
付録 5　　平　成　19　年　消　費　者

年 月 事 項

19. 1 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1105 かれい まがれい，あかがれい，むしがれい又
はまこがれい，丸(長さ約20cm以上)

まがれい，丸(長さ約25～35cm)

2 1107 さば まさば，切り身 まさば，丸(長さ25～40cm)

3 1110 たい まだい，刺身用，さく まだい，丸(長さ約20cm以上)

4 1150 ししゃも 子持ちししゃも，カラフトシシャモ
(カペリン)，パック入り(8～12匹入
り)，並

子持ちししゃも，パック入り(8～12匹
入り)，並

5 1165 魚介漬物 さわら又はさけ，並 さわら

6 1201 牛肉Ａ 国産品，ロース ロース

7 1212 豚肉Ｂ もも肉 肩肉

8 1331 チーズ 国産品，プロセスチーズ，スライスチ
ーズ，とろけるタイプ，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
北海道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，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｣

9 1462 わかめ 生わかめ，湯通し塩蔵わかめ，養殖も
の，国産品，並

養殖もの，塩蔵わかめ(湯通しもの)，
並

10 1501 りんごＡ つがる，1個200～400g

調査月　8月～10月

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

11 1711 カステラ 普通品 長崎カステラ

12 1801 うなぎかば焼
き

国産品，長焼き，1匹(120～210g)，並 長焼き，1匹(120～180g)，並

13 1931 果汁入り飲料 果汁入り飲料，20～30％果実果汁入
り，ペットボトル入り(1,500mL入り)，
｢クー」，｢なっちゃん｣又は｢小岩井
純水果汁｣

果汁入り飲料，20～30％果実果汁入
り，ペットボトル入り(500mL入り)，
｢クー｣，｢なっちゃん｣，｢キリン き
りり｣又は｢バヤリース｣

14 1951 炭酸飲料 ペットボトル入り(500mL入り)，｢コカ･
コーラ｣

コーラ，ペットボトル入り(500mL入り)

15 1972 乳酸菌飲料Ｂ 配達1本月ぎめ，「ヤクルト400(80mL入
り)」

「ヤクルト(65mL入り)」，配達1本月ぎ
め

16 2003 清酒 普通酒，紙容器入り(2,000mL入り)，ア
ルコール分13度以上16度未満

※　商標・呼称指定

佳撰又は佳撰に相当する清酒，普通
酒，アルコール分13度以上16度未満，
紙容器入り(2,000mL入り)

※　商標・呼称指定

17 2033 ウイスキー 瓶入り(700mL入り)，アルコール分40度
以上41度未満，｢サントリーウイスキー
角瓶｣

瓶入り(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｣

18 3177 ルームエアコ
ン取付け料

標準取付工事，配管パイプ4mまで，セ
パレート型,〔定格時能力〕冷房 2.8
kW，1台

標準取付工事，配管パイプ4mまで，セ
パレート型，〔定格時能力]冷房 2.2
kW，1台

19 4032 電気掃除機 床移動形，〔集塵方式〕紙パック式，
〔吸込仕事率〕最大600～630W，パワー
ブラシ，特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

床移動形，〔吸込仕事率〕540～560W，
タービンブラシ付き，特殊機能付きは
除く

※　商標・型式番号指定

20 4331 なべ 両手なべ，アルミニウム製(アルマイト
加工)，〔サイズ〕20cm，〔満水容量〕
2.6～3.0L，〔底の厚さ〕0.7～1.3mm，
中級品

両手なべ，アルミニウム製(アルマイト
加工)，〔寸法(サイズ)〕20cm，〔満水
容量〕2.6～3.0L，〔底の厚さ〕0.7～
1.3mm，中級品

※　商標・品名指定

21 4501 家事代行料 通い，家事労働(8時間)

※  家政婦紹介所指定

一般家庭，通い，普通労働(8時間)

