
（１）基本分類指数

類別

品目

金融

銀行業務手数料（除為替） 代理業務手数料

証券業務手数料
証券委託手数料、証券引受手数料、
証券募集取扱手数料、信託報酬

リテール決済加盟店手数料
クレジットカード・デビットカード
加盟店手数料、電子マネー加盟店手
数料

取引所業務手数料 取引関連手数料

保険

建物（一般物件）

標準指数「店舗RC」「店舗S」
「住宅W」、都市別指数「事務
所SRC」「事務所S」「住宅W」
の各都市

建物（工場物件）
構造別平均指数「構造別平均
RC」、都市別指数「構造別平
均RC」の各都市

動産（一般物件＜商品＞）
財・サービス分類指数「財」
（全国）

総務省／消費者物価指数

動産（一般物件＜設備・什器＞）、
動産（工場物件＜動産＞）

国内企業物価指数の各指数
輸入物価指数の各指数

日本銀行／企業物価指数

海上保険（繊維品）
輸入物価指数・類別「繊維
品」

海上保険（鉄鉱石）
輸入物価指数・商品群「鉄鉱
石」

海上保険（石炭）
輸入物価指数・商品群「石
炭」

海上保険（化学製品）
輸入物価指数・類別「化学製
品」

海上保険（電気機器）
輸入物価指数・小類別「電気
機器」

海上保険（機械器具）
輸入物価指数・品目「時計」
「デジタルカメラ・ビデオカ
メラ」の加重平均指数

海上保険（機械部品）

輸入物価指数・類別「はん
用・生産用・業務用機器」
「電気・電子機器」「輸送用
機器」の加重平均指数

海上保険（食料品）

輸入物価指数・類別「飲食料
品・食料用農水産物」から商
品群「たばこ」「飼料」を控
除した加重平均指数

海上保険（一般機械）
輸入物価指数・類別「はん
用・生産用・業務用機器」

海上保険（輸入品全般） 輸入物価指数「総平均」

陸上運送保険（電気製品）

国内企業物価指数・輸出物価
指数・輸入物価指数「電気機
器」「情報通信機器」の加重
平均指数

陸上運送保険（一般雑貨）、陸上運
送保険（一般貨物）

国内企業物価指数「総平均」
輸入物価指数「総平均」

船舶保険（外航貨物船）、船舶保険
（内航貨物船）

外航船舶の新造船船価の合成
値、外航船舶の新造船・中古
船船価の合成値（円換算ベー
ス）

マリンネット（株）／バルカー
マーケットReview

信用保証 信用保証料
基本分類指数「生鮮食品を除
く総合（季節調整済）」（全
国）

総務省／消費者物価指数

料率型調査において使用している価格指数一覧（2022年8月時点）

対象商品・サービス 指標名称 出　所

基本分類指数「生鮮食品を除
く総合（季節調整済）」（全
国）

総務省／消費者物価指数

火災保険

（一財）建設物価調査会／建築
費指数

海上・運送保険

日本銀行／企業物価指数



（１）基本分類指数（続）

類別

品目

不動産仲介・管理

不動産仲介（売買） 商業用不動産総合、全国
国土交通省／不動産価格指数
（商業用不動産）

地域別（札幌、仙台、東京、
横浜、名古屋、大阪、福岡）
平均賃料の加重平均

三鬼商事（株）／オフィスマー
ケットデータ

首都圏
（株）東京カンテイ／分譲マン
ション賃料

全用途平均、全国
（一財）日本不動産研究所
／市街地価格指数

不動産管理（オフィスビル）
小類別「事務所賃貸」（品質
劣化率反映前）

不動産管理（商業施設） 品目「店舗賃貸」

不動産管理（倉庫） 品目「倉庫賃貸」

不動産管理（駐車場） 品目「駐車場賃貸」

不動産管理（居住用物件）
首都圏総合（既存マンショ
ン）

（一財）日本不動産研究所
／不動研住宅価格指数

インターネット附随サービス

基本分類指数・小分類「自動
車」（全国）

基本分類指数・小分類「自転
車」（全国）

基本分類指数・品目「自動車
タイヤ」（全国）

基本分類指数・品目「自動車
バッテリー」（全国）

基本分類指数・品目「カーナ
ビゲーション」（全国）

基本分類指数・中分類「衣
料」（全国）

基本分類指数・中分類「シャ
ツ・セーター・下着類」（全
国）

基本分類指数・中分類「履物
類」（全国）

基本分類指数・中分類「他の
被服」（全国）

基本分類指数・小分類「家事
用耐久財」（全国）

基本分類指数・小分類「冷暖
房用器具」（全国）

基本分類指数・品目「テレ
ビ」（全国）

基本分類指数・品目「ビデオ
レコーダー」（全国）

基本分類指数・品目「パソコ
ン（デスクトップ型）」（全
国）

基本分類指数・品目「パソコ
ン（ノート型）」（全国）

基本分類指数・品目「タブ
レット端末」（全国）

基本分類指数・品目「プリン
タ」（全国）

基本分類指数・品目「カメ
ラ」（全国）

基本分類指数・小分類「運動
用具類」（全国）

対象商品・サービス 指標名称 出　所

不動産仲介・管理

不動産仲介（賃貸）

日本銀行／企業向けサービス価
格指数

ポータルサイト・サーバ運営
ポータルサイト（ショッピング・
オークションサイト）

総務省／消費者物価指数



（１）基本分類指数（続）

類別

品目

インターネット附随サービス

基本分類指数・小分類「玩
具」（全国）

基本分類指数・小分類「腕時
計・指輪」（全国）

基本分類指数・品目「ピア
ノ」（全国）

基本分類指数・小分類「パッ
ク旅行費」（全国）

基本分類指数・小分類「入
場・観覧・ゲーム代」（全
国）

ポータルサイト・サーバ運営
基本分類指数・小分類「一般
家具」（全国）

基本分類指数・中分類「室内
装備品」（全国）

基本分類指数・中分類「寝具
類」（全国）

ポータルサイト（宿泊予約サイト）
基本分類指数・小分類「宿泊
料」（全国）

ポータルサイト（ふるさと納税サイ
ト）

基本分類指数「生鮮食品を除
く総合（季節調整済）」（全
国）

インターネット利用サポート 課金・決済代行手数料
基本分類指数「生鮮食品を除
く総合（季節調整済）」（全
国）

リース

印刷機械
国内企業物価指数・品目「印
刷関連機械」

プラスチック製造機械
国内企業物価指数・品目「プ
ラスチック加工機械」

