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[ 繊維品 ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容

品 目

紡織半製品

アクリル短繊維 1.5d、中国向け

3d、極東(中国、台湾、香港)向け

合繊長繊維糸

ナイロン長繊維糸 70d、極東向け

30d、台湾向け

天然繊維織物

綿織物 綿100%、80番双糸×80番双糸、オックスフォード、極東向け

綿100%、50番単糸×50番単糸、晒、極東向け

綿100%、50番単糸×50番単糸、ポプリン、染、ホワイト、極東向け

化繊織物

人絹織物 シャーリー、30番単糸、68本×60本、極東向け

フジエットプリント、120d、30番単糸、香港向け

スフ織物 モスリン、プリント、30番単糸、68本×60本、極東向け

サテン、染め、30番単糸、レーヨン80%・ウール20%、ドイツ向け

合繊織物

合繊長繊維織物 ナイロン、タフタ、70d、染、極東向け

ナイロン、スパン・ライク・タフタ、70d×170d、香港向け

ポリエステル、スウェード、75d、染、極東向け

ポリエステル、タフタ、50d×75d、190本、生機、極東向け

ポリエステル、キャバジン、150d/双糸、染、極東向け

ポリエステル、マイクロファイバー、香港向け

ポリエステル紡績糸織物 ポリエステル65%・ビスコース35%、中近東向け

先染、45番単糸×45番単糸、単糸、ポリエステル65%・綿35%、極東向け

ニット生地

合繊ニット生地 ポリエステルフィラメント丸編、香港向け

その他の繊維品

プレスフェルト生地 羊毛長尺フェルト、厚さ3mm、白色、羊毛100%、極東向け

ハンマーフェルト、韓国向け

不織布 電気絶縁材、メキシコ向け

接着芯地、幅100cm、香港向け
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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

キシレン パラキシレン、東南アジア向け

パラキシレン、台湾向け

工業薬品

か性ソーダ 液体、豪州向け

酸化チタン ルチル型、インド向け

アナターゼ型、インドネシア向け

アナターゼ型、韓国向け

塩化ビニルモノマー 中国向け

アクリル酸エステル 東南アジア向け

テレフタル酸 高純度テレフタル酸、中国向け

高純度テレフタル酸、東南アジア向け

スチレンモノマー 中国・台湾向け

香港向け

トルイレンジイソシアネート T-80、東南アジア向け

香港向け

カプロラクタム ナイロン6原料用、韓国・台湾・中国向け

フェノール 東南アジア向け

台湾・中国向け

プラスチック

ポリエステル樹脂 飽和ポリエステル樹脂、東南アジア向け

ポリエチレン 低密度ポリエチレン、東南アジア向け

低密度ポリエチレン、香港向け

高密度ポリエチレン、東南アジア向け

高密度ポリエチレン、香港向け

ポリスチレン 一般用(GP)、香港・中国向け

耐衝撃性(HI)、香港・中国向け

ABS樹脂 ナチュラルペレット、香港・東南アジア向け

透明ABS樹脂、タイ向け

ポリプロピレン 東南アジア向け

香港向け

塩化ビニル樹脂 塩化ビニル原末、中国向け

塩化ビニル原末、香港向け

メタクリル樹脂 成形材料、台湾向け

ポリビニルアルコール ビニロン用以外の用途向け、東南アジア向け

糊剤、欧州向け

エポキシ樹脂 原料用、米国向け

原料用、韓国向け

ポリカーボネート スタンダード、香港向け

高品質、米国向け

ポリアセタール 香港向け

東南アジア向け

医薬品

循環器官用薬 高脂血症剤、韓国向け

血管拡張剤、米国向け

消化器官用薬 健胃消化剤、台湾向け

ビタミン剤 ビタミンB1剤、バルク、欧州向け

ビタミンB2剤、バルク、欧州向け

ビタミンC剤、バルク、欧州向け

腫瘍用薬 抗悪性腫瘍剤、韓国向け

抗癌性抗生物質、台湾向け
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[ 化学製品 ]

