
利用データ「SRI」から「SRI+」への主な変更点 

2021 年 8 月 30 日週データより指標算出の利用データを「SRI」から「SRI+」へ変更しており、主な変更点は以下の通りです。 

              

また、公開品目についても、以下の通りに変更しております。（赤字が「SRI」から増えたもの） 

      

米 その他食用油 その他食品 ウイスキー 除湿剤 ろうそく 催眠鎮静剤

米飯類 バター チョコレート ワイン ラッピングフィルム 接着剤 眠気防止剤

食パン マーガリン類 キャラメル 日本酒 アルミホイル 粘着テ－プ その他神経呼吸器官

菓子パン・調理パン チーズ キャンディ 焼酎 食品包装用品 園芸用品 胃腸薬

シリアル類 ジャム・ママレード チューインガム 低アルコール アルミガスマット 文具 整腸薬

袋麺 その他スプレッド類 ﾋﾞｽｹｯﾄ&ｸﾗｯｶｰ たばこ 食品保存容器 クレンジング 便秘薬

ｶｯﾌﾟ麺 海苔 スナック 歯ブラシ フ－ドカップ 洗顔クリーム 痔疾用剤

乾麺 ふりかけ 煎餅・あられ 電動歯ブラシ ティッシュペーパー コールド＆マッサージ 浣腸剤

生麺・ゆで麺 お茶漬けの素 玩具ﾒｰｶｰ菓子 歯磨き トイレットペーパー 化粧水 その他消化器官系薬

スパゲッティー まぜご飯の素 栄養バランス食品 マウスウォッシュ ペーパータオル 乳液 外用鎮痛消炎剤

マカロニ類 その他合わせ調味料 その他菓子 義歯用剤 ぬれティッシュ 栄養クリーム 皮膚用薬

その他麺 カレー アイスクリーム その他口中衛生用品 使い捨て紙ｸﾘｰﾅｰ パック 水虫治療薬

小麦粉 シチュー デザート類 石鹸 紙おむつ 美容液 目薬

てんぷら粉 パスタソース 育児用ミルク 入浴剤 大人紙おむつ 化粧用紙製品 その他感覚器官外皮

唐揚げ粉 シチューベース ベビーフード シャンプー 生理用品 その他化粧品 避妊薬

パン粉 ﾒﾆｭｰ専用料理の素 ｲﾝｽﾀﾝﾄｸﾘｰﾑ ヘアーリンス 生理用ショーツ ハンド＆スキンケア 検査薬

プレミックス スープ類 ﾌﾚｯｼｭｸﾘｰﾑ ヘアートリートメント 防水・撥水剤 ボディ用 強心剤

醤油 味噌汁・吸物類 ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ アウトバスヘアケア しわとり剤 日焼け・日焼け止め 小児五疳薬

