
CGPI類別 国内企業物価指数品目 EPI類別 輸出物価指数品目 IPI類別 輸入物価指数品目

加工食品
豆菓子　中華まんじゅう　ドリンク剤　即席みそ汁
発泡酒

食料品・飼料 オリーブ油　香辛料

繊維品 毛織物 繊維品
合繊紡績糸　作業衣　スカーフ・マフラー　不織布
カーテン

木材・同製品
北洋材製材　欧州材製材　集成材　割り箸　木製
家具部分品

パルプ・紙・同製
品

家庭用薄葉紙

化学製品

硝酸　酸化第二鉄　炭酸ガス　酢酸エチル　メチル
エチルケトン  アクリル酸エステル　パラキシレン
ビスフェノールA　ポリアミド樹脂　フッ素樹脂　石
油樹脂　抗パーキンソン剤　泌尿生殖器官・肛門
用薬　人口透析用薬　糖尿病用剤　化学療法剤
高級アルコール　ハンドソープ・ボディソープ　アイ
シャドウ  マスカラ　マニュキュア　製版用感光材
料　漂白剤

化学製品

エチレン・プロピレン　二酸化けい素　酸化第二鉄
酢酸・酢酸ビニルモノマー　メチルメタクリレート
ジフェニルメタンジイソシアネート  エチレン酢酸ビ
ニル樹脂　フッ素樹脂　ポリアミド樹脂　フェノール
樹脂　シリコーン　眼科用剤　診断用医薬品　香料
化粧品  潤滑剤  研磨剤  染色用化学薬品

化学製品

有機ゴム薬品・カーボンブラック　眼科用剤  呼吸
器官用薬　消化器官用薬  腫瘍用薬　化学療法剤
診断用医薬品　農薬  香水・オーデコロン  化粧品
ヘアケア用品　界面活性剤　接着剤　高級アル
コール