抗癌性抗生物質、米国向け

抗癌性抗生物質、欧州向け

抗生物質製剤 セフェム系薬剤、韓国向け

セフェム系薬剤、欧州向け

マクロライド系薬剤、欧州向け

アンフラ系薬剤、欧州向け

農薬

農薬 殺虫剤、原体、韓国向け

殺菌剤、中間体、韓国向け

殺菌剤、原体、韓国向け

除草剤、原体、米国向け

除草剤、原体、欧州向け

写真感光材料

写真フィルム 一般カメラ用、香港向け

レントゲン用、米国向け

印画紙 カラーペーパー

写真用化学薬品 カラーネガフィルム用、現像液、米国向け

ミニラボ用、香港向け

その他の化学製品

染料 分散染料、タイ・台湾・韓国向け

反応性染料、マレーシア向け

建染染料、マレーシア向け

塗料 エマルジョン塗料、中国向け

合成樹脂塗料、韓国向け

合成ゴム ブタジエンゴム、米国向け

スチレン・ブタジエンゴム、東南アジア向け

スチレン・ブタジエンゴム、油入り、東南アジア向け

界面活性剤 ナフタリン型、タイ向け

アルキルフェノール型、中国向け

印刷インキ 平板インキ、米国向け

枚葉インキ、香港向け

接着剤 ユリア樹脂系、シンガポール向け

ユリア樹脂系、中国向け
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[ 金属・同製品 ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容

品 目

普通鋼鋼材

形鋼 Ｈ形鋼 W.B.F. 12"(インチ)×12"×65Lbs/ft、東南アジア向け

Ｈ形鋼 16"×7"×36Lbs/ft、東南アジア向け

溝形鋼 300×100mm、東南アジア向け

溝形鋼 5×100×50mm超、東南アジア向け

等辺山形鋼 200×200×15mm、東南アジア向け

等辺山形鋼 6×75×75mm、東南アジア向け

線材 (JIS G 3506) 特殊線材 SWRH 72B、東南アジア向け

(JIS G 3506) 特殊線材 SWRH 82B、東南アジア向け

(JIS G 3506) 特殊線材 SWRH 62A、東南アジア向け

(AISI C 1080) CHQ タイヤコード用、米国向け

厚・中板 厚板 12mm×5'(フィート)×10'SS400、東南アジア向け

厚板 12mm、グレードA、造船用、韓国向け

厚板 15～20×2,000～2,500×4,000～5,000mm、東南アジア向け

厚板 12×1,500×3,000mm、東南アジア向け

中板 5×1,500×3,000mm、東南アジア向け

熱延広幅帯鋼 (JIS G 3131) SPHC 2.0mm×1,219mm×C、東南アジア向け

SPHC 0.121"～0.2509"×24"～72"×C、米国向け

SPHC 2mm以上×900～1,500mm、東南アジア向け

冷延広幅帯鋼 SPCC 1.0×1.75×750～1,250mm×C、中国向け

SPCC 0.028～0.063"×45～60"×C、米国向け

(JIS G 3141) SPCC-SD、1.0～1.75×1,067～1,250mm×C、東南アジア向け

冷延電気鋼帯 (JIS C 2553) けい素鋼板 方向性 M5 0.3mm×36"×C、東南アジア向け

(AISI S23) けい素鋼板 方向性、東南アジア向け

ブリキ 0.21mm/0.25Lbs(0.21×765×508mm)、東南アジア向け

0.25mm/0.25Lbs、中南米向け

0.23mm/0.25Lbs、米国向け

溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC-Z18 1.0×914×1,829mm、東南アジア向け