味噌 調理用ｽｰﾌﾟ ｽｷﾑﾐﾙｸ ヘアーカラー 絆創膏 エチケット品 その他の医薬品

食用塩 冷凍水産 練りﾐﾙｸ ホ－ムパ－マ剤 使い捨てカイロ リップクリーム 介護用品

料理酒 冷凍農産 牛乳 育毛トニック 綿棒 化粧下地 介護食品

砂糖 冷凍調理 ﾖｰｸﾞﾙﾄ 制汗剤 靴クリーム ファンデーション 健康食品

低カロリー甘味料 その他冷凍食品 乳酸菌飲料 男性化粧品 血圧計 おしろい その他健康食品

シロップ類 魚介類缶詰 豆乳 洗濯用洗剤 体温計 ほほべに ダイエット食品

蜂蜜 野菜缶詰 ｲﾝｽﾀﾝﾄｺ-ﾋ- 中性洗剤 低周波治療器 口紅

ソース フルーツ缶詰 ﾚｷﾞｭﾗ-ｺ-ﾋ- 漂白剤 コンタクト用剤 その他リップ

ケチャップ 畜肉缶詰 紅茶 柔軟剤 その他ベビ－用品 眉目料

マヨネーズ その他缶詰 ココア 洗濯のり サポ－タ－ マニキュア

ドレッシング パウチ入り食材 麦芽飲料 その他衣料台所洗剤 テ－ピング 香水・コロン

香辛料 和風食品 日本茶 台所用洗剤 歯槽膿漏治療薬 ヘアブラシ

エッセンス類 洋風食品 麦茶 クレンザー 避妊具・潤滑剤 化粧コットン

その他汎用調味料 中華風食品 中国茶 住居用クリーナー 清浄綿 化粧用小物

焼肉ｼｬﾌﾞｼｬﾌﾞのたれ その他調理食品 その他茶 住居用ワックス マスク ドリンク剤

食酢 畜肉ハム １００％ジュ－ス トイレ用クリーナー 磁気製品 ミニドリンク剤

ぽん酢 畜肉ソーセージ 果汁飲料 バスクリーナー フットケア関連 滋養強壮剤

本みりん 魚肉ハム トマトジュ－ス ガラスクリーナー その他雑貨 総合ビタミン剤

みりん風調味料 魚肉ソーセージ 野菜ジユ－ス パイプクリーナー ドッグフード ビタミンＢ１剤

液体だし 焼豚 コ－ラ その他住居用ｸﾘｰﾅｰ キャットフード ビタミンＣ剤

風味調味料 ベーコン サイダ－ 粘着クリ－ナ－ その他ペットフード ビタミンＥ剤

削り節 かまぼこ 炭酸飲料 家庭用手袋 ペット用品 女性用保健薬

煮干し ちくわ コ－ヒ－ドリンク 化学雑巾 ペット耐久用品 カルシウム剤

わかめ昆布類 はんぺん 紅茶ドリンク たわし・スポンジ 写真用フィルム 漢方薬

つゆ煮物料理の素 揚げ物 液体茶 水切り袋 ビデオテープ 総合感冒薬

うまみ調味料 その他練り製品 スポ－ツドリンク 廃油処理剤 電池 鼻炎治療剤

複合調味料 納豆 美容・健康ドリンク 殺虫剤 カミソリ アレルギ－用薬

春雨・くず切り 煮豆 栄養ドリンク 防虫剤 掃除機用紙パック 解熱鎮痛剤

海藻サラダ 佃煮 ミネラルウォ－タ類 カビ防止剤 電球 鎮咳去痰剤

こうや豆腐 もずく・めかぶ 乳酸飲料 芳香・消臭剤 カ－お手入れ品 口腔用薬

サラダ油・天ぷら油 豆腐類 その他飲料 ﾄｲﾚﾀﾝｸ用洗浄芳香剤 浄水器 うがい薬

ゴマ油 鍋補完材 ビール 脱臭剤 線香 鎮暈剤

公　開　品　目



一橋指数での主な変更点 

2021 年 8 月 30 日週データからの指数において、利用データ変更に合わせて以下の点も変更を行っております。 

 

■業態別の掲載指数 

変更前：「GMS」、「スーパーマーケット」、「コンビニエンスストア」、「ドラッグストア」の４業態 

変更後：「スーパーマーケット」、「コンビニエンスストア」、「ドラッグストア」、「フードディスカウントストア*」の４業態 

「GMS」の業態を廃止し、新たに「フードディスカウントストア*」を採用。 

*屋号店舗名等で安売りを訴求しており（ディスカウント・激安など）食品取扱比率が高いディスカウント系のチェーンストア 

 

■各指数において、たばこを除外 

SRI 一橋大学消費者購買指数での、「消費者購買支出指数（POS-CEI）」、「消費者購買価格指数（POS-CPI）」、「消費

者購買数量指数（POS-CQI）」、「消費者購買商品入替効果指数（POS-CTI）」、および、「SRI 一橋大学単価指数」の算出

において、たばごの価格や数量の変動は主に税率変更によるもので、需要や供給条件の変化とは無関係であるため、たばこを除外。 


