
付録 5　　平　成　18　年　消　費　者

年月 事 項

18. 1 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1101 まぐろ めばち又はきはだ，刺身用，さく，赤
身

めばち，切り身(刺身用)，赤身

2 1471 豆腐 木綿豆腐，並 絹ごしを除く

3 1563 メロン ネット系メロン

調査月 　5月～8月

アンデスメロン，1個800～1,200g

調査月 　5月～8月

4 1601 食用油 キャノーラ(なたね)油，ポリ容器入り
(1,000g入り)

サラダ油(食用調合油)，ポリ容器入り
(1,500g入り)

5 1602 マーガリン ファットスプレッド，ポリ容器入り
(450g入り)，｢雪印  ネオソフト｣又は
｢明治コーンソフト｣

ファットスプレッド，ポリ容器入り
(450g入り)，｢雪印  ネオソフト｣又は
｢日本リーバ  ラーマ(Ｒａｍａ)｣

6 1793 おにぎり 鮭入り，並 鮭入り

7 4002 自動炊飯器 ジャー炊飯器，〔加熱方式〕IH式:シ
ングルIHタイプ〔最大炊飯容量〕
1.0L,〔消費電力〕1,000～1,250W，特
殊機能付きは除く

※商標・型式番号指定

IHジャー炊飯器，〔炊飯容量〕 1.0L,
〔消費電力〕1,000～1,100W，付属品
付き

※商標・型式番号指定

8 4323 台所用密閉容
器

プラスチック製(本体：ポリプロピレ
ン，ふた：ポリエチレン)，角型，
〔耐熱温度〕本体；140℃以上，〔容
量〕540～700mL

樹脂成形(ふた：ポリエチレン，本
体：ポリプロピレン)，電子レンジ加
熱用，角型，中仕切り・止め具なし，
〔容量〕540～700mL

9 4341 やかん 平底，ステンレス製(ステンレス鋼18-
8),〔満水容量〕2.5～3.0L,〔底の厚
さ〕0.5～0.8mm，中級品

平底，アルミニウム製(アルマイト加
工)，〔サイズ〕3.0L，〔満水容量〕
3.1～3.5L，〔底の厚さ〕0.7～
1.3mm，中級品

※商標・品名指定

10 4402 ポリ袋 ポリエチレン製，保存袋(冷凍・解凍
用)，ジッパー付き，〔サイズ〕177mm
×203mm，箱入り(20枚入り)，｢
Ziploc｣フリーザーバック

ポリエチレン製，45L用(外形650×
800mm，厚さ0.02～0.03mm)，10枚入
り，透明又は半透明

11 5501 帽子 キャップ，大人用，〔素材〕化学繊維
100％，メーカーマーク刺しゅう付
き，〔サイズ〕M又はL，普通品

ニット(化学繊維100％)，球団マーク
刺しゅう付き，〔サイズ〕M，普通品

12 7201 自転車 軽快車，軽快車，26型，変速機なし，
自転車安全基準適合車(BAAマーク付
き)，中級品

※商標・型式番号指定

軽快車，26型，変速機なし，中級品

※商標・型式番号指定

13 9042 ビデオカメラ 家庭用，デジタル方式，〔記録媒体〕
DVD,〔記録方式〕DVD方式,〔総画素
数〕212～331万,〔ズーム倍率〕光学
10～12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
10～15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

14 9115 マーキングペ
ン

水性，蛍光ペン，細・太両用書き(ツ
インタイプ)，｢蛍光オプテックスケ
ア｣，｢プロパス２｣，｢スポットライ
ター２｣又は｢蛍コート｣

水性，蛍光ペン，細・太両用書き(ツ
インタイプ)，｢プロパス2｣，｢スポッ
トライター２｣，｢蛍光オプテックス｣
又は｢蛍コート｣

15 9149 水着 競泳用又はフィットネス用，女性用，
ワンピース型，無地，〔素材〕ポリエ
ステル・ポリウレタン混用，〔サイ
ズ〕S～L，中級品，｢スピード｣又は｢
アリーナ｣