22 5141 男子学校制服 公立中学校用，詰め襟上下，〔素材〕
｢ポリエステル100％｣又は｢ポリエステ
ル50％以上･毛混用」,〔サイズ〕身長
160cm･A体型

調査月　1月～3月

中学生用，詰め襟上下，｢ポリエステル
100％｣又は｢ポリエステル70％以上･毛
混用｣,〔サイズ〕身長155cm･胸囲78cm
用

調査月　1月～3月

内 容



年 月 事 項

19. 1 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

23 5162 婦人スーツ
(秋冬物)

秋冬物，長袖，〔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～2月，9月～12月

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

24 5163 ワンピース
(秋冬物)

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～2月，9月～12月

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

25 5169 スカート
(春夏物)

春夏物，〔素材〕ポリエステル100％，
〔サイズ〕W64～70cm，中級品

調査月　3月～8月

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
～70cm，中級品

調査月　3月～8月

26 5184 女子学校制服 公立中学校用，冬服，〔上衣〕セーラ
ー型，〔スカート〕プリーツスカー
ト，〔素材〕ポリエステル･毛混用，
〔サイズ〕身長155cm･A体型

調査月　1月～3月

中学生用，冬服，〔上衣〕セーラー
型，〔スカート〕車ひだ，〔サイズ〕
身長155cm用

調査月　1月～3月

27 5341 ブラジャー 〔カップ〕レース又はシームレス，
〔サイズ〕B70又はB75，中級品，｢ワ
コール｣，｢ウイング｣又は｢トリンプ｣

※　品番指定

〔カップ〕レース又はシームレス，
〔サイズ〕B70又はB75，中級品

※　商標・品番指定

28 5511 ネクタイ 幅ネクタイ，絹100％，中級品 絹100％，中級品

29 7301 自動車ガソリ
ン

レギュラーガソリン，セルフサービス
式を除く

現金売り，レギュラーガソリン

30 7311 自動車タイヤ 小型乗用車用，ラジアルタイヤ，チュ
ーブレスタイヤ,〔サイズ〕175/70R14
84S

※　商標・品名指定

小型乗用車用，ラジアルタイヤ，チュ
ーブレスタイヤ,〔サイズ〕175/70R13
82S

※　商標・品名指定

31 7443 移動電話機 カメラ付き携帯電話機，機種変更，使
用期間1年，｢ドコモ ＦＯＭＡ(ＦＯＭ
ＡからＦＯＭＡ)｣

※　シリーズ・型式番号指定

カメラ付き携帯電話機，機種変更，使
用期間1年，｢ドコモ ＦＯＭＡ（ｍｏｖ
ｅからＦＯＭＡ)｣

※　シリーズ・型式番号指定

32 9033 携帯オーディ
オ機器

携帯デジタルオーディオプレーヤー，
〔記録媒体〕フラッシュメモリー，
〔記録容量〕2GB，曲名表示機能付き，
特殊機能付きは除く

※商標・型式番号指定

ポータブルミニディスク(MD)プレー
ヤー，再生専用，MDLP対応付き

※商標・型式番号指定

33 9143 テニスラケッ
ト

硬式用,フレーム(ガットを除く),〔主
素材〕カーボン又はグラファイト,〔平
均ウェイト〕245g以上,〔ヘッドサイ
ズ〕100～110平方インチ，ケース付き,
｢ウイルソン｣，｢ヨネックス｣，｢プリン
ス｣又は｢ダンロップ｣

※　品番指定

硬式用,フレーム(ガットを除く),〔主
素材〕高弾性カーボン又はグラファイ
ト,〔平均ウェイト〕245g以上，〔ヘッ
ドサイズ〕88～117平方インチ，ケース
付き，｢ヨネックス｣又は｢ダンロップ｣

※　品番指定

34 9193 ペットフード
(ドッグフー
ド)

ドッグフード，ドライタイプ，成犬
用，袋入り(2kg入り)，普通品

●　商標指定

ドッグフード，ドライタイプ，成犬
用，袋入り(2kg入り)

●　商標指定

35 9196 ペットフード
(キャットフ
ード)

