
CEICのサービス概要

CEICは、世界各国のマクロ経済と産業に関する統計データを提供するデータベース・サービスです。

1992年に香港で設立され、中国の経済統計データを収集・提供することに始まり、その後、収録の対象を
アジア各国に拡大し、先進国までをカバーしたという経緯から、特にアジアと先進国に強い情報ベンダーとして、
世界各国のトップクラスのアナリストやエコノミストの間で知られるようになりました。

現在も、世界30ヶ国・地域に展開しているデータ開発担当者やプロダクトマネージャーが、24時間体制で優れた
データマネジメントとカスタマーサポートを提供しており、ユーザーから絶大な信頼を得ています。

CEICを利用することによって、世界中の人・物・カネの動きを正確かつタイムリーに把握し、質の高い経済分析を
行うことができると同時に、経済データに関連する業務を圧倒的に効率化することができます。

CEICの特徴

正確性・信頼性： CEICは収集したデータの正確性について、厳しい品質管理を行っています。
また、情報ソースは、政府系統計機関・非政府系統計機関・各産業団体など、
各国の主要なデータ出典機関（約1,300）から直接入手しています。
このため、当該統計機関のウェブサイトには掲載し切れていないデータも収録しています。

豊富なデータ量： CEICは、約500万系列という、非常に豊富な時系列データを提供しています。
また、データ系列によって異なりますが、それぞれ長期間のデータを保有しており、
最も古いデータは、1950年代まで遡ることができます。

包括性： CEICは、現在、203ヶ国・地域のマクロ経済データを収録しており、今後も収録する国・
地域を拡張する予定です。また、各Premium Databaseでは、国家単位での経済データに
加え、詳細な省（州）別のデータや様々な産業別のデータをも収録しています。

使いやすさ： CEICのプラットフォームは、一般的なキーワード検索の方法を使用できることに加えて、
データを探し出すための絞り込み検索機能や、データのダウンロードを指示する様々な
パラメータを装備していることから、直感的に操作することができます。

●データ配列 データベースは、国（地域）→分野→テーブル→系列と、4階建のファイルマネージャーの
ような形式でデータが格納されていることから、非常にシンプルな構造になっています。

●インサイト お気に入りファイルのように、登録したユーザーごとに、使用頻度の高いデータを
クラウド上に保管することができます。

★グラフ 選択したデータを瞬時にグラフ化したり、データのダウンロードと同時に、Excelフォーマット
のグラフを作成することもできます。

★充実したサポート 迅速かつ丁寧な対応を重視したカスタマーサービス・スタッフに加え、アジア8ヶ国に
常駐するデータ開発担当者が、データに関する様々なお問い合わせに対応します。

信頼性の高い情報ソース

例：商務省例：内閣府

例：鉱山エネルギー省

探す手間や時間を大幅に短縮

CEIC

強力な検索エンジンと使いやすいインターフェイス
統計の発表から24時間以内にデータを取得可能

例：Rosstat 例：準備銀行（RBI）

例：Eurostat

例：国家統計局例：中央統計局

ASEAN

世界各国のマクロ経済と産業に関する統計データを網羅
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課題

①必要なデータを探し出すのに時間や手間がかかる。

②探し出したデータが、信頼できるデータか否かを検証する必要がある。

③レポート作成のために、データをグラフ化する必要がある。

④データの定義を調べる必要がある。

⑤複数の国の同様のデータを探し出す必要がある。

　が解決できること

①データを探し出す。

②データの属性を確認する。 - Qucik View

③必要なデータをダウンロードする。

④データのダウンロードと同時にグラフを作成する。

⑤データの定義を表示する。

期待される結果

①データを探し出す時間と手間を、大幅に効率化することができる。

②学術研究や論文の品質を向上させることができる。

③詳細、かつ、最新のデータを利用することにより、
   政策や企業経営に関するタイムリーな提言を行うことができる。

④将来の優秀な人材を育成するために不可欠な、世界各国の
   包括的、かつ、信頼性の高い経済データに関する理解を深めることができる。

課題を解決するソリューションとしてのCEIC
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1. CEIC China Premium Database

●中国経済に焦点を絞り、340,000以上ものデータ系列を収録しています。
●データのタイムフレームは、1991年若しくはそれ以前に遡っているデータも含んでいます。
●国全体、省別、都市別の広範囲かつ詳細なデータを網羅しています。
   ・18種類のマクロ経済データ
   ・23セクターの165業種グループからのデータ
●データは、情報ソースから直接入手しています。
政府系統計局 40 以上
業種別データ発表機関 40 以上
統計発表元 1,000 以上

