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商品群 品目 調査対象商品
紡織半製品 アクリル短繊維 アクリル短繊維（1.5d、3d）＜アジア向け＞
合繊長繊維糸 ナイロン長繊維糸 ナイロン長繊維糸（40d、840d）＜北米向け、欧州向け、アジア向け＞
天然繊維織物 綿織物 ピンポイントオックスフォード＜アジア向け＞

デニム生地＜北米向け、欧州向け＞

綿ブロード＜アジア向け＞

毛織物 紡毛服地（トロピカル）＜アジア向け＞

そ毛服地（ウーステッド）＜アジア向け＞

合繊織物 合繊織物 ナイロン長繊維織物＜北米向け、アジア向け＞

ポリエステル長繊維織物＜北米向け、欧州向け、中近東向け＞

その他の繊維品 不織布 衣料用＜アジア向け＞

家具用＜欧州向け＞

電気材料用＜アジア向け＞

フィルター用＜北米向け＞

商品群 品目 調査対象商品
無機化学工業製品 か性ソーダ オセアニア向け

酸化チタン ルチール型＜アジア向け＞

アナターゼ型＜アジア向け＞

二酸化けい素 高純度溶融シリカフィラー＜アジア向け＞

ホワイトカーボン＜アジア向け＞

石油化学系基礎製品 エチレン・プロピレン エチレン＜アジア向け＞

プロピレン＜アジア向け＞

酢酸・酢酸ビニルモノマー 酢酸＜アジア向け＞

酢酸ビニルモノマー＜アジア向け＞

塩化ビニルモノマー アジア向け

メチルメタクリレート アジア向け

環式中間物 テレフタル酸 高純度テレフタル酸＜アジア向け＞

スチレンモノマー アジア向け

トルイレンジイソシアネート T-80＜アジア向け、中近東向け＞
カプロラクタム アジア向け

フェノール・ビスフェノールＡ フェノール＜アジア向け＞

ビスフェノールA＜アジア向け＞
ジフェニルメタンジイソシアネート ピュアMDI＜アジア向け＞

ポリメリックMDI＜アジア向け＞
パラキシレン アジア向け

プラスチック フェノール樹脂 成形材料（自動車・タイヤ用、電子材料用）＜アジア向け＞

ポリエステル樹脂 PET樹脂（フィルム用）＜北米向け＞
PBT樹脂（繊維用）＜北米向け、アジア向け＞
液晶ポリマー＜アジア向け＞

ポリエチレン LLDPE＜アジア向け＞
LDPE＜アジア向け＞
HDPE＜アジア向け＞

ポリスチレン GPグレード＜アジア向け＞
HIグレード＜アジア向け＞

ＡＢＳ樹脂 一般グレード＜アジア向け＞

透明ABS樹脂＜アジア向け＞
ポリプロピレン ホモポリマー＜アジア向け＞

コポリマー＜アジア向け＞

塩化ビニル樹脂 塩化ビニル原末＜アジア向け＞

メタクリル樹脂 成形材料＜アジア向け＞

ポリビニルアルコール グラスペーパ＜欧州向け＞

糊剤＜アジア向け＞

ポリアミド樹脂 ナイロン6＜アジア向け＞
ナイロン66＜アジア向け＞

フッ素樹脂 PTFE＜アジア向け＞
PFA＜北米向け、欧州向け＞
FEP＜北米向け＞

エポキシ樹脂 原料用＜北米向け、アジア向け＞

電気用＜アジア向け＞

ポリカーボネート 一般グレード＜アジア向け＞

高品質グレード＜アジア向け＞

エチレン酢酸ビニル樹脂 接着剤用＜アジア向け＞

シリコーン シリコーンゴム＜アジア向け＞

シリコーンオイル＜アジア向け＞

エマルジョン＜アジア向け＞

＜　輸 出 物 価 指 数　＞
【　繊 維 品　】

【　化 学 製 品　】
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その他の有機化学工業製品 合成染料 欧州向け