キャットフード，ウェットタイプ，缶
入り(85g入り)，普通品

●　商標指定

キャットフード，ウェットタイプ，缶
入り(85g入り)

●　商標指定

36 9361 ボウリングゲ
ーム代

一般，平日，午後6時以降の料金

※  ボウリング場指定

平日(月～金曜日)，午後6時以降の料金

37 9368 放送受信料
(ケーブル)

自主放送を行う事業者の利用料，ホー
ムターミナル1台，アナログ放送，基本
チャンネル，一戸建住宅

※　企業指定

自主放送を行う事業者の利用料，ホー
ムターミナル1台，アナログ放送，基本
チャンネル，一戸建住宅

 物  価  指  数  年  譜  

内 容



付録 5　　平　成　19　年　消　費　者

年 月 事 項

19. 1 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

38 9504 温泉・銭湯入
浴料

物価統制令適用外の公衆浴場の入館料
(タオル及び館内着の料金を含む)，平
日，大人

※  施設指定

物価統制令適用外の公衆浴場の入館
料，平日，大人

39 9602 電気かみそり 往復式，3枚刃，充電･交流式，充電時
間1時間，水洗いタイプ，特殊機能付き
は除く

※　商標・型式番号指定

往復式，充電･交流式，3枚刃，水洗い
タイプ，付属品を含む

※　商標・型式番号指定

40 9650 化粧クリーム
Ａ

カウンセリング化粧品，栄養クリー
ム，40g入り，｢エリクシール　シュペ
リエルリフトナイトクリーム｣

カウンセリング化粧品，栄養クリー
ム，30g入り，｢エリクシール ナイトコ
ンセントレートクリーム｣又は｢ユー
ヴィーホワイト ホワイトニングリバイ
タライザー｣

41 9690 乳液 Ａ カウンセリング化粧品，瓶入り(130mL
入り)，｢エリクシール シュペリエルＣ
ＥエマルジョンⅠ｣又は｢エリクシール
シュペリエルＣＥエマルジョンⅡ｣

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ＥＸⅡ｣

42 9731 旅行用かばん スーツケース，ハードタイプ，高さ
70cm程度，特殊ロック付き，キャス
ター付き(4輪)，中級品

スーツケース，ABS樹脂製，特殊ロック
付き，キャスター付き，〔サイズ〕
70cm程度

43 9751 腕時計 国産品，男性用，クオーツ，アナログ
表示，〔ケース(側)〕ステンレスス
チール又は金色めっき，｢セイコースピ
リット｣，中級品

※　品番指定

男性用，クオーツ，アナログ表示，
〔ケース(側)〕ステンレススチール又
は金色めっき，｢セイコースピリッ
ト｣，中級品

※　品番指定

取り扱い… 1,6,8～11,14,16,17,20～22,24,26,28,29,31,34～37,43：直接接続

2～5,7,12,13,15,18,19,23,27,30,32,33,38～40,42：オーバーラップ法により接続

25：インピュート法により接続

41：容量リンクにより接続

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)

普通運賃(ＪＲ以外) 期間限定（３か月間）一律料金終了による値上げ（熊本市営)

の改定

(１月１日実施)

普通運賃(ＪＲ以外)

の改定

通学定期(ＪＲ以外)

の改定 料金改定による値上げ（土佐電気鉄道）

通勤定期(ＪＲ以外)

の改定

(１月１日実施)

移動電話通信料の ユニバーサルサービス制度の開始に伴う料金改定による値上げ

料金改定

(１月１日実施)

内 容



年 月 事 項

19. 1 インターネット接続 ユニバーサルサービス制度の開始に伴う料金改定による値上げ

料の料金改定

(１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

(１月16日実施)

19. 2 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 9034 ＤＶＤレコー
ダー

HDD内蔵,〔HDD容量〕400GB，地上･BS･
110度CSデジタルチューナー内蔵（搭
載），HDMI端子付き

※　商標・型式番号指定

HDD内蔵，〔HDD容量〕200GB又は250
GB，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… オーバーラップ法により接続

