
＜国内企業物価指数＞

類　別 品　目 遡及開始期

加工食品 フィッシュソーセージ 2009/04月
加工食品 かまぼこ 2009/06月
加工食品 揚かまぼこ 2009/06月
加工食品 ちくわ 2009/01月
加工食品 みそ 2009/02月
加工食品 香辛料 2009/02月
加工食品 ルウ 2009/02月
加工食品 即席めん 2009/02月
加工食品 そう菜 2009/07月
加工食品 レトルト食品 2009/03月
加工食品 即席みそ汁 2009/02月
加工食品 焼ちゅう 2009/04月
加工食品 ウイスキー・ブランデー 2009/06月
繊維製品 綿織物 2009/04月
繊維製品 パジャマ 2009/02月
繊維製品 男子用スーツ・ズボン類 2009/04月
繊維製品 女子用スーツ・スカート類 2009/06月
繊維製品 子供服 2009/02月
製材・木製品 国産材ひき角

＊ 2008/05月
製材・木製品 国産材板

＊ 2008/08月
製材・木製品 木材チップ

＊ 2008/04月
製材・木製品 普通合板

＊ 2008/04月
化学製品 エチレン 2009/01月
化学製品 プロピレン 2009/01月
化学製品 ブタン・ブチレン 2009/01月
化学製品 トルエン 2009/01月
化学製品 キシレン 2009/01月
化学製品 オクタノール 2008/10月
化学製品 合成アセトン 2009/02月
化学製品 アクリロニトリル 2009/01月
化学製品 酢酸ビニルモノマー 2009/01月
化学製品 テレフタル酸 2009/01月
化学製品 スチレンモノマー 2009/01月
化学製品 フェノール 2009/04月
化学製品 ビスフェノールＡ 2009/01月
プラスチック製品 プラスチック硬質管 2009/05月
プラスチック製品 プラスチックホース 2008/04月
プラスチック製品 プラスチックフィルム・シート 2009/05月
プラスチック製品 プラスチック床材 2009/04月
プラスチック製品 輸送機械用プラスチック製品 2009/01月
プラスチック製品 プラスチック製日用品 2009/07月
プラスチック製品 非飲料用プラスチック容器 2009/07月
（注１）参考指数（需要段階別・用途別指数、連鎖方式による国内企業物価指数など）については、

      本一覧表の作成を省略しています（以下同様）。

    ＊　品目「国産材ひき角」、「国産材板」、「木材チップ」、「普通合板」の訂正は、外部データ

　　　（出所：農林水産省「木材価格統計調査」）の訂正によるものです。
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類　別 品　目 遡及開始期

石油・石炭製品 ナフサ 2009/01月
石油・石炭製品 Ｃ重油 2009/04月
石油・石炭製品 石炭コークス 2008/10月
窯業・土石製品 強化ガラス 2009/01月
窯業・土石製品 生石灰 2009/01月
鉄鋼 軌条 2009/04月
鉄鋼 一般形鋼 2009/04月
鉄鋼 鋼矢板 2009/04月
鉄鋼 線材 2009/04月
鉄鋼 厚中板 2009/04月
鉄鋼 熱延薄板 2009/04月
鉄鋼 熱延広幅帯鋼 2009/04月
鉄鋼 冷延薄板 2009/04月
鉄鋼 冷延広幅帯鋼 2009/01月
鉄鋼 冷延電気鋼帯 2009/04月
鉄鋼 溶融亜鉛めっき鋼板 2009/04月
鉄鋼 普通鋼鋼管 2009/04月
鉄鋼 機械構造用炭素鋼 2009/01月
鉄鋼 構造用合金鋼 2009/01月
鉄鋼 ばね鋼 2009/01月
鉄鋼 軸受鋼 2009/01月
鉄鋼 快削鋼 2009/01月
鉄鋼 ピアノ線材 2009/04月
鉄鋼 高抗張力鋼 2009/04月
鉄鋼 ステンレス鋼管 2009/05月
鉄鋼 鉄鋼切断品（厚中板） 2009/07月
鉄鋼 鍛造品 2009/06月
非鉄金属 鉛地金 2008/08月
非鉄金属 はんだ 2008/04月
非鉄金属 青銅鋳物 2009/05月
金属製品 ボルト 2009/04月
金属製品 アルミニウムサッシ 2008/04月
金属製品 配管工事用附属品 2009/04月
一般機器 自動車用内燃機関部品 2009/04月
一般機器 旋盤 2009/04月
一般機器 金属圧延用ロール 2009/04月
一般機器 玉軸受 2009/06月
一般機器 熱交換器 2009/06月
一般機器 印刷・製版機械 2008/08月
一般機器 カーエアコン 2009/04月
一般機器 ピストンリング 2009/04月
電気機器 電気冷蔵庫 2009/06月
電気機器 ルームエアコン 2009/06月
電気機器 電気洗濯機 2009/03月
電気機器 電気掃除機 2009/06月
電気機器 ＨＩＤランプ 2009/04月
電気機器 録画・再生装置 2009/05月
電気機器 充電発電機 2009/04月
電気機器 始動電動機 2009/04月
電気機器 点火プラグ 2009/04月
電気機器 ワイヤーハーネス 2009/04月
電気機器 車両用蓄電池 2009/04月
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類　別 品　目 遡及開始期

