
付表 5　　平　成　17　年　消　費　者

年 月 事 項

17. 1 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1501 りんごＡ つがる又はジョナゴールド，1個250～
385g

調査月　 1月～3月，8月～12月

ジョナゴールド，1個260～350g

調査月　 1月～3月，10月～12月

2 1502 りんごＢ ふじ，1個250～385g

調査月 　1月～7月，11月～12月

ふじ，1個260～350g

調査月　 1月～6月，11月～12月

3 1653 乾燥スープ 粉末，ポタージュ，コーンクリーム，
箱入り(4袋，76g入り)，｢クノール
カップスープ　コーンクリーム｣

粉末，ポタージュ，コーンクリーム，
箱入り(4袋，80g入り)，｢クノール
カップスープ　コーンクリーム｣

4 1891 混ぜごはんの
もと

五目ずしの素，袋入り(282.8g入り)，
｢ミツカン五目ちらし｣

釜めしの素，箱入り(134g入り)，｢丸
美屋とり釜めしの素｣又は｢丸美屋五目
釜めしの素｣

5 3612 プロパンガス 一般家庭用，二部料金制，基本料金，
従量料金

体積売り,一般家庭用

6 4325 コーヒーわん
皿

陶磁器製，柄物，普通サイズ，中級品 輸入品，模様入り，｢ウェッジウッ
ド，ワイルドストロベリー｣，キャン
(大型)

7 4324 ワイングラス クリスタルガラス製，無地，〔容量〕
180～300mL，中級品

輸入品，クリスタルガラス製，無地
(エッチング入り)，〔容量〕140cc，2
個入り，｢ボヘミアクリスタル，ボヘ
ミアンドリーム(ＫＡ803)｣

8 4412 ティシュペー
パー

パルプ100%，1箱360枚(180組)入り，5
箱入り，｢クリネックス｣又は｢エリ
エール｣

ティシュペーパー，5箱入り，1箱360
枚(180組)入り，｢エリエール｣又は｢ク
リネックス｣

9 4413 トイレット
ペーパー

再生紙100%，白，〔長さ〕55m，60m，
2枚重ね27.5m又は2枚重ね30m，12ロー
ル入り

トイレットペーパー，古紙，〔長さ〕
｢55m｣又は｢60m｣，12ロール入り

10 5102 背広服
(冬物)

秋冬物，シングル上下，並型，総裏，
〔表地〕ウーステッド(毛100%)，〔裏
地〕ポリエステル100%，〔サイズ〕Ａ
体型(A4～A6)，中級品

調査月　 1月～3月，9月～12月

シングル上下，秋冬物，並型，〔表
地〕ウーステッド(毛100%)，中級品，
〔裏地〕ポリエステル100%

調査月　　1月～3月，9月～12月

11 5122 男子ズボン
(夏物)

夏物，スラックス，〔素材〕毛50%以
上・ポリエステル混用，〔サイズ〕Ｗ
76～82cm，中級品

調査月　 4月～9月

夏物，スラックス，毛60%以上・ポリ
エステル混用，〔サイズ〕Ｗ79～
85cm，中級品

調査月　 4月～9月

12 5121 男子ズボン
(冬物)

秋冬物，スラックス，〔素材〕ウース
テッド(毛100%)，〔サイズ〕Ｗ76～
82cm，中級品

調査月　 1月～4月，9月～12月

並型，ウーステッド(毛100%)，中級品

調査月　 1月～4月，9月～12月

13 5123 男子ズボン
(ジーンズ)

ブルージーンズ，〔素材〕デニム(綿
100%)，〔サイズ〕Ｗ76～82cm(又はＷ
30～32)，中級品

ブルージーンズ，デニム(綿100%)，
〔サイズ〕Ｗ73～79cm(又はＷ29～31)

14 5131 男子コート 秋冬物，シングル，並型，〔表地〕｢
綿100%｣又は｢綿50%以上・化学繊維混
用｣，ライニング付き，〔サイズ〕
チェスト88～96cm・身長165～175cm，
中級品

調査月　 1月～2月，11月～12月

シングル並型，〔表地〕｢綿100%｣又は
｢綿50%以上・化学繊維混用｣，ライニ
ング付き，中級品

調査月　 1月～2月，11月～12月

15 5166 婦人スーツ
(夏物)