固定電話通信料の ユニバーサルサービス制度の開始に伴う料金改定による値上げ

改定

(２月１日実施)

タクシー代の改定 料金改定による値下げ(宮崎市)

(２月１日実施)

19. 3 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1252 ハム ロースハム，JAS規格品・上級 ロースハム，JAS規格品・標準

取り扱い… 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

(３月１日実施)

19. 4 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 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，〔通年
エネルギー消費効率〕6.2～6.6，フィ
ルター自動清掃機能付き，高性能機能
付き

※ 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2.8kW，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

取り扱い… オーバーラップ法により接続

火災保険料の改定 構造条件により保険料率変更

(４月１日実施)

電気代の改定 燃料費調整による値下げ

(４月１日実施) (北海道電力，東北電力，東京電力，北陸電力，関西電力，中国電力，四国電力，

 九州電力，沖縄電力)

 物  価  指  数  年  譜  (続き)

内 容



付録 5　　平　成　19　年　消　費　者

年 月 事 項

19. 4 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）

(４月１日実施) 原料費調整による値下げ（盛岡ガス，広島ガス，沖縄ガス）

水道料の改定 料金改定による値下げ（宇都宮市）

(４月１日実施)

下水道料の改定 料金改定による値上げ（千葉市，鳥取市，山口市）

(４月１日実施)

粗大ごみ処理手数料 家電再商品化等料金の改定による値下げ

の改定

(４月１日実施)

通学定期(ＪＲ以外)

の改定

通勤定期(ＪＲ以外) 料金改定による値上げ（若桜鉄道）

の改定

(４月１日実施)

タクシー代の改定 料金改定による値上げ（京都市）

(４月１日実施)

航空運賃の改定 料金改定による値上げ（一部の航空会社)

(４月１日実施)

自動車保険料(自賠 保険料改定による値上げ

責)の改定

(４月１日実施)

普通運賃(ＪＲ以外)

の改定

通学定期(ＪＲ以外)

の改定 料金改定による値上げ（関東鉄道）

通勤定期(ＪＲ以外)

の改定

(４月23日実施)

タクシー代の改定 料金改定による値上げ（長野市，大分市）

(４月27日実施)

19. 5 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1271 ベーコン ベーコン，JAS格付なし，普通品 ベーコン，JAS規格品(標準)

2 9042 ビデオカメラ 家庭用，デジタル方式，〔記録媒体〕
DVD，〔総画素数〕210万以上，〔ズー
ム倍率〕光学10～12倍，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〕
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

内 容



年 月 事 項

19. 5 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

3 9623 歯磨き 練り歯磨き，140g入り，｢デンタークリ
アＭＡＸライオン｣

練り歯磨き，ラミネートチューブ入り
（160g入り），｢デンターａｍｉｎｏラ
イオン｣(ウインターグリーンを除く)

取り扱い… 1～3：オーバーラップ法により接続

19. 6 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 9921 保育所保育料 公立保育所，2歳児，1人が入所，所得
税額315,000円の世帯が支払う保育料

公立保育所，2歳児，1人が通所，所得
税額280,000円の世帯が支払う保育料

2 6141 紙おむつ 乳幼児用，パンツ型，Lサイズ，40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，42枚入
り，｢ムーニーマン　さららマジック｣

取り扱い… 1:オーバーラップ法により接続

2:容量リンクにより接続

基本銘柄の細部規定

変更 符号 品目 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 ９０４ｉシリーズ ９０３ｉシリーズ

取り扱い… オーバーラップ法により接続

普通運賃(ＪＲ以外)

の改定

通学定期(ＪＲ以外)

の改定 料金改定による値上げ（しなの鉄道）

通勤定期(ＪＲ以外)

の改定

(６月１日実施)

タクシー代の改定 料金改定による値下げ（盛岡市）

(６月１日実施)

都市高速道路料金の 距離別割引社会実験による割引率変更による値上げ（阪神高速）

改定

(６月24日実施)