※品番指定

競泳用タイプ，女性用，ワンピース
型，無地、ポリエステル・ポリウレタ
ン混用，中級品

16 9182 切り花(きく) きく，輪もの(直径5～10㎝) きく，中輪

内 容

符号 品目
銘               柄



物　価　指　数　年　譜

年月 事 項

18. 1 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

17 9358 テニスコート
使用料

民営テニスコート，屋外コート，砂入
り人工芝コート又はハードコート，ビ
ジター料金，平日，昼間，1面

※テニス場指定

屋外コート，ハードコート又はクレー
コート，ビジター料金，休日(昼間)，
1面

※テニス場指定

18 9680 口紅Ａ カウンセリング化粧品，スティックタ
イプ，｢ピエヌマキアージュ  スーペ
リアルージュ｣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  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｣

19 9225 女性誌 女性誌，｢ＭＯＲＥ｣，調査日(金曜日)
現在の最新号

女性誌，｢ｎｏｎ・ｎｏ｣，調査日(金
曜日)現在の最新号

20 9366 放送受信料
(NHK・ケーブ
ル以外)

CS放送受信料(スカイパーフェクトＴ
Ｖ！)，パック料金，｢スカパー！よく
ばりパック｣

CS放送受信料(スカイパーフェクトＴ
Ｖ！)，パック料金，｢スカパー！ベー
シックパック｣

取り扱い… 1～3,5～6,8,14,16,18：直接接続

4,7,9～13,15,17,19～20：オーバーラップ法により接続

下水道料の改定 下水道料の値下げ（津市）

(１月１日実施)

電気代の改定 燃料費調整による値上げ

(１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，東邦ガスグループ，大阪ガス，西部ガス他）

(１月１日実施) 料金改定による値下げ（北陸ガス）

振込手数料の改定 合併に伴う料金改定による値下げ（一部の銀行）

(１月１日実施)

普通運賃(ＪＲ以外) 料金改定による値上げ（京都市営）

の改定

(１月７日実施)

通学定期(ＪＲ以外) 料金改定による値上げ（京都市営）

の改定

(１月７日実施)

通勤定期(ＪＲ以外) 料金改定による値上げ（京都市営）

の改定

(１月７日実施)

内 容

符号 品目
銘               柄



付録 5　　平　成　18　年　消　費　者

年月 事 項

18. 2 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

1 9012 テレビ（ブラ
ウン管）

ブラウン管テレビ，21型，フラットテ
レビ，D1端子付き

※　商標・型式番号指定

ブラウン管テレビ，32型，デジタルハ
イビジョンテレビ，D4端子付き，地
上・BS･110度CSデジタルチューナー内
蔵

※　商標・型式番号指定

2 9034 ＤＶＤレコー
ダー

HDD内蔵，〔HDD容量〕200GB又は
250GB，D2端子付き，特殊機能付きは
除く

※　商標・型式番号指定

HDD内蔵，〔HDD容量〕160GB，D2端子
付き，特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

取り扱い… 1～2: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（佐賀ガス）

(２月１日実施)

都市高速道路料金の ＥＴＣ日曜･祝日割引の導入による値下げ（名古屋高速）

改定

(２月１日実施)

都市ガス代の改定 熱量変更による値下げ（東部ガス，東京ガス）

(２月21日実施)

都市ガス代の改定 熱量変更による値下げ（岡山ガス）

(２月24日実施)

18. 3 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)，｢明治
ほほえみ｣

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｣

2 6131 体温計 一般用，電子式，予測・実測兼用，わ
き専用，｢けんおんくん　ＭＣ－６７
０｣又は｢テルモ電子体温計　ＥＴ－Ｃ
２０３Ｐ｣

一般用，電子式，わき下・舌下両用，
｢けんおんくんＭＣ－１０７ＢＷ｣又は
｢テルモＥＴ－Ｃ８６３Ｐ１｣

3 9021 ステレオセッ
ト

ミニコンポーネントステレオセット，
〔アンプ〕実用最大出力20W+20W～
30W+30W，2スピーカー，〔プレー
ヤー〕CD/DVDプレーヤー，デッキ付
き，特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

ミニコンポーネントステレオセット，
〔アンプ部〕実用最大出力20W+20W～
25W+25W,2スピーカー，〔プレーヤー
部〕CD/DVDプレーヤー，〔チューナー
部〕FM/AM，〔デッキ部〕ミニディス
ク(MD)，特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

取り扱い… 1：直接接続

2～3：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（沖縄ガス）

(３月15日実施)

符号 品目
銘               柄

銘               柄

内 容

符号 品目



物　価　指　数　年　譜  (続き)

年 月 事 項

18. 3 普通運賃(ＪＲ以外) 料金改定による値下げ（IGRいわて銀河鉄道）

の改定

(３月18日実施)