春夏物，〔素材〕｢麻・化学繊維混用｣
又は｢綿・化学繊維混用｣，〔サイズ〕
｢7～11号｣又は｢Ｍ｣，中級品

調査月　 3月～8月

夏物，半袖，〔素材〕麻・化学繊維混
用，〔サイズ〕｢7～11号｣又は｢Ｍ｣，
中級品

調査月　 5月～8月

16 5162 婦人スーツ
(冬物)

秋冬物，長袖，〔素材〕毛100%，〔サ
イズ〕｢７～11号｣又は｢Ｍ｣，中級品

調査月　 1月～2月，9月～12月

秋冬物，ウーステッド(毛100%)，プレ
タポルテを除く

調査月　 1月～2月，9月～12月

品目
銘               柄

符号

内 容



物　価　指　数　年　譜

年 月 事 項

17. 1 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

17 5163 ワンピース
(合物)

秋冬物，総裏，〔表地〕化学繊維
100%，〔サイズ〕｢7～11号｣又は｢
Ｍ｣，中級品

調査月　 1月～4月，9月～12月

合物，袖なし，総裏，〔表地〕化学繊
維100%，〔サイズ〕｢7～11号｣又は
｢Ｍ｣，中級品

調査月　 1月～4月，9月～10月

18 5161 ワンピース
(夏物)

春夏物，〔素材〕｢綿100%｣又は｢綿50%
以上・化学繊維混用｣，〔サイズ〕｢7
～11号｣又は｢Ｍ｣，中級品

調査月　 3月～8月

夏物，半袖，プリント(綿100%)，中級
品，ホームドレスを除く

調査月　 5月～8月

19 5169 スカート
(夏物)

春夏物，〔素材〕｢麻・化学繊維混用｣
又は｢綿・化学繊維混用｣〔サイズ〕
W64～70，中級品

調査月　 3月～8月

夏物，〔素材〕｢麻・化学繊維混用｣又
は｢綿・化学繊維混用｣，〔サイズ〕
W64～70cm，中級品

調査月　 4月～8月

20 5172 スカート
(冬物)

秋冬物，〔素材〕｢毛100%｣又は｢毛50%
以上・化学繊維混用｣，〔サイズ〕W64
～70cm，中級品

調査月　 1月～2月，9月～12月

秋冬物，布はく(ニットを除く)，｢毛
100%｣又は｢毛50%以上・化学繊維混
用｣，〔サイズ〕W64～70cm，中級品

調査月　 1月～2月，9月～12月

21 5233 婦人Ｔシャツ
(長袖)

長袖又は7分袖，〔素材〕綿・化学繊
維混用，柄物，〔サイズ〕M，普通品

調査月　 1月～3月，9月～12月

長袖，ニット(綿100%)，無地，40番手
程度，〔サイズ〕M，普通品

調査月　 1月～3月，9月～12月

22 5243 子供Ｔシャツ
(長袖)

男児用，長袖，〔素材〕綿100%，柄
物，〔サイズ〕120又は130，普通品

調査月　 1月～3月，9月～12月

男児用，長袖，ニット(綿100%)，プリ
ント，30番手程度，〔サイズ〕120又
は130，普通品

調査月　 1月～3月，9月～12月

23 5521 男子靴下
(夏物)