情報通信機器 カラーテレビ 2009/02月
情報通信機器 汎用コンピュータ・サーバ 2009/01月
情報通信機器 パーソナルコンピュータ 2008/05月
電子部品・デバイス 電子機器用抵抗器 2008/10月
電子部品・デバイス 水晶振動子 2009/07月
電子部品・デバイス 電子機器用コネクタ 2009/05月
電子部品・デバイス ディスプレイデバイス 2009/05月
電子部品・デバイス 発光ダイオード 2009/05月
電子部品・デバイス モス型メモリ集積回路 2008/04月
輸送用機器 駆動・伝導・操縦装置部品 2009/05月
輸送用機器 シャシー・車体構成部品 2008/04月
精密機器 はかり 2008/04月
その他工業製品 非金属製建具 2009/07月
その他工業製品 凸版印刷物 2008/10月
その他工業製品 平版印刷物 2008/10月
その他工業製品 おう版印刷物 2008/10月
その他工業製品 写真製版 2009/02月
その他工業製品 フォトマスク 2009/04月
その他工業製品 自動車タイヤ 2009/03月
その他工業製品 防振ゴム 2009/01月
その他工業製品 工業用スポンジ製品 2008/10月
その他工業製品 ファスナー・スナップ・針 2009/04月
農林水産物 杉丸太

＊ 2008/04月
農林水産物 ひのき丸太

＊ 2008/05月
農林水産物 から松・えぞ松・とど松丸太

＊ 2008/05月
電力・都市ガス・水道 大口都市ガス 2008/04月

    ＊　品目「杉丸太」、「ひのき丸太」、「から松・えぞ松・とど松丸太」の訂正は、外部データ

　　　（出所：農林水産省「木材価格統計調査」）の訂正によるものです。

＜輸出物価指数＞

類　別 品　目 遡及開始期

繊維品 アクリル短繊維 2009/04月
化学製品 か性ソーダ 2009/01月
化学製品 酸化チタン 2009/03月
化学製品 エチレン・プロピレン 2009/07月
化学製品 酢酸・酢酸ビニルモノマー 2008/07月
化学製品 テレフタル酸 2009/01月
化学製品 スチレンモノマー 2009/07月
化学製品 カプロラクタム 2008/10月
化学製品 パラキシレン 2008/04月
化学製品 エチレン酢酸ビニル樹脂 2009/05月
化学製品 腫瘍用薬 2009/01月
化学製品 写真感光材料 2009/04月
金属・同製品 冷延電気鋼帯 2009/06月
金属・同製品 溶融亜鉛めっき鋼板 2009/01月
金属・同製品 電気亜鉛めっき鋼板 2009/01月
金属・同製品 アルミニウム合金板・合金条 2009/02月
金属・同製品 アルミニウムはく 2009/06月
一般機器 航空機用原動機部品 2009/05月
一般機器 マシニングセンタ 2008/04月
一般機器 電動工具 2009/01月
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類　別 品　目 遡及開始期

一般機器 圧縮機 2009/04月
一般機器 油圧ポンプ 2008/04月
一般機器 建設機械 2008/04月
一般機器 フラットパネルディスプレイ製造装置 2008/11月
一般機器 複写機 2009/04月
電気・電子機器 録画・再生装置 2009/04月
電気・電子機器 Ｘ線装置 2009/03月
電気・電子機器 プロジェクタ 2009/04月
電気・電子機器 充電発電機 2009/04月
電気・電子機器 始動電動機 2009/04月
電気・電子機器 民生用電気機器 2009/02月
電気・電子機器 ディスプレイデバイス 2009/07月
電気・電子機器 集積回路 2008/08月
輸送用機器 航空機部品 2008/04月
その他産品・製品 プラスチックフィルム・シート 2009/05月
その他産品・製品 偏光板 2009/03月
その他産品・製品 自動車タイヤ 2009/03月
その他産品・製品 文具 2009/01月
その他産品・製品 ファスナー・スナップ・針 2009/04月

＜輸入物価指数＞

類　別 品　目 遡及開始期

食料品・飼料 塩かずのこ 2009/05月
繊維品 綿織物 2009/04月
繊維品 ポリエステル紡績糸織物 2009/04月
繊維品 シャツ 2009/07月
繊維品 ブラウス 2009/04月
繊維品 男子用スーツ類 2009/03月
金属・同製品 電線・ケーブル 2008/11月
金属・同製品 金属製台所・生活用品 2009/01月
木材・同製品 針葉樹チップ 2009/01月
木材・同製品 広葉樹チップ 2009/01月
石油・石炭・天然ガス Ｃ重油 2009/01月
化学製品 汎用プラスチック 2009/02月
一般機器 航空機用原動機部品 2009/01月
電気・電子機器 電気冷蔵庫 2009/04月
電気・電子機器 電気掃除機 2009/02月
電気・電子機器 録画・再生装置 2009/04月
電気・電子機器 デジタルカメラ 2008/04月
電気・電子機器 ファクシミリ 2009/04月
電気・電子機器 オーディオ 2009/06月
電気・電子機器 電子計算機本体 2008/12月
電気・電子機器 表示装置 2008/12月
電気・電子機器 モス型メモリ集積回路 2009/02月
輸送用機器 小型乗用車 2009/01月
輸送用機器 普通乗用車 2009/01月
精密機器 分析機器 2009/07月
その他産品・製品 新聞用紙 2008/06月
その他産品・製品 ミルクカートン用紙 2009/04月
その他産品・製品 自動車タイヤ 2009/03月
（注２）輸出物価指数、輸入物価指数の「遡及開始期」欄には、円ベース、契約通貨ベースのうち、

      より遡及時期が古い方の年月を表記しています。

以　　上
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