールバルブ

ゲートバルブ
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
メインフレーム

外部記憶装置 磁気ディスク装置
入出力装置 インクジェットプリンタ

キーボード
パソコン用液晶ディスプレイモニター

通信機器
電話機 一般電話機

コードレスホン
ボタン電話装置 業務用、主装置・子機セット
ファクシミリ 熱転写普通紙記録

レーザープリンタ普通紙記録
無線通信機器 航空機用、機上用通信機

航空機用、航行無線標識受信機
航空機用、計器着陸用受信機

民生用電子機器
カラーテレビ ブラウン管式テレビ
磁気録画・再生装置 ビデオテープレコーダー
オーディオ ステレオセット

据置型CDプレーヤ
ポータブルCDプレーヤ
MDプレーヤ
据置型CD付きラジオカセット
ヘッドホンステレオ
ハイファイアンプ
スピーカシステム
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[ 機械器具 ]

カーオーディオ カーステレオ
民生用電気機器

電子レンジ オーブンレンジ
電気冷蔵庫 家庭用冷凍冷蔵庫
ルームエアコン セパレート型、冷暖房用
電気洗濯機 家庭用全自動式洗濯機

家庭用二槽式洗濯機
電気掃除機 家庭用掃除機
理容用電気器具 ヘアードライヤ

電気カミソリ
電子部品

受動部品 コンデンサ、アルミ電解コンデンサ
コンデンサ、タンタルコンデンサ
変成器、中間周波変成器
水晶振動子、高周波用
水晶振動子、低周波用

接続部品 電子機器用スイッチ、プッシュスイッチ
電子機器用スイッチ、ロータリースイッチ

変換部品 モーター、家電用
モーター、情報機器用
スピーカーウエハ
磁気ヘッド、映像機器用

メモリ部品 ビデオテープ、VHS方式、120分
ビデオテープ、VHS方式、60分
音楽用テープ、60分

組立品 スイッチング電源、ゲーム機用
テレビ・ビデオ用チューナー
ACアダプター、ビデオ用
スイッチング電源、音響機器用

電子デバイス
電子管 ブラウン管、カラーテレビ用

蛍光表示管、オーディオ用
半導体素子 トランジスタ、シリコン

発光ダイオード
シリコンダイオード
シリコン整流素子

集積回路 バイポーラIC
マイクロプロセッサー
ゲートアレイ
DRAM、16M
DRAM、64M
DRAM、128M
SRAM、8M

電気計測器
電気計測機器 スペクトラムアナライザー
工業計器 流量計

調節器
その他の電気機器

配線器具 電源コード
点滅器
接続器、コンセント
接続器、ソケット

シリコンウエハ 直径5インチ、鏡面タイプ
直径6インチ、鏡面タイプ
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[ 機械器具 ]

乗用車
小型乗用車 ガソリン車、気筒容積1800cc

    〃    、   〃   2000cc
普通乗用車 ガソリン車、気筒容積2500cc

    〃    、   〃   3000cc
    〃    、   〃   3200cc
    〃    、   〃   4500cc など

自転車
自転車 軽快車(車輪直径26インチ)

航空機
航空機 旅客機

計測機器
分析機器 マルチ分光測色計

マルチ分光放射輝度計
赤外分光分析装置
原子吸光分析装置
ガスクロマトグラフ

医療用具
医療用機器 人工関節

オースロスコープ
ガイドワイヤー
デマンドバルブ
歯科用リーマ
歯科用ファイル

医療用品 アルミクラッチ
骨接合プレート

その他の精密機器
理化学機器 電子天びん

実習用生物顕微鏡
カメラ 35mm、コンパクトカメラ

24mm、        〃      (APS)
眼鏡枠・レンズ 視力補正用プラスチックレンズ

眼鏡枠
時計 水晶発振式腕時計

    〃    掛時計
    〃    目覚時計
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[ その他産品・製品 ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容
品 目