(JIS G 3302) SGCC-Z22 1.0×3'～4'×C、東南アジア向け

(ASTM LFQ G90) 0.019"×36"～48"×C、東南アジア向け

電気亜鉛めっき鋼板 SEHC 1.0×1,219mm×C、東南アジア向け

SECC 1.0×3'～4'×C、20/20、東南アジア向け

(JIS G 3315) SPTFS 0.21×850×850mm、東南アジア向けクロムめっき鋼板

SPTFS 0.18mm、米国向け

特殊配管用鋼管 溶接鋼管 UOEプレス鋼管 API 5L グレートB、米国向け

継目無鋼管 ASTM 106 4"、米国向け

継目無鋼管 ASTM 106 4"、非米地域向け

油井用鋼管 継目無鋼管油井用 ケーシング J-55 9-5/8"R-2、中国向け

継目無油井管 OD 9-5/8" API 5CT Nグレード、中近東地域向け

継目無油井管 OD 13-3/8" API 5CT Kグレード、中近東地域向け

特殊鋼鋼材

ばね鋼 シリコマンガン鋼 SUP6 平鋼、東南アジア向け

平鋼SUP6、東南アジア向け

ステンレス鋼板 AISI 430/2B 2.0mm×1m×2m、東南アジア向け

SUS 304/2B 2.0mm×1m×2m、台湾向け

SUS 304/2B finish 2.0mm×1m×2m、東南アジア向け

SUS 430/2B 2.0mm×1m×2m、台湾向け

ステンレス鋼管 継目無配管用ステンレス鋼管 ASTM A312 TP304、東南アジア向け

継目無ステンレス鋼管 NB2'×Sch40 TP304、米国向け

継目無ステンレス鋼管 NB2'×Sch40 TP304L、米国向け

その他の鉄鋼

磨棒鋼 SC(一般構造用)、東南アジア向け
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[ 金属・同製品 ]

鉛快削鋼 AISI 12L14<スポット物>、香港向け

鉛快削鋼 AISI 12L14<長期契約物>、シンガポール向け

地金

銅地金 電気銅、タイ向け

電気銅、台湾向け

チタン地金 チタニウムスポンジ、純分99.5%、米国向け

チタニウムスポンジ、純分99.5%以上、欧州向け

伸銅品

銅管 内面溝付銅管、0.3mm×9.52mm、東南アジア向け

内面溝付銅管、0.4mm×9.52mm、中国・台湾向け

内面溝付銅管、0.3mm×9.52mm、北米向け

黄銅条 0.4×305mmコイル

C2600(錫メッキ)、0.406×30mm

アルミニウム・同合金圧延品

アルミニウム合金板 0.3mm×1500mmコイル、中国向け

アルミ缶、BODY材、米国向け

アルミ缶、BODY材、東南アジア向け

アルミニウムはく 0.007mm

電線

銅荒引線 直径8mm

銅巻線 2種アミドイミド銅線

1種ポリエステル銅線

2種ポリエステルイミド銅線

線製品

ボルト・ナット ステンレス製ボルトなど

その他の金属製品

建具用取付具 玄関用円筒錠

ドアチェック

ドアロック

手持工具 ラチェットハンドル

モンキーレンチ

金属製管継手 亜鉛めっき製エルボ

カーボンスチール製エルボ

ガス・石油機器 対流型石油ストーブ
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[ 一般機器 ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容

品 目

原動機

汎用ガソリン機関 陸用ガソリンエンジン、3.8馬力

         〃         、3.5～5.0馬力

汎用ディーゼル機関 陸用ディーゼルエンジン、4.5馬力

          〃          、22馬力

舶用ディーゼル機関 ディーゼルエンジン、33馬力

         〃       、1400馬力

風水力機械

うず巻ポンプ 100mm、電動機直結型

水中ポンプ 50mm、汚水用水中ポンプ

圧縮機 スクリューコンプレッサ

ポータブルコンプレッサ

油圧ポンプ ギヤーポンプ

ベーンポンプ

金属工作機械

旋盤 NC旋盤

研削盤 NC研削盤

マシニングセンタ 立型

横型

門型

放電加工機 ワイヤカット

形彫

金属加工機械

プレス機械 ハイフレックスプレス

油圧プレス

機械工具類

機械工具 ドリル

シェービングカッター

エンドミル

ミーリングカッター

空気動工具 インパクトレンチ

アングルグラインダー

コンクリート・ブレーカー

電動工具 電気ドリル

電気マルノコ

電気カンナ

農業機械

農業用トラクタ 4輪駆動、17馬力

   〃  、20馬力

   〃  、23馬力

建設機械

建設用トラクタ スワンプドーザー

ストレートチルトドーザー

トラッククレーン 油圧式、吊上最大能力25t

  〃  、     〃     50t

掘さく機 油圧ショベル

ハイドローリックミニエキスカベーター

繊維機械

精紡機 960錘

480錘

ニット機械 横編機
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[ 一般機器 ]