プラスチック製品 再生プラスチック成形材料

窯業・土石製品 炭素・黒鉛製品 　 　　

鉄鋼 針金  

金属製品 フレキシブルチューブ 金属・同製品  鉄くず　フェロニッケル　銅条　超硬チップ 金属・同製品 ステンレス鋼板　　

一般機械
自動車用内燃機関部品　耐しょく性ポンプ  家庭用
電気ポンプ　ワイヤーフォｰミングマシーン  半導
体製造装置　娯楽機器

一般機器
自動車用内燃機関・同部品  舶用ガソリン機関
航空機用原動機部品  産業用ロボット　半導体製
造装置　製本機械

電気機器
プログラマブルコントローラ　携帯情報端末　食器
洗い・乾燥機　永久磁石

電気機器 電気計測器部品　

精密機器 公害計測器　写真装置・同関連器具

輸送用機器
自動車部品　フォークリフトトラック部品　航空機部
品

その他工業製品
ペットフード　窓・扉用日よけ　非日刊新聞　おう版
印刷物  特殊印刷物　ゲーム用ソフトウェア　印
章・印肉類　線香・香　真珠製品

その他工業製品
プラスチック塗工紙　ゴム製パッキン・ガスケット
ゴルフ用具

その他産品・製品
真珠　繊維板　ミルクカートン用紙　ガラス繊維  金
属製家具

農林水産物 塩かずのこ　いくら　から松丸太 　　 　　

鉱産物 切石 　

機械器具

自動車用内燃機関部品　航空機用原動機部品　X
線装置　ビデオカメラ・デジタルカメラ　液晶デバイ
ス  医療用計測器　　二輪自動車　自動車部品
航空機部品

平成12年基準企業物価指数の新規・改廃品目への対応状況

Ｉ  新規品目（135品目採用）



廃止品目 代替する品目 廃止品目 代替する品目 廃止品目 代替する品目

加工食品

馬鈴しょでん粉  そば粉　米粉

ラード　　ハンバーグ　練乳　ブラ

ンデー

コーンスターチ  小麦粉  食用油

脂  ハム  ソーセージ  ベーコン

焼豚  リキュール

　 食料品・飼料 筋子  ビール　たばこ　脱脂粉乳
水産物   ビール（輸入品）（CPI）

たばこ（輸入品）（CPI）　粉乳

繊維製品

アセテート糸　人絹織物  スフ織

物　タイツ　織物製帽子　プレス

フェルト生地  モケット　生糸

合繊糸  合繊紡績糸織物  パン

ティストッキング  その他の衣類

不職布  その他の繊維製品  天然

繊維糸

繊維品
人絹織物　スフ織物　合繊ニット生

地
合繊織物  合繊ニット生地 繊維品 絹織物　スポーツウェア 絹織物（CGPI）　トレーナー

木材・同製品
米もみ丸太　スプルース丸太　米

つが丸太
丸太

パルプ・紙・同

製品
ノート 事務用・学用紙製品

化学製品
解毒強肝剤  酵素製剤  油性塗

料  写真用化学薬品

医家向け医薬品  界面活性剤

石けん・洗剤  写真感光材料
化学製品 写真用化学薬品 写真感光材料 化学製品 アルキルベンゼン　アジピン酸 有機工業薬品

プラスチック製

品

プラスチック化粧板  プラスチック

ボタン  プラスチック製かばん

プラスチック板  プラスチック製日

用品

窯業・土石製品
厚型スレート  陶磁器製置物　研

磨布紙

その他のセメント製品  家庭用陶

磁器  研磨材

鉄鋼 フェロマンガン  PC鋼線
フェロアロイ  ステンレス綱線  冷

間圧造用炭素鋼線

金属製品
スチールサッシ  王冠　金属熱処

理品
スチールドア  なべ  金属製品 金属・同製品

黄銅条  銅荒引線　銅巻線  プラス

チック被覆銅線  金属製管継手

伸銅品  銅荒引線（CGPI）　銅巻

線（CGPI）　プラスチック被覆銅線

（CGPI）　金属製管継手（CGPI）

一般機械

エスカレータ   建設用トラクタ　ト

ラッククレーン  アスファルト舗装

機械　ニット機械  工業用ミシン

運搬機械  建設機械  ラフテレン

クレーン  コンクリート機械  工業

用ミシン（EPI）

一般機器

電気機器

ピデオディスクプレーヤ　　衣類乾

燥機  電気アイロン  電気こたつ

電気カーペット　サイリスタ　アマ

チュア用通信装置

録画再生装置  ジャーポット  電

気温水洗浄便座  食器洗い・乾燥

機  電気アイロン(CPI)  電気こた

つ(CPI)　電気カーペット(CPI)

サーミスタ  光電変換素子  無線

応用装置

電気機器 ビデオディスクプレーヤ 録画再生装置

その他工業製

品

写真製版　ゴム引布　革手袋　畳

表

特殊印刷物  その他のゴム製品

畳・畳床

その他工業製

品
ノーカーボン紙 塗工印刷用紙

その他産品・製

品
石材  溶解サルファイトパルプ

その他の非金属鉱物  製紙クラフ

トパルプ

農林水産物
干しいたけ するめ　わかめ　なら

丸太　ぶな丸太　パルプ材

その他の農産物  塩干魚介類

海藻類   丸太
生鮮食品

キウイフルーツ  冷凍めぬけ　冷凍

ぎんだら  うなぎ

果実類  冷凍まぐろ  冷凍さけ・ま

す  冷凍えび  冷凍いか  冷凍た

こ  冷凍かに  魚介類

鉱産物 一般炭  花こう岩 石炭製品  砕石  切石

船舶 船舶 単価指数を作成

国内企業物価指数品目 輸出物価指数品目

※  廃止品目のうち、以前から採用していなかった品目については計上していない。

  １．代替品目を対応させるもの(86品目)

ＩＩ 廃止品目

IPI類別

機械器具 ボタン電話装置 ボタン電話装置（CGPI）

輸入物価指数品目
CGPI類別 EPI類別



国内企業物価指数品目 輸出物価指数品目 輸入物価指数品目
廃止品目 廃止品目 廃止品目

加工食品 こんにゃく粉 食料品・飼料 羊肉

繊維製品 スフ糸　ネクタイ 繊維品 プレスフェルト生地 繊維品 そ毛用羊毛　紡毛用羊毛

金属・同製品 チタン鉱

パルプ・紙・同製品 建材原紙

化学製品 亜鉛華　りん酸　無水フタル酸 化学製品
エチレングリコール　酢酸ビニルモノマー
スチレンモノマー

窯業・土石製品 消石灰

石油・石炭・天然ガ
ス

無煙炭

非鉄金属 アルミニウム裸線

金属製品 座金

一般機械
フライス盤　整地機械　化学繊維機械
精紡機　織機　電子卓上計算機  ワード
プロセッサ

一般機器 精紡機　電子卓上計算機

電気機器 ポケットベル

農林水産物 牛・豚皮

     これらの品目については、分割後の品目、統合後の品目、拡充後の品目をすべて採用している。

 

ＩＩＩ  分割品目・統合品目・拡充品目

  ２．  代替品目を対応させないもの（30品目）

EPI類別 IPI類別CGPI類別