＜データの内容と系列数＞ 2018年07月23日現在
系列数 系列数

国民経済計算（GDP） 10,431 農業セクター 4,451
政府・公共機関財政 13,532 工業セクター 53,037
社会・人口統計 23,596 繊維セクター 8,125
労働市場 13,315 石油化学セクター 11,186
家計調査 10,212 製薬セクター 3,751
消費財市場 4,858 金属・鉄鋼セクター 4,741
インフレ 4,322 非金属鉱物製品セクター 496
国際貿易 20,553 電子セクター 7,231
国際収支 2,869 機械セクター 1,783
金融・銀行業 17,703 自動車セクター 15,930
金融市場・金利・イールド・外国為替 3,108 エネルギーセクター 7,981
投資 16,049 公益事業セクター 7,184
業況・経済調査※ 3,783 建設セクター 5,608
価格 6,664 卸売・小売・飲食セクター 7,515
プライベート・エクイティ 284 運輸・倉庫セクター 9,791
金融市場 6,427 情報・通信セクター 4,357
土地・資源 1,793 保険セクター 2,870
環境保護 2,344 不動産セクター 18,563
その他 118 広告セクター 382

観光セクター 3,457
ホテルセクター 1,007
その他金融サービスセクター 56
その他個人サービスセクター 284

★中国語（簡体字）での表示も可能です。

※Purchasing Managers' Index（PMI）は、国家統計局のPMIを収録しています。
   財新によるPMIは、CEIC World Trend Plusにヘッドライン（過去36ヶ月分のみ）を収録しています。
※財新によるNew Economy Index （NEI）、Climate Risk Index (CRI)、China Commodity Index (CCI)を
   収録しています。

データ内容データ内容
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2. CEIC Global Key Series Database

世界123ヶ国・地域について、現地の統計機関から直接入手した、主要なマクロ経済統計データを網羅。
各国ごとに20種類以上に分類されたマクロ経済データをご覧頂くことができます。

＜データの種類＞
国民経済統計 国家財政 外国投資・国際収支 投資
生産 人口統計・労働市場 貨幣 価格
販売・受注・在庫 国内貿易・家計調査 銀行統計 産業・経済調査
建設・不動産 インフレ 金利・為替 金融市場

アジア（23ヶ国・地域）
日本 韓国 中国 香港 マカオ
台湾 ベトナム ラオス カンボジア タイ
ミャンマー マレーシア シンガポール インドネシア ブルネイ
フィリピン バングラデシュ ネパール インド スリランカ
パキスタン オーストラリア ニュージーランド

アジア以外（100ヶ国・地域）
ブラジル イギリス ハンガリー ウクライナ オマーン
アルゼンチン ドイツ ルーマニア モルドバ イエメン
チリ フランス ブルガリア ジョージア イスラエル
ウルグアイ ベルギー ギリシャ アルメニア エジプト
パラグアイ オランダ トルコ アゼルバイジャン リビア
ボリビア ルクセンブルグ キプロス カザフスタン チュニジア
ペルー イタリア マルタ ウズベキスタン アルジェリア
エクアドル スイス スロベニア タジキスタン モロッコ
コロンビア オーストリア クロアチア キルギスタン スーダン
ベネズエラ スペイン モンゴル ガーナ
パナマ ポルトガル セルビア イラン コートジボワール
コスタリカ アイスランド モンテネグロ イラク ケニヤ
ニカラグア アイルランド コソボ クウェート タンザニア
ホンジュラス デンマーク マケドニア シリア マラウィ
グァテマラ ノルウェー アルバニア レバノン モザンビーク
トリニダード・トバゴ スウェーデン ロシア ヨルダン モーリシャス
メキシコ フィンランド エストニア サウジアラビア 南アフリカ
アメリカ ポーランド ラトビア バーレーン ボツワナ
カナダ チェコ リトアニア カタール ザンビア
EU スロバキア ベラルーシ UAE ナイジェリア

3. CEIC Daily Database

外国為替や株式指数などの市況に関する、毎日の公式終値を収録しています。

外国為替レート Foreign Exchange Rates デポジット・レート Deposit Rates
株価指数・株価先物 Financial & Futures Market フォワード・レート Forward Rates
国債・金利 Government & Other Securities スワップ・レート Swap Rates
銀行間取引レート Interbank Offer Rates マネタリー Monetary
貸出金利 Lending Rates 商品・商品先物 Commodity Prices & Futures

【会社情報】
会社名： CEIC Data - Internet Securities Japan株式会社
住所： 〒104-0061 東京都中央区銀座 8-17-5 アイオス銀座 706
電話： 03-6264-7298
URL： http://www.ceicdata.com

アジア（23ヶ国・地域） グローバル（全123ヶ国・地域）
データ系列数 7,000系列以上 37,000系列以上

ボスニアヘルツェゴビナ
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