通学定期(ＪＲ以外) 料金改定による値下げ（IGRいわて銀河鉄道）

の改定

(３月18日実施)

通勤定期(ＪＲ以外) 料金改定による値下げ（IGRいわて銀河鉄道）

の改定

(３月18日実施)

18. 4 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

高等学校用，｢国語総合｣ 新学習指導要領に基づく国語総合

高等学校用，｢数学Ⅰ｣ 新学習指導要領に基づく数学Ⅰ

高等学校用，｢英語Ⅰ｣ 新学習指導要領に基づく英語Ⅰ

2 9142 ゴルフクラブ アイアン，6本セット，〔ヘッド〕複
合素材，〔シャフト〕カーボン，｢Ｘ
ＸＩＯ(ゼクシオＭＰ４００)｣又は｢Ｖ
ｉＱ　ＩＲＯＮ(ＴＳＩ－５０α)｣

アイアン，6本セット，〔ヘッド〕複
合素材，〔シャフト〕カーボン，｢ツ
アーステージ　ＶｉＱ(シャフト　Ｔ
ＳＩ－５０)｣

3 9622 シャンプー 液体，詰め替え用，袋入り(450mL入
り)，｢ラックス　スーパーリッチシャ
インシャンプー｣

液体，詰め替え用，袋入り(500mL入
り)，｢ラックス　スーパーリッチシャ
ンプー｣又は｢エッセンシャル　ダメー
ジケアシャンプー｣

4 9624 ヘアリンス 液体，詰め替え用，袋入り(450mL入
り)，｢ラックス　スーパーリッチシャ
インコンディショナー｣

液体，詰め替え用，袋入り(500mL入
り)，｢ラックス　スーパーリッチコン
ディショナー｣又は｢エッセンシャル
ダメージケアコンディショナー｣

5 9661 化粧水 セルフ化粧品，瓶入り(200mL入)，｢ア
クアレーベル　Ｗローション(Ｓ又は
Ｒ)｣又は｢フレッシェル　ホワイトＣ
ローション(さっぱりＳ又はしっとり
Ｓａ)｣

セルフ化粧品，瓶入り(200mL入り)，｢
ホワイティア　ローションＥＸ｣又は｢
フレッシェル　ホワイトＣローション
ａ｣

6 9672 ファンデー
ションＢ

セルフ化粧品，パウダータイプ，オー
ルシーズン用，詰め替え用(レフィ
ル)，12.5g入り，｢アクアレーベルホ
ワイトパクト｣

セルフ化粧品，パウダータイプ，オー
ルシーズン用，ケース入り(13g入
り)，｢ホワイティア　パクト｣

取り扱い… 1：直接接続

2～6：オーバーラップ法により接続

電気代の改定 料金改定による値下げ（東京電力，中部電力，関西電力，九州電力）

(４月１日実施) 燃料費調整による値上げ（北海道電力,東北電力,北陸電力,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（盛岡ガス，西部ガス，沖縄ガス）

(４月１日実施) 料金改定による値上げ（佐賀ガス，宮崎ガス）

原料費調整による値上げ（東京ガス，東邦ガスグループ，大阪ガス他）

下水道料の改定 下水道料の値上げ（水戸市）

(４月１日実施)

符号 品目

1 8110 教科書

銘               柄

内 容



付録 5　　平　成　18　年　消　費　者

年月 事 項

18. 4 診療代の改定 医療保険制度改正(診療報酬改定)による値下げ

(４月１日施行)

普通運賃(ＪＲ以外) 料金改定による値上げ（若桜鉄道，島原鉄道）

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（若桜鉄道，島原鉄道）

の改定 期間限定（１か月）の値下げ（鹿島鉄道)

(４月１日実施)

通勤定期(ＪＲ以外) 料金改定による値上げ（若桜鉄道）

の改定 料金改定による値下げ（島原鉄道）

(４月１日実施)

都市高速道路料金の 期間限定（３か月）ＥＴＣ割引による値下げ　(福岡・北九州高速)

改定

(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)

教科書の改定 教科書の値下げ

(４月１日実施)

介護料の改定 介護保険制度改正による値下げ

(４月１日施行)

18. 5 都市ガス代の改定 料金改定による値下げ（北海道ガス）

(５月１日実施)

18. 6 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1153 かまぼこ 蒸かまぼこ，板付き，〔内容量〕100
～160g，普通品

