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欧州連合統計局の重要な統計データを収録

Eurostat Statistics 2022
＜ウェブ利用＋2022 年版 USB stick＞ ¥605,000.＜ウェブ利用/アクセス数無制限＞ ¥539,000.（年間利用価格、10%消費税込）
リモートアクセス可能・小社作成日本語マニュアル添付

＊USB stick には 2022 年 9 月時点の内容が収録されます。

EUROSTAT STATISTICS は、ルクセンブルグにある欧州連合統計局 Eurostat により作成されています。
社会経済の研究や、EU 内での政治的決定を行う場合など、ヨーロッパ市場を厳密に調査するために必須な
ツールです。このデータベースは EU 加盟国とともに、多くの場合において、アメリカ合衆国、日本、中央ヨー
ロッパの国々や主要な経済上のパートナーについての経済情勢も提示されます。
このデータベースは DSI が独自に編集した、EU のマクロ経済学と社会的データベースのコレクションで
す。”AllThatStats.com”と呼ばれる刷新されたサーチエンジンにより、数百万もの時系列データを瞬時に検索
します。精密なワークフローの為の階層的分析、またグラフやテーブルといったツールだけでなく、成長率・平
均移動・予測などの特別な統計操作機能を装備しています。
オプションとして、NUTS（地域統計分類単位; nomenclature des unités territoriales statistiaques）の 2－
3 レベル（国や地域といった地域行政単位）までの地域的データ分類と、年間基準における 8 桁の CN（合同
関 税 品 目 分 類 ; Combined Nomenclature ） レ ベ ル で の 、 全 種 類 の Intra-Extra-Trade data （ Comext ）
（Carbon Footprint データも収録）の追加が可能です。
ALLTHATSTATS デモンストレーションのご案内

エヌオンライン
http://n-online.jp
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主な収録内容
Database by themes
*Agriculture, forestry and fisheries
•Agri-environmental indicators

•Agriculture •Fisheries

•Forestry •Organic farming

*Economy and finance
•Balance of payments -International transactions

•Exchange rates

•Government statistics •Interest rates •Monetary and other financial statistics
•National accounts (including GDP)

•Prices

*Environment and energy
•Environment

•Energy

*International trade
•International trade detailed data:

•International trade data

*General and regional statistics
•Degree of urbanization

•European and national indicators for short-term analysis

•Land cover and land use, landscape (LUCAS)
•Regional statistics by NUTS classification

•Non EU countries

•Other sub-national statistics

•Regional statistics by typology •Urban audit
*Industry, trade and services*
•Information society statistics •Postal services
•Statistics on the production of manufactured goods
•Structural business statistics •Short-term business statistics •Tourism
*Population and social conditions
•Crime and criminal justice

•Education and training •Health •Labourmarket

•Living conditions and welfare

•Population •Youth

*Science and technology
•Career Development of Doctorate Holders •Human Resources in Science & Technology
•High-tech industry and knowledge-intensive services
•Intellectual property rights

•Community innovation survey

•Patent statistics •Research and development

*Transport
•Air transport

•Inland waterways transport •Maritime transport •Oil pipeline transport

•Railway transport •Road transport

•Transport, volume and modal split

•Regional transport statistics
Tables on EU policy
*Employment and Social Policy indicators *Europe 2020 indicators
*Sustainable Development indicators *Euro indicators / PEEIs
*Macroeconomic imbalance procedure indicators *European Piller of Social right
Intra-Extra EU Trade（Comext） （追加料金で購入可能。USB Stick には未収録。）
*Intra-Extra EU Trade Statistics
*Intra-Extra EU Trade Carbon Footprint Database