アジア向け

合成ゴム NBR＜アジア向け＞
SBR＜アジア向け＞
EPR＜アジア向け＞
BR＜アジア向け＞

医薬品 ビタミン剤 欧州向け

アジア向け

抗生物質製剤 アジア向け

欧州向け

腫瘍用薬 アジア向け

欧州向け

診断用医薬品 アジア向け

欧州向け

その他の化学製品 界面活性剤 アジア向け

塗料 アジア向け

欧州向け

化粧品類 ローション＜アジア向け、欧州向け＞

コンディショナー＜アジア向け＞

化粧水＜北米向け、アジア向け＞

クリーム＜アジア向け＞

農薬 殺虫剤＜欧州向け、アジア向け、南米向け＞

除草剤＜アジア向け、南米向け＞

殺菌剤＜アジア向け＞

写真感光材料 写真フィルム（レントゲン用）＜北米向け、欧州向け＞

写真フィルム（製版用）＜アジア向け＞

写真フィルム（一般撮影用）＜アジア向け＞

製版用感光材料＜欧州向け＞

レンズ付きフィルム＜アジア向け＞

カラー印画紙＜アジア向け＞

印刷インキ アジア向け

北米向け

香料 香粧品用＜北米向け、アジア向け＞

食品用＜アジア向け＞

接着剤 アジア向け

欧州向け

染色用化学薬品 サイジング剤＜アジア向け＞

防縮加工剤＜アジア向け＞

溌水・溌油剤＜アジア向け＞

商品群 品目 調査対象商品
金属くず 鉄くず H2＜アジア向け＞
フェロアロイ フェロニッケル 高炭素＜アジア向け＞

普通鋼鋼材 形鋼 溝形鋼＜アジア向け＞

山形鋼＜アジア向け＞

H形鋼＜アジア向け＞
線材 普通鋼線材＜アジア向け＞

特殊鋼線材＜アジア向け＞

厚中板 厚板＜アジア向け＞

中板＜アジア向け＞

熱延広幅帯鋼 アジア向け

冷延広幅帯鋼 アジア向け

中近東向け

冷延電気鋼帯 無方向性＜アジア向け＞

ブリキ アジア向け

中近東向け

溶融亜鉛めっき鋼板 冷延＜アジア向け＞

電気亜鉛めっき鋼板 熱延＜アジア向け＞

冷延＜アジア向け＞

クロムめっき鋼板 アジア向け

普通鋼鋼管 溶接鋼管＜北米向け、アジア向け＞

継目無鋼管＜アジア向け、中近東向け＞

特殊鋼鋼材 構造用鋼 機械構造用炭素鋼＜アジア向け＞

クロムモリブデン鋼＜アジア向け＞

ばね鋼 シリコマンガン鋼＜アジア向け＞

ステンレス鋼板 SUS304＜アジア向け＞
SUS430＜アジア向け＞

ステンレス鋼管 継目無鋼管＜北米向け、アジア向け＞

その他の鉄鋼 磨棒鋼 普通鋼＜アジア向け＞

特殊鋼＜アジア向け＞

【　金 属 ・ 同 製 品　】
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地金 金地金
＊ 金地金