綿・化学繊維混用，無地，〔サイズ〕
25cm，普通品

春夏物，綿・化学繊維混用，無地，
〔サイズ〕25cm，普通品

調査月　 3月～9月

24 6061 はり薬 鎮痛消炎貼付薬，プラスター剤，〔サ
イズ〕4.2×6.5cm，箱入り(40枚入
り)，｢サロンパスＡｅ｣又は｢トクホ
ン｣

消炎鎮痛貼付剤，普通判，紙箱入り
(40枚入り)，｢サロンパスＡｅ｣又は｢
トクホンＡ｣

25 6141 紙おむつ 乳幼児用，パンツ型，Ｌサイズ，31枚
入り，｢メリーズパンツ｣

乳幼児用，パンツ型，Ｌサイズ，32枚
入り，｢メリーズパンツ｣

26 6101 生理用紙綿 昼用，レギュラー，羽なし，34個入り

　　商標指定

昼用，レギュラー，羽なし，36個入
り，｢ソフィボディフィット｣又は｢
ウィスパーレギュラー｣

27 7050 一般乗合旅客自動車，一般バス，
6km，大人

※　企業・路線指定

一般乗合旅客自動車，一般バス，初乗
運賃，大人

※　企業・路線指定

公安委員会指定教習所，第一種普通免
許証取得，技能教習料，所内，50分

公安委員会指定教習所，第一種普通免
許証取得，技能教習料，路上，50分

公安委員会指定教習所，第一種普通免
許証取得，学科教習料，50分

公安委員会指定教習所，第一種普通免
許証取得，入所料

※　教習所指定

28 9320 自動車教習料 公安委員会指定自動車教習所，第一種
普通免許(ＭＴ車)，所持免許なし，一
般コース，入所から卒業までの総費用

※　教習所指定

一般乗合旅客自動車運賃，大人，採用
価格等は運賃制度ごとに指定

※　企業指定

符号

内 容

品目
銘               柄

バス代

(品目区分
　　Ｅ→Ｄ)



付表 5　　平　成　17　年　消　費　者

年 月 事 項

17. 1 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

29 9372 遊園地入園料

(品目区分
　　Ｄ→Ｅ)

フリーパス料金，休日，1日，大人

※　遊園地指定

休日，大人

※　遊園地指定

30 9603 電気かみそり
(輸入品)

輸入品，往復式，3枚刃，充電・交流
式，充電時間1時間，水洗いﾀｲﾌﾟ

※　商標・型式番号指定

輸入品，往復式，充電・交流式，充電
時間4時間，3枚刃，クリーン＆チャー
ジ付き(水洗い対応)，｢ブラウン ＢＳ
5790｣

31 9690 乳液 Ａ カウンセリング化粧品，瓶入り(120mL
入り)，｢エリクシール　リフティング
エマルジョンＥＸⅠ｣又は｢エリクシー
ル　リフティングエマルジョンＥＸ
Ⅱ｣

カウンセリング化粧品，瓶入り(120mL
入り)，｢エリクシール　バイタライジ
ングエマルジョンⅠ｣又は｢エリクシー
ル　バイタライジングエマルジョン
Ⅱ｣

取り扱い… 1～3,8～10,12～14,16,17,19,20,23,31：直接接続

4～7,21,22,24,26～30：オーバーラップ法により接続

11,15,18：インピュート法により接続

25：容量リンクにより接続

1,2,15,17,18,19,23:指数採用月は現行どおりとする

電気代の改定 料金改定による値下げ（東北電力，中部電力，九州電力）

(１月１日実施) 燃料費調整による値上げ

（北海道電力，東京電力，北陸電力，関西電力，中国電力，四国電力，沖縄電力）

都市ガス代の改定 料金改定による値下げ（東京ガス，静岡ガス）

(１月１日実施) 原料費調整による値上げ（東邦ガスグループ，大阪ガス他）

熱量変更による値下げ（日本海ガス）

水道料の改定 料金改定及び口座振替割引制度により値下げ（東京都区部）

(１月１日実施)

普通運賃(ＪＲ以外) 料金改定による値上げ（松浦鉄道)

の改定

(１月１日実施)

通学定期(ＪＲ以外) 料金改定による値上げ（松浦鉄道）

の改定

(１月１日実施)

通勤定期(ＪＲ以外) 料金改定による値上げ（松浦鉄道）

の改定

(１月１日実施)

自動車リサイクル法 自動車リサイクル料金付加による値上げ

の施行

(１月１日実施)

品目
銘               柄

内 容

符号



物　価　指　数　年　譜  (続き)

年 月 事 項

17. 1 固定電話通信料の 料金改定による値下げ（ＮＴＴ東西）

改定

(１月１日実施)

航空運賃の改定 燃油特別付加運賃の設定

(１月11日実施)

17. 2 航空運賃の改定 料金改定による値下げ（一部の航空会社）

(２月１日実施)

17. 3 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

1 4333 なべ(輸入品) 輸入品，圧力なべ，ステンレス製，
6.0L，｢クリプソヌーヴォー｣

輸入品，圧力なべ，6.0L，ステンレス
製，｢デリシオ｣

取り扱い… オーバーラップ法により接続

都市ガス代の改定 熱量変更による値下げ（大分ガス）

(３月１日実施)

都市ガス代の改定 料金改定による値下げ（武州ガス）

(３月15日実施)

普通運賃(ＪＲ以外) 料金改定による値下げ（小田急電鉄）

の改定 料金改定による値上げ（東京急行電鉄）

(３月20日実施)