靴下編機

工業用ミシン 高速1本針本縫ミシン

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

平軸受 オイルポンプブッシュ

変速機 固定比変速機

歯車 平歯車

ローラチェーン 一般産業用

その他の産業用機械

製材・木工機械 木工機械

印刷機械 オフセット印刷機

プラスチック加工機械 射出成形機

コンベヤ ポータブルベルトコンベヤ

荷造機械 自動梱包機

段ボールケーサ

事務用機器

電子卓上計算機 手帳型、8桁

  〃  、10桁

複写機 静電間接式

冷凍機・同応用製品

冷凍機 圧縮機

凝縮機

業務用エアコン パッケージ型

その他の一般機器

バルブ ゲートバルブ
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[ 電気機器 ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容

品 目

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、ノートブック型

メインフレーム

サーバ

外部記憶装置 磁気ディスク装置

入出力装置 ページプリンタ

スキャナー

その他の電子応用装置

Ｘ線装置 医療用X線装置、X線撮影システム

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、主装置のみ

業務用、主装置・子機セット

ファクシミリ レーザー式、普通紙記録

交換機 電子交換機、構内用

無線通信機器

固定・移動通信装置 車載用無線

業務用無線

無線応用装置 船舶用レーダー

民生用電子機器

カラーテレビ ブラウン管式テレビ

液晶テレビ

ビデオテープレコーダ VHS方式、据置型

ビデオディスクプレーヤ DVDプレーヤー

レーザーディスクプレーヤー

ビデオカメラ デジタルビデオカメラ

8ミリビデオカメラ

デジタルカメラ

オーディオ 据置MDプレーヤ

ステレオセット

ハイファイアンプ

スピーカーシステム

ポータブルCDプレーヤ

カーオーディオ カーステレオ

民生用電気機器

民生用電気機器 電子レンジ、オーブンレンジ

家庭用全自動洗濯機

家庭用冷凍冷蔵庫

受動部品

電子機器用抵抗器 固定抵抗器、ネットワーク固定抵抗器

可変抵抗器、半固定抵抗器

電子機器用コンデンサ アルミ電解コンデンサ

セラミックコンデンサ

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 同軸コネクター
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[ 電気機器 ]

丸型コネクター

角型コネクター

電子機器用スイッチ マグネチックスイッチ

トグルスイッチ

ロータリースイッチ

プリント配線板 リジット、多層配線板(14層)

リジット、多層配線板(8層)

リジット、両面配線板

変換部品

マイクロホン カラオケ用

通信機器用

超小形電動機 ハードディスク用

映像機器用

その他の電子部品

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、30分

8ミリ用テープ、120分

CD-R、74分

スイッチング電源 映像機器用

交換機用

テレビジョン・ビデオ用チューナ 電子同調チューナー、ビデオ用

電子同調チューナー、テレビ用

電子管

ブラウン管 カラーテレビ用(32インチ)

産業用機器用(17インチ)

表示管 蛍光表示管、オーディオ用

蛍光表示管、汎用品

半導体素子・集積回路

ダイオード シリコンダイオード

整流素子 シリコン整流素子

トランジスタ シリコン、高周波用

シリコン、低周波用

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

DRAM、64M

DRAM、128M

SRAM、1M

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 ノートパソコン用

内燃機関電装品

充電発電機 自動車用オルタネータ、普通自動車用

自動車用ジェネレータ、普通自動車用

始動電動機 自動車用スタータ、普通自動車用

点火プラグ 普通自動車用

電機計測器

電気計測機器 測定用記録装置

デジタルオシロスコープ

工業計器 電子式調節計

電子式差圧伝送器
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[ 電気機器 ]

電子式記録計

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 マンガン乾電池、単3形

蓄電池 12V、乗用車用

12V、トラック・バス用

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

その他の電気機器

電球 放電管

自動車用

配線器具 点滅器

電気照明器具 シールドビームユニット

ヘッドランプ

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

DRAM用
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[ 輸送用機器 ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容

品 目

乗用車

小型乗用車 ガソリン車、気筒容積1000cc

    〃    、   〃   1300cc

    〃    、   〃   1400cc

    〃    、   〃   1600cc

    〃    、   〃   1800cc

    〃    、   〃   2000cc

普通乗用車 ガソリン車、気筒容積2200cc

    〃    、   〃   3000cc

    〃    、   〃   3500ccなど

バス

バス 小型バス(乗車人数29人以下)