包装・荷造機械
国内企業物価指数・品目「包
装・荷造機械」

半導体製造装置
国内企業物価指数・商品群
「半導体製造装置」

製造設備（全般）、産業機械（全
般）

国内企業物価指数・類別「生
産用機器」

旋盤、フライス盤
国内企業物価指数・品目「旋
盤」

マシニングセンタ
国内企業物価指数・品目「マ
シニングセンタ」

工作機械（全般）

国内企業物価指数・商品群
「金属工作機械」「金属加工
機械」「機械工具」の加重平
均指数

超音波診断装置、Ｘ線装置
国内企業物価指数・品目「Ｘ
線装置・医療用電子応用装
置」

医療機器（全般）
国内企業物価指数・商品群
「電子応用装置」

自動販売機
国内企業物価指数・品目「自
動販売機」

洗車機
国内企業物価指数・品目「自
動車整備・サービス機器」

業務用調理機器

国内企業物価指数・品目「電
気がま」「電気冷蔵庫」
「クッキングヒーター」の加
重平均指数

冷凍・冷蔵用ショーケース
国内企業物価指数・品目「冷
凍・冷蔵用ショーケース」

業務用エアコン
国内企業物価指数・品目「業
務用エアコン」

陳列棚、商業・サービス業用機械設
備（全般）

国内企業物価指数・品目「事
務所用・店舗用装備品」

対象商品・サービス 指標名称 出　所

ポータルサイト（ショッピング・
オークションサイト）

総務省／消費者物価指数

産業機械リース

日本銀行／企業物価指数

工作機械リース

医療用機器リース

商業・サービス業用機械設備リー
ス



（１）基本分類指数（続）

類別

品目

リース

電話交換機、電話機、ファクシミ
リ、ネットワーク機器

国内企業物価指数・商品群
「有線電気通信機器」

通信機器（全般）

国内企業物価指数・商品群
「有線電気通信機器」「無線
電気通信機器」「その他の電
気通信機器」の加重平均指数

土木・建設機械リース 掘削機械（油圧ショベルなど）
国内企業物価指数・品目「掘
さく機」

パーソナルコンピュータ、サーバ、
電子計算機本体（全般）

国内企業物価指数・商品群
「パーソナルコンピュータ」

プリンタ
国内企業物価指数・品目「印
刷装置」

事務用機器リース 複写機
国内企業物価指数・類別「業
務用機器」

職業紹介・労働者派遣サービス

専門的・技術的職業（製造) 産業大分類「製造業」

専門的・技術的職業（建設) 産業大分類「建設業」

専門的・技術的職業（情報通信) 産業大分類「情報通信業」

専門的・技術的職業（医師、看護
師）

特掲産業「病院」

専門的・技術的職業（社会福祉）
産業中分類「社会保険・社会
福祉・介護事業」

専門的・技術的職業（金融)
産業大分類「金融業，保険
業」

事務的職業、販売の職業 調査産業計

マネキン
産業大分類「卸売業，小売
業」

その他諸サービス

給食サービス 飲食店運営サービスの受託料金
基本分類指数・小分類「一般
外食」（全国）

総務省／消費者物価指数

（２）卸売サービス価格指数

繊維・衣服等卸売 繊維・衣服等
国内企業物価指数の各指数
輸入物価指数の各指数

日本銀行／企業物価指数

農産物類別価格指数の各指数 農林水産省／農業物価指数

貿易指数表の価格指数の各指
数

財務省／貿易統計

産地水産物流通調査「月別品
目別上場水揚量・価格」の各
指数

水産庁／水産物流通調査

貿易指数表の価格指数の各指
数

財務省／貿易統計

上記以外
国内企業物価指数の各指数
輸入物価指数の各指数

日本銀行／企業物価指数

建築材料、鉱物・金属材料等卸売 建築材料、鉱物・金属材料等
国内企業物価指数の各指数
輸入物価指数の各指数

日本銀行／企業物価指数

機械器具
国内企業物価指数の各指数
輸入物価指数の各指数

日本銀行／企業物価指数

たばこ
国内企業物価指数の各指数
輸入物価指数の各指数

日本銀行／企業物価指数

上記以外

国内企業物価指数の各指数
輸入物価指数の各指数
企業向けサービス価格指数の
各指数

日本銀行／企業物価指数、企業
向けサービス価格指数

対象商品・サービス 指標名称 出　所

通信機器リース

日本銀行／企業物価指数

電子計算機・同関連機器リース

職業紹介サービス 厚生労働省／毎月勤労統計調査

項目 対象商品・サービス 指標名称 出　所

飲食料品卸売

機械器具卸売

その他の卸売

青果

水産物



（３）輸出サービス価格指数

米国産製品

「Motor vehicle
manufacturing」
「Motor vehicle parts
manufacturing」
「Other transportation
equipment manufacturing」
「Aerospace product and
parts manufacturing」

Bureau of Labor Statistics／
Producer Price Index

カナダ産製品
「Motor vehicle parts
manufacturing」

Statistics Canada／Industrial
Product Price Index

英国産製品 「Motor vehicles」
Office for National
Statistics/Producer Price
Index

メキシコ産製品

「Motor vehicle
manufacturing」
「Motor vehicle parts
manufacturing」

National Institute of
Statistics and Geography／
Producer Price Index

中国産製品
「Means of Production」
「Consumer Goods」

National Bureau of Statistics
of China／Producer Price
Indices

インド産製品

「Manufacture of motor
vehicles」
「Manufacture of parts and