通学定期(ＪＲ以外) 料金改定による値上げ（東武鉄道・東京急行電鉄・小田急電鉄）

の改定

(３月20日実施)

通勤定期(ＪＲ以外) 料金改定による値上げ（東武鉄道・東京急行電鉄・小田急電鉄）

の改定

(３月20日実施)

17. 4 電気代の改定 料金改定による値下げ（北海道電力，北陸電力，関西電力，中国電力，四国電力）

(４月１日実施) 燃料費調整による値上げ（東京電力，沖縄電力）

都市ガス代の改定 料金改定による値下げ（東邦ガスグループ，岡山ガス）

(４月１日実施) 熱量変更に伴う原料の変更による値下げ（大分ガス）

原料費調整による値上げ（東京ガス，大阪ガス他）

符号 品目

内 容

銘               柄



付表 5　　平　成　17　年　消　費　者

年 月 事 項

17. 4 水道料の改定 水道料の値上げ(岡山市）

(４月１日実施)

下水道料の改定 下水道料の値上げ（高知市，大分市）

(４月１日実施)

普通運賃(ＪＲ以外) 料金改定による値上げ（錦川鉄道）

の改定

(４月１日実施)

通学定期(ＪＲ以外) 料金改定による値上げ（錦川鉄道）

の改定 沿線市町村の補助による定期運賃の値下げ（北総鉄道）

(４月１日実施)

通勤定期(ＪＲ以外) 料金改定による値上げ（錦川鉄道）

の改定

(４月１日実施)

航空運賃の改定 空港使用料の設定（羽田空港・中部空港）

(４月１日実施)

自動車保険料(自賠 料金改定による値上げ

責)の改定

(４月１日実施)

17. 5 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1331 チーズ プロセスチーズ，スライスタイプ，
ホット専用，袋入り(10枚，180g入
り)，｢雪印とろけるスライス｣，｢クラ
フトとろけるスライス｣又は｢明治十勝
とろけるスライスチーズ｣

プロセスチーズ，スライスタイプ，
ホット専用，袋入り(10枚，190g入
り)，｢雪印とろけるスライス｣又は｢明
治十勝とろけるスライスチーズ｣

取り扱い… 容量リンクにより接続

水道料の改定 水道料の値上げ（福島市）

(５月１日実施)

都市ガス代の改定 料金改定による値上げ（京葉ガス）

(５月１日実施)

タクシー代の改定 料金改定による値下げ（秋田市）

(５月１日実施)

符号

内 容

品目
銘               柄



物　価　指　数　年　譜  (続き)

年 月 事 項

17. 5 自動車保険料(任意) 保険料改定による値上げ（一部の損害保険会社）

の改定

(５月１日実施)

17. 6 都市ガス代の改定 熱量変更による値下げ（北海道ガス）

(６月１日実施)

下水道料の改定 下水道料の値上げ（福岡市）

(６月１日実施)

バス代の改定 バス代の値下げ（鳥取市）

(６月１日実施)

17. 7 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1311 粉ミルク 調製粉乳，缶入り(930g入り)，｢母乳
サイエンスミルク　明治ほほえみ｣

調製粉乳，缶入り(980g入り)，｢ソフ
トカード明治コナミルク　ほほえみ｣

2 1332 チーズ（輸入
品）

輸入品，フランス産，ナチュラルチー
ズ，カマンベール，紙容器入り(125g
入り)

輸入品，ナチュラルチーズ，カマン
ベールチーズ，缶入り(125g入り)，
｢ジェラール｣

3 1514 グレープフ
ルーツ

1個350～520g 1個370～430g

4 1515 オレンジ 輸入品，バレンシアオレンジ又はネー
ブルオレンジ，1個170～310g

輸入品，1個180～240g

5 2033 ウイスキーＢ 瓶詰(700mL入り)，アルコール分40度
以上43度未満，｢サントリーウイス
キー　角瓶｣

瓶詰(700mL入り)，アルコール分40度
以上43度未満，｢サントリーウイス
キー　新・角瓶｣

6 3121 板材 集成材，パイン，〔サイズ〕厚さ14～
18mm・幅300mm・長さ900～910mm

ラワン材，棚板，1.4cm×30.0cm×180
～182cm

7 4431 台所用洗剤 合成洗剤，食器・調理用具用，液体，
詰め替え用，ポリ容器入り(450mL入
り)，｢まな板とスポンジの除菌ができ
るジョイ｣

合成洗剤，食器・調理用具用，液体，
つめかえ用，ポリ容器入り(450mL入
り)，｢まな板とスポンジの除菌ができ
るジョイ｣，｢アロマジョイ｣又は｢
チャーミーマイルド｣