蒸かまぼこ，板付き，〔内容量〕140
～160g，普通品

取り扱い… 直接接続

基本銘柄の細部規定  

変更

新基本銘柄(細部規定) 旧基本銘柄(細部規定)

1 7443 移動電話機 ９０２ｉＳシリーズ ９０２ｉシリーズ

取り扱い… 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（長野市，静岡市）

(６月１日実施)

品目
銘               柄

符号 品目

内 容

銘               柄

符号



物　価　指　数　年　譜  (続き)

年 月 事 項

18. 7 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1261 ソーセージ ウインナーソーセージ，袋入り，JAS
規格品・標準

ウインナーソーセージ，袋入り，JAS
規格品・上級

2 1333 ヨーグルト プレーンヨーグルト，500g入り，｢明
治ブルガリアヨーグルトＬＢ８１｣又
は｢ナチュレ　恵　ｍｅｇｕｍｉ｣

プレーンヨーグルト，500g入り，｢明
治ブルガリアヨーグルトＬＢ８１｣，｢
森永ビヒダスヨーグルトＢＢ５３６｣
又は｢ＭＥＧＭＩＬＫナチュレＰＲＯ
ＧＢ｣

3 2144 ピザパイ 宅配ピザ，ミックスピザ(野菜類3種
類，肉・魚介類2種類程度)，〔サイ
ズ〕M(約25cm)

宅配ピザ，ミックスピザ(野菜類3種
類，肉・魚介類2種類程度)，〔サイ
ズ〕M

　　商標指定

4 4005 電気ポット 電気ジャーポット，まほうびん構造，
電動給湯式，〔容量〕2.9～3.0L

※　商標・品番指定

電動給湯式，〔容量〕3.0L，特殊機能
付きは除く

※　商標・品番指定

5 4063 ルームエアコ
ン

冷房・ヒートポンプ暖房兼用タイプ，
セパレート型，壁掛型，〔定格時能
力〕冷房2.8ｋW，暖房3.0～3.6kW，
〔冷暖房平均エネルギー消費効率〕
6.00～6.62，フィルター自動清掃機能
付き，空気清浄機能付き，除菌機能付
き，特殊機能付きは除く

※ 商標・型式番号指定

冷房・ヒートポンプ暖房兼用タイプ，
セパレート型，壁掛型，〔定格時能
力〕冷房2.2kW，暖房2.5～3.2kW，
〔冷暖房平均エネルギー消費効率〕
5.27～6.00，空気清浄機能付き，除菌
機能付き，特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

6 4141 カーテン 既製品，ドレープ，先染，〔素材〕ポ
リエステル100％，〔サイズ〕幅
100cm・丈178cm程度，1.5倍ひだ，2枚
入り，防炎加工を除く，中級品

既製品，ドレープ，先染，〔サイズ〕
幅95cm・丈175cm程度，防炎加工を除
く，｢綿・化学繊維交織｣又は｢化学繊
維交織｣，中級品

7 5101 背広服 夏物，シングル上下，並型，〔表地〕
｢毛(サマーウール)100％｣又は｢毛(サ
マーウール)70％以上・ポリエステル
混用｣，〔裏地〕ポリエステル100％，
〔サイズ〕A体型（A4～A6），中級品

調査月　4月～9月

夏物，シングル上下，〔表地〕｢毛(サ
マーウール)100％｣又は｢毛(サマー
ウール)70％以上・ポリエステル混
用｣，〔裏地〕ポリエステル100％，
〔サイズ〕A体型，中級品