銅地金
＊ 銅地金

伸銅品 銅条 アジア向け

銅管 内面溝付銅管＜中近東向け＞

プレーンチューブ＜中近東向け＞

アルミニウム・ アルミニウム合金板・合金条 アルミニウム合金条（飲料缶用）＜中近東向け、アジア向け＞

同合金圧延品類 アルミニウム合金板＜アジア向け＞

アルミニウムはく アジア向け

線製品 ボルト・ナット ボルト＜北米向け＞

ナット＜北米向け＞

その他の金属製品 建具用取付具 ドアクローザ＜北米向け＞

ドア用鍵＜アジア向け＞

ガス・石油機器 石油ストーブ＜欧州向け、中近東向け＞

ガス給湯器＜北米向け＞

ガス温風暖房機＜北米向け＞

超硬チップ スローアウェイチップ＜北米向け、欧州向け＞

商品群 品目 調査対象商品
原動機・同部品 汎用ガソリン機関 汎用ガソリンエンジン＜北米向け、欧州向け、アジア向け＞

汎用ディーゼル機関 汎用ディーゼルエンジン＜北米向け、欧州向け＞

自動車用内燃機関・同部品 ディーゼルエンジン＜アジア向け＞

ロッカーアーム

ラジエーター＜欧州向け＞

オイルクーラー＜欧州向け＞

オイルフィルター

カムシャフト＜北米向け＞

シリンダーヘッド＜欧州向け＞

ピストン＜北米向け＞

舶用ディーゼル機関 北米向け

アジア向け

船外機 北米向け

航空機用原動機部品 北米向け

欧州向け

金属工作機械 旋盤 NC旋盤＜北米向け、欧州向け＞
研削盤 平面研削盤＜欧州向け、北米向け＞

内面研削盤＜北米向け＞

マシニングセンタ 立形＜欧州向け＞

横形＜北米向け＞

門形＜北米向け＞

放電加工機 ＮＣ放電加工機＜北米向け＞

細穴放電加工機＜北米向け＞

金属加工機械 プレス機械 北米向け

アジア向け

機械工具類 機械工具 ミーリングカッタ＜アジア向け、欧州向け＞

ドリル＜アジア向け、北米向け＞

エンドミル＜欧州向け＞

空気動工具 グラインダ＜北米向け、欧州向け＞

コンクリート・ブレーカー＜北米向け＞

ドライバ＜北米向け＞

パルスレンチ＜北米向け＞

電動工具 ハンマー＜アジア向け、欧州向け＞

ドリル

カンナ

風水力機械 ポンプ アジア向け

北米向け

圧縮機 アジア向け

中近東向け

油空圧機器 油圧ポンプ アジア向け

北米向け

油圧・空気圧バルブ 油圧バルブ＜アジア向け、北米向け＞

空気圧バルブ＜アジア向け、北米向け＞

産業用ロボット 産業用ロボット 北米向け

欧州向け

アジア向け

動力伝導装置 変速機 アジア向け

北米向け

歯車 アジア向け

北米向け

ローラチェーン 北米向け

平軸受 北米向け

欧州向け

【　一 般 機 器　】
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玉軸受 北米向け

欧州向け

アジア向け

ころ軸受 北米向け

欧州向け

その他の一般産業用機械 コンベヤ ポータブルベルトコンベヤ＜アジア向け＞

寿司コンベヤ＜オセアニア向け＞

農業用機械 農業用トラクタ 北米向け

欧州向け

建設機械 建設機械 油圧ショベル＜アジア向け、欧州向け＞

トラッククレーン＜北米向け、オセアニア向け＞

ラフテレン・クレーン＜中近東向け＞

ブルドーザー＜北米向け、欧州向け＞

繊維機械 ニット機械 欧州向け

アジア向け

工業用ミシン 北米向け

欧州向け

半導体・フラットパネル 半導体製造装置 ステッパ＜欧州向け＞

ディスプレイ製造装置 スキャナ＜欧州向け、アジア向け＞

ワイヤーボンダー＜アジア向け＞

ダイサー＜アジア向け＞

フラットパネルディスプレイ製造装置 エッチング・アッシング装置＜アジア向け＞

スパッタリング装置＜アジア向け＞

ボンダー＜アシア向け＞

その他の特殊産業用機械 印刷関連機械 オフセット印刷機＜北米向け、アジア向け＞

自動丁合機＜欧州向け＞

プラスチック加工機械 射出成形機＜北米向け、アジア向け＞

事務用機器 複写機 モノクロデジタル複合機＜北米向け、欧州向け＞

カラーデジタル複合機＜北米向け＞

冷凍機・同応用製品 冷凍機 欧州向け

アジア向け

業務用エアコン アジア向け

オセアニア向け

欧州向け

その他の一般機器 バルブ アジア向け

北米向け

包装・荷造機械 包装機＜北米向け、欧州向け、アジア向け＞

商品群 品目 調査対象商品
電球・配線・電気照明器具 電球 HIDランプ＜欧州向け、オセアニア向け＞

自動車用バルブ＜アジア向け、オセアニア向け＞

配線器具 スイッチ＜アジア向け＞

コンセント＜アジア向け＞

電気照明器具 シールドビームユニット＜中近東向け＞

自動車用照明器具＜オセアニア向け、北米向け＞

電子応用装置 録画・再生装置 DVDプレーヤー＜北米向け＞
ブルーレイディスクプレーヤー＜北米向け＞

ビデオカメラ・デジタルカメラ デジタルカメラ＜北米向け、欧州向け＞

デジタル一眼レフカメラ＜北米向け＞

ハードディスクビデオカメラ＜北米向け、欧州向け＞