accessories for motor
vehicles」

Office of the Economic
Adviser／Wholesale Price
Index

タイ産製品
「Motor vehicles, parts and
accessories」

Bureau of Trade and Economic
indices Ministry of Commerce
Thailand／Producer Price
Index

インドネシア産製品
「Transportation
equipments」

Statistics Indonesia／
Producer Price Indices

指標名称 出　所

知的財産ライセンス（輸送用機器）

項目 対象商品・サービス



（３）輸出サービス価格指数（続）

米国産製品

「Pharmaceutical and
medicine manufacturing」
「Rubber product
manufacturing」
「Plastics product
manufacturing」
「Electric lighting
equipment manufacturing」
「Other chemical product
and preparation
manufacturing」
「Clay product and
refractory manufacturing」

Bureau of Labor Statistics／
Producer Price Index

カナダ産製品
「Pharmaceutical and
medicine manufacturing」

Statistics Canada／Industrial
Product Price Index

英国産製品
「Pharmaceutical
preparations」

Office for National
Statistics/Producer Price
Index

ドイツ産製品

「Manufacture of
pharmaceutical
preparations」
「Manufacture of paints,
varnishes and similar
coatings, printing ink and
mastics」

Eurostat／Producer Prices in
Industry, Domestic Market

フランス産製品

「Manufacture of paints,
varnishes and similar
coatings, printing ink and
mastics」

Eurostat／Producer Prices in
Industry, Domestic Market

イタリア産製品
「Manufacture of general-
purpose machinery」

Italian National Institute of
Statistics/Industrial
producer prices index

ベルギー産製品
「Manufacture of computer,
electronic and optical
products」

Eurostat／Producer Prices in
Industry, Domestic Market

スペイン産製品
「Manufacture of
pharmaceutical
preparations」

Eurostat／Producer Prices in
Industry, Domestic Market

オランダ産製品

「Manufacture of basic
pharmaceutical products and
pharmaceutical
preparations」

Eurostat／Producer Prices in
Industry, Domestic Market

中国産製品
「Means of Production」
「Consumer Goods」

National Bureau of Statistics
of China／Producer Price
Indices

台湾産製品 「Electrical equipment」

Directorate General of
Budget, Accounting and
Statistics／Wholesale Price
Indices

韓国産製品

「Synthetic resins &
synthetic rubber」
「General purpose
machinery」

Bank of Korea／Producer Price
Index

マレーシア産製品
「Manufacture of rubber and
plastic products」

Department of Statistics
Malaysia／Producer Price
Index Local Production

タイ産製品 「Machinery and equipment」

Bureau of Trade and Economic
indices Ministry of Commerce
Thailand／Producer Price
Index

（４）輸入サービス価格指数

日本産製品

国内企業物価指数・商品群
「熱硬化性樹脂」「ポンプ・
圧縮機」「医療用機械器具」
「集積回路」「電気計測器」
「自動車部品」
小類別「医薬品」「通信・映
像・音響機器」

日本銀行／企業物価指数

米国産製品
「Pharmaceutical and
medicine manufacturing」

Bureau of Labor Statistics／
Producer Price Index

知的財産ライセンス
（除輸送用機器）

知的財産ライセンス

項目 対象商品・サービス 指標名称 出　所

項目 対象商品・サービス 指標名称 出　所