調査月　4月～9月

8 5111 男子上着 替上着，シングル，並型，〔表地〕ツ
イード(毛100％)，〔サイズ〕A体型
(A4～A6)，中級品

調査月　1月～3月，9月～12月

替上着，シングル並型，〔表地〕ツ
イード(毛100％)，中級品

調査月　1月～3月，9月～12月

9 5331 男子パジャマ 長袖，開襟，前開き，長ズボン，〔素
材〕綿100％，〔サイズ〕チェスト88
～96cm・身長165～175cm・MA(M)，普
通品

調査月　1月～5月，9月～12月

長袖，開襟，前開き，ニット(綿
100％)，〔サイズ〕M，普通品

調査月　1月～5月，9月～12月

10 6101 生理用ナプキ
ン

昼用，スリム，羽つき，24個入り，
「ソフィボディフィットふわピタスリ
ム」

昼用，レギュラー，羽なし，34個入り

　　商標指定

11 7342 車庫借料 月極駐車料金，屋根なし駐車場，アス
ファルト舗装，小型自動車

月極駐車料金，屋根なし駐車場，アス
ファルト舗装，小型自動車

※　駐車場指定

12 7343 駐車料金 時間貸し駐車料金，平日，昼間，小型
自動車

時間貸し駐車料金，小型自動車，昼間

※　駐車場指定

13 9144 釣ざお 磯ざお，振出しざお，カーボン製
(カーボン含有率95～99％)，全長5.20
～5.50m，継数5本又は6本，錘負荷1～
6号，中級品

※　商標・品番指定

振出し磯ざお，カーボンロッド(カー
ボン含有率80～98％)，全長5.20～
5.50m，継数5本又は6本，錘負荷1～5
号，中級品

※　商標・品名指定

内 容

符号 品目
銘               柄



付録 5　　平　成　18　年　消　費　者

年月 事 項

18. 7 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

14 9198 録画用ＤＶＤ 録画用，DVD-R，〔記録容量〕4.7GB，
1～8倍速対応，10枚入り

録画用，DVD-R，〔記録容量〕4.7GB，
1～4倍速対応，5枚入り

15 9391 ビデオソフト
レンタル料

DVDビデオ，旧作，洋画，7泊8日 旧作，洋画，7泊8日

16 9328 月謝（英会
話）

英会話教室，日常英会話，グループ
レッスン，初心者クラス，週2回，終
了期間1年

英会話教室，月謝，日常英会話，グ
ループレッスン，初心者クラス，週2
回，終了期間1年

※　教室指定

17 9329 月謝（書道） 書道教室，小学生，週1回 書道教室，月謝，小学生，週1回

※　教室指定

18 9326 月謝（音楽） 音楽教室(ピアノ)，小学生，個人レッ
スン，初級，週1回

音楽教室(ピアノ)，初級，個人レッス
ン，週1回，月謝

※　教室指定

19 9319 月謝（ダン
ス）

カルチャーセンターにおける社交ダン
ス教室，グループレッスン，初級クラ
ス，レッスン料

カルチャーセンターにおける社交ダン
ス教室，グループレッスン，初級クラ
ス，レッスン料

※　カルチャーセンター指定

20 9313 月謝（水泳） 水泳教室(スイミング・クラブ)，児童
コース(初心者向き)，週1回

水泳教室(スイミング・クラブ)，児童
コース(初心者向き)，週1回講習，月
謝

21 9317 月謝（料理） 料理教室，一般家庭料理，月4回，材
料費を含む

料理教室，一般家庭料理，月4回，材
料費を含む

※　教室指定

平日，一般，入場料 平日，入場料

※　練習場指定

平日，最低貸出し個数 平日，最低貸出し個数

※　練習場指定

平日，ボール代 平日，ボール代

※　練習場指定

23 9362 フィットネス
クラブ使用料

プール・トレーニングジム・フィット
ネススタジオを有するフィットネスク
ラブ，個人会員の会費(利用日時の制
限なし)

プール・トレーニングジム・フィット
ネススタジオを有するフィットネスク
ラブ，個人会員の会費(利用日時の制
限なし)

※　フィットネスクラブ指定

24 9396 獣医代 狂犬病予防接種料 狂犬病予防接種料

※　病院指定

25 9611 歯ブラシ ナイロン毛，大人用，｢ビトイーンラ
イオン｣

ナイロン毛，大人用，｢ドゥークリア｣

取り扱い… 3,7～9,11,16～24：直接接続

1～2,4～6,10,12～15,25：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（さいたま市，徳島市）

(７月１日実施)

22 9353

内 容

符号 品目
銘               柄

ゴルフ練習料
金



物　価　指　数　年　譜  (続き)

年 月 事 項

18. 7 電気代の改定 料金改定による値下げ（北海道電力,東北電力,北陸電力,中国電力,四国電力,沖縄電力）

(７月１日実施)

都市ガス代の改定 原料費調整による値上げ（東京ガス，東邦ガス，大阪ガス，西部ガス他）

(７月１日実施)

たばこ税の改正 たばこ税の引上げによる値上げ

(７月１日実施)

18. 8 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

1 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，｢ワコール｣，｢ウイング｣又は｢
トリンプ｣

※ 品番指定

〔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

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 料金改定による値上げ（四国ガス）

(８月１日実施)