業務用ビデオカメラ＜北米向け、欧州向け＞

Ｘ線装置 X線撮影装置＜北米向け＞
X線デジタルカメラ＜アジア向け＞
X線テレビシステム＜北米向け＞

医療用電子応用装置 超音波診断装置＜欧州向け＞

MRI装置＜北米向け＞
プロジェクタ ホームプロジェクタ＜北米向け＞

システムプロジェクタ＜北米向け＞

ポータブルプロジェクタ＜北米向け＞

液晶プロジェクター＜北米向け、欧州向け＞

電気計測器 電気測定器 デジタルオシロスコープ＜北米向け、欧州向け、アジア向け＞

光パルス試験機＜欧州向け＞

スペクトラム・アナライザ＜北米向け＞

アナログオシロスコープ＜アジア向け＞

デジタルパワーメーター＜欧州向け、北米向け＞

ハイブリットレコーダ＜欧州向け、北米向け＞

半導体・ＩＣ測定器 LSIテストシステム＜アジア向け＞
フッ酸濃度モニタ＜アジア向け＞

【　電 気 ・ 電 子 機 器　】
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工業計器 温度調節計＜アジア向け＞

光電センサ＜アジア向け＞

酸素濃度計＜北米向け、欧州向け＞

赤外線ガス分析計＜北米向け＞

プロセス用分析計＜欧州向け、北米向け、アジア向け＞

ハイブリット記録計＜アジア向け＞

電子式差圧伝送器＜欧州向け＞

導電率計＜欧州向け＞

医療用計測器 脳波計

心電計＜北米向け＞

全自動血球計数器

生体情報モニタ＜北米向け＞

電気計測器部品 測定セル＜欧州向け＞

リードリレー＜アジア向け＞

ポゴピン＜アジア向け＞

ハロゲンランプ＜欧州向け＞

その他の電気機器 電気溶接機 インバータ制御溶接機＜北米向け、アジア向け＞

充電発電機 自動車用オルタネータ－＜北米向け、欧州向け、アジア向け＞

始動電動機 自動車用スタータ＜北米向け、欧州向け、中近東向け＞

点火プラグ 自動車用点火プラグ＜北米向け、南米向け、欧州向け＞

民生用電気機器 電気冷蔵庫＜アジア向け＞

電気洗濯機＜中近東向け、アジア向け＞

住宅用エアコン＜欧州向け＞

電気掃除機＜中近東向け＞

電気炊飯器＜アジア向け＞

アイロン＜中近東向け＞

乾電池 アルカリ乾電池＜アジア向け＞

マンガン乾電池＜アジア向け＞

蓄電池 二輪車用バッテリー＜欧州向け＞

携帯電話用リチウムイオン電池＜北米向け＞

アルカリ蓄電池＜オセアニア向け＞

記録用テープ・ディスク ブルーレイディスク＜欧州向け、アジア向け＞

録画用磁気テープ＜北米向け、欧州向け＞

コンピューターテープ＜北米向け､欧州向け＞

シリコンウエハ ポリッシュドウエハ（300mm）＜アジア向け＞
エピタキシャルウエハ（300mm）＜アジア向け＞
アニールウェーハ（200mm）＜北米向け、アジア向け＞

通信機器 有線通信機器 テレビドアホン＜北米向け＞

ファクシミリ＜北米向け＞

インターホン＜北米向け＞

交換機（アナログ式、デジタル式）＜アジア向け、欧州向け＞

固定・移動通信装置 車載用無線＜北米向け＞

業務用無線＜北米向け＞

携帯型無線機＜北米向け＞

船舶用無線＜欧州向け＞

無線応用装置・カーナビゲーションシステム 船舶用レーダ＜北米向け、アジア向け＞

DVDナビゲーションシステム＜北米向け＞
HDDナビゲーションシステム＜北米向け＞

カラーテレビ プラズマテレビ（42インチ、50インチ、60インチ）＜アジア向け、欧州向け＞
液晶テレビ（32インチ）＜アジア向け＞

オーディオ CDプレーヤー＜北米向け、欧州向け＞
SACDプレーヤー＜アジア向け＞

カーオーディオ カーオーディオ

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＜北米向け＞

メインフレーム＜欧州向け＞

UNIXサーバ＜アジア向け＞
外部記憶装置 磁気ディスク装置＜北米向け、欧州向け、アジア向け＞

印刷装置 カラーレーザープリンタ＜北米向け、欧州向け、アジア向け＞

モノクロレーザープリンタ＜アジア向け＞

インパクトプリンタ＜米国向け＞

表示装置 液晶ディスプレイモニタ（21インチ、22インチ、24インチ）＜北米向け、欧州
向け＞

受動部品 電子機器用抵抗器 可変抵抗器＜アジア向け＞

固定抵抗器＜北米向け＞

電子機器用コンデンサ アルミニウム電解コンデンサ＜北米向け＞

セラミックコンデンサ＜北米向け、欧州向け＞

フィルムコンデンサ＜アジア向け＞

電子機器用変成器 エアコン用＜欧州向け＞

音響機器用＜アジア向け＞

水晶振動子 産業用＜アジア向け＞

携帯電話機用＜欧州向け＞

オーディオ機器用＜アジア向け＞

接続部品 電子機器用コネクタ 携帯電話、液晶パネル用＜北米向け＞

通信機器、カメラCCD用＜北米向け＞
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電子機器用スイッチ ライト・タッチスイッチ＜アジア向け＞

