
（参考２） 小売物価統計調査の概要 

 

 

 
動向編の概要： 

国民の消費生活上重要な商品の小売価格、サービス料金

及び家賃を全国的規模で調査することにより、月々の価格の

変化を明らかにし、消費者物価指数（CPI）その他物価に関す

る基礎資料を得る 

 

  

調査地域： （価格調査）全国 167 市町村 

（家賃調査）全国 167 市町村 

（宿泊料調査）全国約 100 市町村 

  

 

 

 

 

調査対象： 約 27,000 店舗・事業所（価格調査） 

 品目ごとに販売数量又は従業者規模等の大

きい店舗を選定 

 約 26,000 世帯（家賃調査） 

約 320 事業所（宿泊料調査） 

調査周期： 毎月 

調査事項： 小売価格、サービス料金、家賃 

（514 品目 715 銘柄） 

 家計の消費支出総額の 1 万分の 1 以上を目

安 

 

 

 

 

 
構造編の概要： 

近年の消費・流通構造の変化や利用者からのニーズ等を踏まえ、これまで全国物価統計調査にお

いて５年に一度調査していた地域別価格差、店舗形態別価格、銘柄別価格について、調査地域や調

査品目の大幅な重点化・スリム化、調査の毎年実施といった発展的な見直しを行い、平成 25 年１月か

ら調査開始 

 

 １ 地域別価格差調査 2 店舗形態別価格調査 3 銘柄別価格調査 

調査地域： 動向編（167 市町村）以外

の 88 市 

 

道府県庁所在市（東京

都区部を除く）の 46 市 

東京都区部 

 動向編の調査地域と合わ

せて、各都道府県の人口の

50%をカバーすることを目標

に、県内経済圏や人口を考

慮して選定 

動向編で調査対象となっ

ている県庁所在地を選定 

消費・流通の変化に最も

敏感である東京都区部

を選定 

調査対象： 約 1,400 店舗 約 1,000 店舗 約 15 店舗 
 動向編（価格調査）と同様 

 

店舗形態が価格に与える

影響を分析する観点から

動向編で調査していない

形態の店舗を選定 

動向編（価格調査）と 

同様 

調査周期： 隔月（奇数月） 隔月（偶数月） 隔月（偶数月） 

調査事項： 小売価格（56 品目 58 銘

柄） 

小売価格（9品目9銘柄） 小売価格（9 品目 9 銘

柄） 
 動向編の調査品目（514 品

目）から店舗や地域により価

格差が見られるもの、ウエイ

トの大きいもの等の条件を

満たす品目を選定 

店舗形態別の価格差が見

込める代表的な品目から

選定 

今後調査銘柄となりそう

な銘柄や、まとめ売りな

どの販売形態の異なる

銘柄が存在する品目か

ら選定 

集計公表： 1 及び 2 は動向編と構造編の調査結果を使用して集計 

 年平均を公表（年 1 回） 

 平成 25 年平均結果については平成 26 年度中を目途に公表する。 
 
 

動向編 構 造 編 



食料 45（47） 食料（続き）
穀類 6（7） 酒類 5（5）

1001 うるち米（コシヒカリ） 2003 清酒
1002 うるち米（コシヒカリ以外） 2011 焼ちゅう
1021 食パン 2021 ビール
1022 あんパン 2026 発泡酒
1023 カレーパン 2027 ビール風ｱﾙｺｰﾙ飲料
1041 干しうどん 家具・家事用品 6（6）
1051 即席めん 家事用消耗品 6（6）

魚介類 4（4） 4401 ラップ
1142 たらこ 4412 ティシュペーパー
1151 さつま揚げ 4413 トイレットペーパー
1152 ちくわ 4431 台所用洗剤
1153 かまぼこ 4441 洗濯用洗剤

肉類 5（6） 1153 かまぼこ
1201 牛肉（国産） 諸雑費 5（5）
1211 豚肉（ロース） 理美容用品 5（5）
1212 豚肉（もも肉） 9621 化粧石けん
1221 鶏肉 9623 歯磨き
1252 ハム 9624 ヘアコンディショナー
1261 ソーセージ 9626 ボディーソープ

乳卵類 3（3） 9631 整髪料
1303 牛乳
1333 ヨーグルト 合計 56（58）
1341 鶏卵

野菜・海藻 6（6）
1461 のり
1463 こんぶ
1473 納豆
1481 こんにゃく
1482 梅干し
1485 こんぶつくだ煮

油脂・調味料 5（5）
1601 食用油
1621 しょう油
1631 みそ
1632 砂糖
1643 マヨネーズ

菓子類 7（7）
1721 ビスケット
1732 あめ
1741 せんべい
1761 チョコレート
1782 アイスクリーム
1783 ポテトチップス
1784 ゼリー

調理食品 3（3）
1793 おにぎり
1811 サラダ
1821 コロッケ

飲料 1（1）
1921 インスタントコーヒー
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小売物価統計調査（構造編）地域別価格差調査の調査品目
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