8 4441 洗濯用洗剤 合成洗剤，綿・麻・合成繊維用，粉
末，箱入り(1.2kg入り)，｢アタック｣

合成洗剤，綿・麻・合成繊維用，粉
末，箱入り(1.2kg入り)，｢アタック｣
又は｢トップ｣

9 5183 婦人上着 シングル，並型，無地，〔素材〕｢毛
100%｣又は｢毛50%以上・化学繊維混
用｣，〔サイズ〕｢7～11号｣又は｢Ｍ｣，
中級品

調査月　 1月～4月，9月～12月

シングル並型，夏物を除く，〔表地〕
梳毛(毛100%)，無地，〔サイズ〕7～
11号，中級品

調査月　　1月～4月，9月～12月

10 5361 スリップ 〔素材〕ポリエステル100%，〔サイ
ズ〕バスト80又は85，丈75～90cm，中
級品

※　商標・品番指定

ポリエステル100%，〔サイズ〕バスト
85～90cm，丈80～90cm，中級品

※　商標・品番指定

11 6181 コンタクトレ
ンズ用剤

ソフトレンズ用，コールド消毒液，１
液タイプ，箱入り(360mL入り)

    商標指定

ハードコンタクトレンズ用，洗浄保存
液，ポリ容器入り(100mL入り)，｢メニ
コンＯ２ケア｣

符号 品目
銘               柄

内 容



付表 5　　平　成　17　年　消　費　者

年 月 事 項

17. 7 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

12 6161 コンタクトレ
ンズ

ソフトレンズ，使い捨てレンズ，1日
交換タイプ，近視用，箱入り(30枚入
り)，｢ワンデーアキュビュー｣

ハードタイプ，高酸素透過性，近視
用，｢メニコンＺ｣

13 9041 カメラ フィルムカメラ，レンズシャッター
式，35ミリコンパクトカメラ，〔レン
ズ〕ズームレンズ，広角側焦点距離最
短37mm～望遠側焦点距離最長180mm，
ズーム倍率2.8～4.7倍

※　商標・型式番号指定

小型カメラ，レンズシャッター式，35
ミリコンパクトカメラ，〔レンズ〕
ズームレンズ，広角側焦点距離最短
28mm～望遠側焦点距離最長120mm，
ズーム倍率3～4，〔重さ〕270g以下

※　商標・型式番号指定

14 9042 ビデオカメラ 家庭用，デジタル方式，〔記録媒体〕
DVC，〔記録方式〕DV方式，〔総画素
数〕102～133万，〔ズーム倍率〕光学
10～15倍，デジタル100～200倍，アク
セサリーキット付き，特殊機能付きは
除く

※　商標・型式番号指定

家庭用，デジタル方式，〔記録媒体〕
DVC，〔記録方式〕DV方式，〔総画素
数〕102～133万，〔ズーム倍率〕光学
10倍，デジタル100～200倍，アクセサ
リーキット付き，特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

15 9111 ボールペン 油性ボールペン，ノック式，〔軸〕透
明，ラバーグリップ付き，〔インクの
色〕1色，｢パイロットボールペン
スーパーグリップ｣，｢三菱ボールペン
楽ノック｣又は｢ゼブラボールペン　ジ
ムノック｣

鉛筆型，芯取替式，透明軸，クリップ
付きキャップ，金属製口部，｢ゼブラ
ボールペンＮ－５１００｣，｢三菱ボー
ルペンＳＡ－Ｓ｣又は｢パイロットボー
ルペンＢＰ－Ｓ｣

16 9123 アルバム フリーアルバム，〔表紙〕厚紙製，台
紙8枚，〔サイズ〕四つ切り，背幅
24mm，スライドとじ具式，｢コクヨフ
リーアルバム　ア－１２４Ｎ｣