マグネチックスイッチ＜アジア向け＞

トグルスイッチ＜欧州向け、アジア向け＞

その他の電子部品 超小形電動機 DCモータ＜北米向け、欧州向け＞
インダクションモータ＜欧州向け＞

組立品 LED表示器用＜北米向け＞
通信機器用＜アジア向け、北米向け＞

電動工具用＜欧州向け＞

プリント配線板 ICパッケージ用＜北米向け＞
デジカメ用＜アジア向け＞

車載用＜欧州向け＞

メモリカード SDカード＜北米向け＞
XDカード＜北米向け、欧州向け＞

電子デバイス ディスプレイデバイス PDPモジュール＜北米向け＞
ブラウン管＜北米向け＞

液晶モジュール＜北米向け、アジア向け、欧州向け＞

チップ・イン・グラス＜アジア向け＞

ダイオード シリコンダイオード＜アジア向け＞

高速度スイッチングダイオード＜アジア向け＞

整流素子 シリコン整流素子＜アジア向け＞

トランジスタ アジア向け

北米向け

光電変換素子 発光ダイオード＜アジア向け＞

赤外発光素子＜アジア向け＞

フォトダイオード＜アジア向け、中近東向け＞

集積回路 MCU（8ビット、16ビット、32ビット）＜北米向け、欧州向け、アジア向け＞
バイポーラ型集積回路＜アジア向け＞

モス型ロジック集積回路＜アジア向け＞

混成（ハイブリッド型）集積回路＜北米向け、アジア向け＞

SRAM＜北米向け、欧州向け＞
CCDイメージセンサ＜アジア向け＞

【　輸 送 用 機 器　】
商品群 品目 調査対象商品

乗用車 小型乗用車 セダン＜北米向け、欧州向け＞

コンパクト＜北米向け、欧州向け、オセアニア向け＞

普通乗用車 セダン＜北米向け、欧州向け＞

SUV＜欧州向け＞
バス バス マイクロバス＜中近東向け、オセアニア向け＞　

大型バス＜アジア向け、中近東向け＞

トラック 小型トラック 2000ccクラス＜欧州向け、中近東向け＞
4000ccクラス＜北米向け＞

普通トラック 2000ccクラス＜中近東向け＞
4000ccクラス＜北米向け、オセアニア向け＞
7000ccクラス＜オセアニア向け、北米向け＞

二輪自動車 二輪自動車 中型＜中南米向け＞

大型＜北米向け、欧州向け＞

自動車部品 自動車部品 懸架・制動装置部品＜北米向け、南米向け＞

駆動・伝導・操縦装置部品＜北米向け、欧州向け、アジア向け、中近東向け＞

シャシー・車体構成部品＜北米向け、オセアニア向け、アジア向け＞　

航空機部品 航空機部品 北米向け

産業用運搬車両 フォークリフトトラック ガソリン式＜アジア向け、北米向け、オセアニア向け＞

ディーゼル式＜アジア向け、オセアニア向け＞

フォークリフトトラック部品 フィルターオイル＜北米向け＞

リヤランプ＜北米向け＞

ヘッドランプ＜北米向け＞

自転車部品 自転車部品 北米向け

欧州向け

アジア向け

【　精 密 機 器　】
商品群 品目 調査対象商品

計測機器 はかり 電子料金はかり＜北米向け＞

バックルームプリンター＜北米向け＞

上皿自動はかり＜北米向け＞

デジタルヘルスメーター＜北米向け＞

精密測定器 測定投影機＜北米向け＞

表面粗さ測定器＜北米向け、欧州向け＞
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分析機器 分光光度計＜アジア向け＞