原皮・羽毛
牛皮 ヘビーテキサスステア、米国産
羽毛 ホワイトダック、台湾産

グレーグーズ、ダウン80%・フェザー20%、中国産
ホワイトグーズ、ダウン80%・フェザー20%、台湾産

天然ゴム
天然ゴム RSS No.3、タイ・マレーシア産

化学原料鉱物
りん鉱石 アフリカ産

ヨルダン産
工業塩 オーストラリア産、ダンピア塩

メキシコ産、メキシコ塩
その他の非金属鉱物

カオリン 米国産、製紙用、No.1
石材 インド産、花こう岩

韓国産、花こう岩
ポルトガル産、白御影石
ポルトガル産、大理石

工業用ダイヤ パウダー ソーサイズ
パルプ

溶解サルファイトパルプ D.P.(溶解パルプ)、アルファセルローズ含有率91～92%、北欧産
D.P.(溶解パルプ)、アルファセルローズ含有率91～92%、カナダ産

製紙さらしクラフトパルプ N.B.K.P.(針葉樹さらしクラフトパルプ)、カナダ産
機械パルプ T.M.P.(サーモ・メカニカル・パルプ)、ニュージーランド産

T.M.P.(サーモ・メカニカル・パルプ)、カナダ産
紙

新聞用紙 巻取紙A巻、米国産
巻取紙A巻、カナダ産

塗工印刷用紙 中質コート紙、ドイツ産
中質コート紙、フィンランド産
上質コート紙、フィンランド産
中質軽量コート紙、フィンランド産

プラスチック製品
プラフィルム 高密度ポリエチレン製、ごみ袋、タイ製

高密度ポリエチレン製、レジ袋、中国製
低密度ポリエチレン製、ごみ袋、タイ製
低密度ポリエチレン製、ごみ袋、フィリピン製
低密度ポリエチレン製、台所水切り袋、タイ製

窯業・土石製品
板ガラス フロート板ガラス

透明網入りガラス
型板ガラス
自動車用ガラス

ガラス器 花瓶
灰皿
ワイングラス

陶磁器製食器 皿
カップ&ソーサー
ディナーセット

石工品 墓石
敷石
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[ その他産品・製品 ]

家具
木製家具 リビングアームチェア、英国製

パーティチェア、米国製
パーティテーブル、〃

応接セット 応接3点セット、シンガポール製
ソファー、英国製

ゴム製品
自動車タイヤ 乗用車用、オーストリア製

   〃   、ドイツ製
スニーカー ジュニア布靴、中国製

音楽・娯楽・運動用品
オーディオディスクレコード CD、12cm、クラシック、フランス製

〃、 〃 、    〃    、スウェーデン製
〃、 〃 、ポピュラー、米国製
〃、 〃 、    〃    、ドイツ製

がん具 電動式自動車、中国製
  〃  電車、タイ製
  〃  動物、台湾製
電子手帳型がん具、香港製

ゴルフ用具 ゴルフクラブ、アイアン、中国製
     〃     、ウッド、米国製

スキー用具 スキー板、フランス製
   〃   、オーストリア製

釣具 リール、マレーシア製
釣竿、韓国製

その他の製品
出版物 文学書、英国製

教養書、米国製
英英辞典、英国製

革靴 紳士用、イタリア製
かばん 革製紳士用ポーチ、中国製

    〃    バッグ、イタリア製
プラスチック製紳士用ポーチ、中国製
      〃      スーツケース、台湾製

ハンドバック 革製ハンドバック、中国製
ホースヘア製ハンドバック、ドイツ製

洋傘 紳士用長傘、台湾製
  〃  ミニ傘、中国製
婦人用長傘、台湾製

古紙 ダンボール古紙(OCC)
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[ (参考)生鮮食品 ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容
品 目

野菜類
冷凍野菜 枝豆、台湾産

フレンチフライポテト、米国産
生鮮・冷蔵野菜 しいたけ、中国産

アスパラガス、タイ産
    〃      、オーストラリア産
    〃      、ニュージーランド産
ブロッコリー、米国産
たまねぎ、米国産

果実類
レモン 米国産
オレンジ 米国産
グレープフルーツ 米国産
バナナ エクアドル産

台湾産
フィリピン産

キウイフルーツ ニュージーランド産
魚介類

冷凍まぐろ めばち、加工用
冷凍さけ・ます 米国産
冷凍えび インドネシア産

インド産
タイ産

冷凍いか モーリタニア産
スペイン産

冷凍たこ モーリタニア産
スペイン産

冷凍かに 米国産
ロシア産

冷凍にしん ノルウェー産
米国産

冷凍たらこ 韓国産
ロシア産

冷凍めぬけ 米国産
冷凍ぎんだら 米国産
冷凍すり身 助宗だら、米国産
うなぎ 台湾産
うに チリ産

米国産

以　上
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