フリーアルバム，厚紙表紙，台紙6
枚，〔サイズ〕四つ切り(323mm×
270mm)，背幅17mm，スライドとじ具
式，｢コクヨフリーアルバム，ア－１
３４Ｎ｣

17 9224 パソコン誌 パソコン誌，｢日経ＰＣ２１｣，調査日
(金曜日)現在の最新号

パソコン誌，｢日経クリック｣，調査日
(金曜日)現在の最新号

18 9621 化粧石けん 標準重量90g又は100g，3個入り，｢植
物物語ハーブブレンド｣，｢花王ホワイ
ト｣，｢カウブランド赤箱｣又は｢スー
パーマイルドソープ｣

標準重量90～100g，3個入り，｢花王ホ
ワイト｣，｢カウブランド赤箱｣，｢スー
パーマイルドソープ｣又は｢植物物語｣

19 9680 口紅Ａ カウンセリング化粧品，スティックタ
イプ，｢ピエヌ　ルージュアクア
フィックス｣又は｢エリクシール　ファ
インストレッチルージュ｣

カウンセリング化粧品，スティックタ
イプ，｢ピエヌ　ゴールデンリップフ
レッシュ｣，｢エリクシール　ファイン
ストレッチルージュ｣又は｢テスティモ
ルージュドルージュ｣

取り扱い… 3～5,7,8,10,18,19：直接接続

1,2,6,11～17：オーバーラップ法により接続　　　　　　9：インピュート法により接続

電気代の改定 料金改定による値下げ（沖縄電力）

(７月１日実施) 燃料費調整による値下げ（東京電力）

都市ガス代の改定 料金改定による値下げ（北陸ガス）

(７月１日実施) 原料費調整による値下げ（東京ガス，大阪ガス，西部ガス他）

都市ガス代の改定 料金改定による値下げ（出水ガス）

(７月21日実施)

17. 8 自動車保険料(任意) 保険料改定による値下げ（一部の損害保険会社）

の改定

(８月１日実施)

内 容

符号 品目
銘               柄



物　価　指　数　年　譜  (続き)

年 月 事 項

17. 9 都市ガス代の改定 熱量変更による値下げ（静岡ガス）

(９月１日実施)

17.10 電気代の改定 燃料費調整による値上げ

(10月１日実施) (北海道電力，東北電力，東京電力，北陸電力，中部電力，関西電力，中国電力，四国電力，

 九州電力，沖縄電力)

都市ガス代の改定 原料費調整による値上げ（東京ガス，大阪ガス，西部ガス他）

(10月１日実施) 原料費調整による値下げ（青森ガス，山形ガス，福島ガス，四国ガス他）

通所介護料の料金 介護保険制度改正による値上げ

改定

(10月１日実施)

17.11 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

1 4442 柔軟仕上剤 洗濯用，詰め替え用，袋入り(540mL入
り)，｢ハミング｣，｢フローラルハミン
グ｣又は｢香りとデオドラントのソフラ
ン｣

洗濯用，つめかえ用，袋入り(600mL入
り)，｢ハミング1/3｣，｢フローラルハ
ミング1/3｣又は｢センイふんわりソフ
ランＣ｣

2 6141 紙おむつ 乳幼児用，パンツ型，Lサイズ，44枚
入り，｢ムーニーマン｣又は｢メリーズ
パンツ｣

乳幼児用，パンツ型，Lサイズ，31枚
入り，｢メリーズパンツ｣

取り扱い… 1：容量リンクにより接続　　　　　　2：オーバーラップ法により接続　　　　

移動電話通信料の 料金プラン改定による値下げ（一部の移動電話通信会社）

料金改定

(11月１日実施)

自動車保険料(任意) 保険料改定による値下げ（一部の損害保険会社）

の改定

(11月１日実施)

17.12 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

1 6022 ビタミン剤 ビタミン主薬製剤，ビタミンB1・B2・
B12主薬製剤，錠剤，瓶入り(270錠入
り)，｢アリナミンＥＸプラス｣

ビタミン主薬製剤，ビタミンB1含有，
錠剤，瓶入り(60錠入り)，｢アリナミ
ンＥＸ｣

2 9154 テレビゲーム DVD-ROMドライブ，CPU128ビット，｢プ
レイステーション２　ＳＣＰＨ-７５
０００｣

DVD-ROMドライブ，CPU128ビット，｢プ
レイステーション２　ＳＣＰＨ-７０
０００｣

取り扱い… 1,2：オーバーラップ法により接続

下水道料の改定 下水道料の値上げ（熊本市）

(12月１日実施)

符号 品目

符号 品目
銘               柄

銘               柄

内 容