円二色性分散計＜北米向け＞

フーリエ変換赤外分光光度計＜北米向け＞

紫外可視検出器＜北米向け＞

核磁気共鳴装置＜北米向け＞

蛍光Ｘ線分析装置＜アジア向け＞

カメラ関連機器 カメラ用交換レンズ 欧州向け

北米向け

写真装置・同関連器具 現像機＜北米向け＞

引伸機＜欧州向け＞

フィルムプロセサー＜北米向け＞

プリンタプロセサー＜北米向け＞

その他の光学機器 顕微鏡・双眼鏡 双眼鏡＜北米向け、欧州向け＞

顕微鏡＜北米向け＞

半眼鏡＜欧州向け＞

光学レンズ コピー用レンズ＜アジア向け＞

顕微鏡用対物レンズ＜欧州向け＞

眼鏡枠・レンズ プラスチック製眼鏡枠＜北米向け、アジア向け＞

メタル製眼鏡枠＜北米向け＞

コートレンズ＜北米向け、欧州向け＞

その他の精密機器 医療用機器 注射針＜アジア向け、欧州向け＞

ガイドワイヤー＜北米向け＞

人工透析器＜北米向け＞

血液バッグ＜北米向け＞

医療用内視鏡＜北米向け＞

時計 腕時計（アナログ式、デジタル式）＜北米向け、アジア向け､中近東向け＞

【　そ の 他 産 品 ・ 製品　】
商品群 品目 調査対象商品

古紙 古紙 ダンボール古紙＜アジア向け＞

新聞古紙＜アジア向け＞

紙 印刷用紙 上質紙＜アジア向け＞

コート紙＜アジア向け＞

エンボス紙＜アジア向け＞

プラスチック塗工紙 家具用塗装シート＜北米向け、アジア向け＞

ガラス・同製品 板ガラス 網入り磨き板ガラス＜北米向け、アジア向け＞

ガラス製加工素材 カメラ用ガラス素地＜アジア向け＞

液晶用バックライトチューブ＜アジア向け＞

ガラス繊維製品 グラスファイバーヤーン＜北米向け、アジア向け＞

チョップドストランド＜北米向け＞

その他の窯業・土石製品 セメント ポルトランドセメント＜アジア向け、オセアニア向け＞

耐火物 欧州向け

北米向け

アジア向け

研削と石 ビトリファイドと石＜アジア向け＞

アスファルトブレード＜北米向け＞

切断と石＜アジア向け＞

人造黒鉛電極 アジア向け

北米向け

プラスチック製品 プラスチック積層品 銅張積層板＜アジア向け＞

高Tgエポキシ多層材料＜アジア向け＞
プラスチックフィルム・シート 塩化ビニルフィルム＜アジア向け＞

ポリエステルフィルム＜欧州向け、アジア向け＞

PETフィルム＜アジア向け＞
ナイロンフィルム＜アジア向け＞

偏光板 液晶モニター用＜アジア向け＞

石油・石炭製品 軽油 アジア向け

オセアニア向け

Ｃ重油 バンカーC重油＜アジア向け＞
ハイサルファー＜アジア向け＞

グリース アジア向け

石炭コークス 製鉄用＜南米向け、北米向け＞

一般用＜アジア向け＞

ゴム製品 自動車タイヤ トラック用＜北米向け、オセアニア向け＞

小型トラック用＜オセアニア向け＞

乗用車用＜北米向け、オセアニア向け＞

特殊車輌用タイヤ 北米向け

欧州向け

ゴムベルト コンベアベルト＜オセアニア向け＞

高温耐熱ベルト＜北米向け＞

Vベルト＜北米向け＞
ゴムホース 自動車エアコン用＜アジア向け、欧州向け＞

液圧ブレーキ用＜アジア向け＞
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ゴム製パッキン 空気圧用パッキン＜アジア向け＞

自動車部品用パッキン＜アジア向け＞

Oリング＜アジア向け＞
Uパッキン＜アジア向け＞

音楽・娯楽・運動用品 楽器 グランドピアノ＜北米向け＞

アップライトピアノ＜北米向け＞

がん具 ぬいぐるみ＜アジア向け＞

ラジコンカー＜アジア向け＞

ゴルフ用具 ゴルフボール＜北米向け＞

ゴルフクラブ（ドライバー）＜アジア向け＞

その他の製品 文具 ボールペン＜北米向け＞

油性マジック＜アジア向け＞

シャープペンシル＜欧州向け＞

マーキングペン＜アジア向け＞

ファスナー・スナップ・針 金属製ファスナー＜アジア向け＞

樹脂製ファスナー＜アジア向け＞

縫針＜北米向け＞

スナップ＜アジア向け＞
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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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