大型バス(乗車人数30人以上)

バスシャシー

トラック

小型トラック ディーゼル車、気筒容積2400cc、1t以下積み

     〃     、   〃   2700cc、2.5t積み

普通トラック ガソリン車、気筒容積3400cc、0.25t積み

ディーゼル車、気筒容積7100cc、4t積み

     〃     、   〃   6700cc、5t積み

二輪自動車

二輪自動車 気筒容積90cc

   〃   250cc

   〃   600cc

   〃   650cc

産業用運搬車両

フォークリフトトラック ガソリン車

ディーゼル車

自転車部品

自転車部品 後用外装変速機

内装変速機
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[ 精密機器 ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容

品 目

計測機器

はかり 電子上皿指示はかり

自動計量値付機

精密測定器 線径測定器

測定投影機

表面粗さ測定機

光分析装置 吸収分光分析装置

紫外可視分光光度計

カメラ・同関連機器

カメラ 35mm、一眼レフカメラ

カメラ用交換レンズ AFズームレンズ

望遠レンズ

広角レンズ

現像関連機器 プリンタープロセサー

フィルムプロセサー

引伸機

印画紙現像機

その他の光学機器

双眼鏡 架台付大型双眼鏡

手持ち双眼鏡

光学レンズ 顕微鏡用対物レンズ

OHP用レンズ

眼鏡枠・レンズ 視力補正用プラスチックレンズ

メタル製眼鏡枠

プラスチック製眼鏡枠

その他の精密機器

医療用機器 注射針

ガイドワイヤー

血液バック

注射筒

ランセット針

人工腎臓(ダイアライザー)

理化学機器 電子の比電荷測定装置

オーブン

時計 水晶発振式腕時計
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[ その他工業製品 ]

商 品 群 調 査 価 格 の 内 容

品 目

紙

上質印刷用紙 上質紙、香港向け

塗工印刷用紙 A2コート、香港向け

エンボス紙、香港向け

板紙 クラフトライナー外装用、マレーシア向け

クラフトライナー外装用、中国向け

コート白ボール、香港向け

ノーカーボン紙 3枚セット(トップシート、ミドルシート、ボトムシート)、オーストラリア向け

3枚セット(トップシート、ミドルシート、ボトムシート)、ドイツ向け

ガラス・同製品

板ガラス フロート板ガラス

網入り板ガラス

電球・電子管用ガラス 電球・電子管用チューブ

ガラス繊維 グラスファイバー(ロービング・ヤーン)

陶磁器・同製品

陶磁器製食器 ディナーセット

ディナープレート

その他の窯業・土石製品

セメント 普通ポルトランドセメント

耐火れんが 耐火物(SN、AG)

研削と石 ビトリファイド砥石

人造黒鉛電極 丸型

プラスチック製品

プラスチックフィルム PET樹脂製、東南アジア向け

PET樹脂製、欧州向け

ナイロン樹脂製、韓国向け

塩化ビニル樹脂製、香港向け

プラスチックシート 塩化ビニル樹脂製、米国向け

塩化ビニル樹脂製、欧州向け

家具

家具 ファイリングキャビネット

スチール椅子

折りたたみテーブル

ゴム製品

自動車タイヤ トラック・バス用

トラック用

乗用車用

ゴムベルト コンベアベルト

Vベルト

楽器

ピアノ グランドピアノ、88鍵

アップライトピアノ、88鍵

がん具

がん具 電車

ミニカー

家庭用ゲーム機

携帯ゲーム機

ゲームソフト

ロボット

その他の製品

石炭コークス 鋳物用
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[ その他工業製品 ]

高炉用

出版物 月刊誌

辞典

ガイドブック

筆記具 マーキングペン

ボールペン

シャープペンシル

ファスナー 樹脂製(ナイロン)

金属製(アルミ)

真珠製品 首飾り
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[ (参考)船舶  ]

調 査 価 格 の 内 容

(参考)船舶 ばら積船、2～5万トン未満

   〃   、5～7万トン未満

   〃   、7～15万トン未満

タンカー、6～13万トン未満

   〃   、13～20万トン未満

   〃   、20～28万トン未満

   〃   、28～30万トン未満

以　上