都市高速道路料金の ＥＴＣ特別料金割引区間の拡大による値下げ（名古屋高速）

改定

(８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

(８月１日実施)

18. 9 都市ガス代の改定 料金改定による値下げ（岡山ガス）

(９月１日実施)

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

(９月１日実施)

バス代の改定 バス代の値上げ（山形市）

(９月１日実施)

18. 10 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

1 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，78.4g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，76g入り)，｢クノール
カップスープ　コーンクリーム｣

品目
銘               柄

符号

内 容

符号 品目
銘               柄



付録 5　　平　成　18　年　消　費　者

年月 事 項

18. 10 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

2 9081 パソコン用プ
リンタ

インクジェットプリンタ，複合機能付
き

※　商標・型式番号指定

インクジェットプリンタ

※　商標・型式番号指定

3 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－７７
０００｣

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

4 9051 ピアノ アップライト，88鍵，3本ペダル，
黒，｢ヤマハ　ＹＵ３３｣

アップライト，88鍵，3本ペダル，
黒，特製ハンマー使用，専用高低自在
いす付き，｢ヤマハ　ＹＵ３０｣

取り扱い… 1：直接接続

2：回帰リンク（ヘドニック法）により接続

3～4：オプションコスト法により接続

電気代の改定 燃料費調整による値上げ（東京電力）

(10月１日実施)

都市ガス代の改定 原料費調整による値上げ（盛岡ガス，日本海ガス，四国ガス，沖縄ガス他）

(10月１日実施) 原料費調整による値下げ（東京ガス，東邦ガス，大阪ガス，西部ガス他）

診療代の改定 医療保険制度改正(高齢者窓口負担割合の変更，自己負担限度額引き上げ)による値上げ

(10月１日実施)

普通運賃(ＪＲ以外) 期間限定（３か月）一律料金による値下げ（熊本市営鉄道)

の改定

(10月１日実施)

都市高速道路料金の 期間限定（１か月）ＥＴＣ土曜・日曜割引による値下げ（阪神高速）

改定

(10月１日実施)

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

(10月24日実施)

18. 11 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

1 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(400mL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，
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｣

2 4441 洗濯用洗剤 合成洗剤，綿・麻・合成繊維用，粉
末，箱入り(1.1kg入り)，｢アタック｣
又は｢トップ｣

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

3 6141 紙おむつ 乳幼児用，パンツ型，Lサイズ，42枚
入り，｢ムーニーマン　さららマジッ
ク｣

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｣

品目
銘               柄

内 容

符号 品目
銘               柄

符号



物　価　指　数　年　譜  (続き)

年 月 事 項

18. 11 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

4 9128 プリンタ用イ
ンク

インクジェットプリンタ用，独立タイ
プ，染料インク，ブラック，｢キャノ
ン　ＢＣＩ-７ｅＢＫ｣

インクジェットプリンタ用，独立タイ
プ，ブラック，顔料インク，｢キャノ
ン　ＢＣＩ-３ｅＢＫ｣

取り扱い… 1：容量リンクにより接続

2～4：オーバーラップ法により接続

基本銘柄の細部規定 　

変更

新基本銘柄(細部規定) 旧基本銘柄(細部規定)

1 7443 移動電話機 ９０３ｉシリーズ ９０２ｉＳシリーズ

取り扱い… オーバーラップ法

都市ガス代の改定 料金改定による値下げ（大阪ガス）

(11月１日実施)

18. 12 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

1 4074 電気カーペッ
ト

〔サイズ〕2畳相当，〔消費電力〕全
面暖房時500～550Ｗ，ダニ対策機能付
き，切り忘れ防止機能付き，特殊機能
付きは除く，〔カバー〕アクリル
100％，中級品

調査月　1月～3月,10月～12月

※　商標・型式番号指定

〔消費電力〕全面暖房時460～620Ｗ，
タイマー付き，〔サイズ〕2畳相当，
カバー(化学繊維100％)付き

調査月　1月～3月,10月～12月

※　商標・型式番号指定

取り扱い… オーバーラップ法により接続

バス代の改定 バス代の値上げ（新潟市）

(12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

(12月１日実施)

都市高速道路料金の ＥＴＣ距離別特定料金区間設定及び料金改定による値下げ（首都高速）

改定 ＥＴＣ距離別割引率変更による値上げ（阪神高速）

(12月１日実施)

符号 品目
銘               柄

符号 品目
銘               柄

符号 品目
銘               柄

内 容