19. 7 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1145 丸干しいわし まいわし，長さ12cm以上，並 まいわし(長さ約12cm)，並

2 1463 こんぶ 板こんぶ，国産品，並 とろろこんぶ，並

3 1511 みかん 温州みかん，1個70～130g

調査月　1月～3月，9月～12月

１個100～120g

調査月　１月～3月，9月～12月

4 1521 なし 幸水又は豊水，1個300～450g

調査月　8月～10月

幸水又は豊水，1個300～350g

調査月　8月～10月

5 1551 もも 1個200～350g

調査月　7月～9月

1個200～250g

調査月　7月～9月

6 1783 ポテトチップ
ス

袋入り(65～110g入り)，成型ポテト
チップスを除く

袋入り(70～130g入り)，成型ポテト
チップスを除く

 物  価  指  数  年  譜  (続き)

内 容



付録 5　　平　成　19　年　消　費　者

年 月 事 項

19. 7 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

7 3103 温水洗浄便座 シートタイプ，脱臭機能付き，温風乾
燥機能付き，リモコン付き，特殊機能
付きは除く

※　商標・型式番号指定

シートタイプ，温風乾燥機能付き，脱
臭機能付き，特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

8 4461 防虫剤 ピレスロイド系(エムペントリン製
剤)，引き出し・衣装ケース用，箱入り
(24個入り)，有効期間1年，｢ムシュー
ダ｣

ピレスロイド系(エムペントリン製
剤)，引き出し・衣装ケース用，箱又は
袋入り(24個入り)，有効期間12ヶ月，｢
ムシューダ｣又は｢ミセスロイド｣

9 5241 婦人セーター
(長袖)

プルオーバー，長袖，〔素材〕｢毛
100％」又は｢毛50％以上・化学繊維混
用｣，無地，〔サイズ〕M，普通品

調査月　1月～3月，9月～12月

カーデガン(ボタン付き)，長袖，毛
100％，無地，〔サイズ〕M，普通品

調査月　1月～3月，9月～12月

10 5242 婦人セーター
(半袖)

プルオーバー，半袖，〔素材〕｢綿100
％」又は「綿50％以上・化学繊維混
用｣，無地，〔サイズ〕M，普通品

調査月　4月～8月

プルオーバー，半袖，無地，｢綿100
％｣，｢綿・化学繊維混用｣，｢麻100％｣
又は｢麻・化学繊維混用｣，〔サイズ〕
M，普通品

調査月　4月～8月

11 7313 カーナビゲー
ション

一体型，〔記憶メディア〕HDD，〔画面
サイズ〕7型，特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

オンダッシュタイプ，〔記憶メディ
ア〕DVD，〔画面サイズ〕6.5型又は7型

※　商標・型式番号指定

12 9013 テレビ
(薄型)

液晶テレビ，32V型，地上・BS・110度
CSデジタルチューナー内蔵，ハイビ
ジョン対応パネル，HDMI端子付き

※　商標・型式番号指定

液晶テレビ，32V型，地上・BS・110度
CSデジタルチューナー内蔵(搭載)，D4
端子付き，i.LINK端子付き

※　商標・型式番号指定

13 9034 ＤＶＤレコー
ダー

HDD内蔵,〔HDD容量〕500GB～600GB，地
上・BS・110度CSデジタルチューナー内
蔵(2基)，HDMI端子付き

※　商標・型式番号指定

HDD内蔵，〔HDD容量〕400GB，地上・
BS・110度CSデジタルチューナー内蔵
(搭載)，HDMI端子付き

※　商標・型式番号指定

14 9125 筆入れ ビニール製，マグネットタイプ，幅9～
10cm，柄物，鉛筆削り付き，普通品

ビニール製，マグネット式，幅8～
9cm，柄物，普通品

15 9741 指輪 平型又は甲丸，プラチナ900(Pt900)，
〔重さ〕3.5～4g

平型又は甲丸，プラチナ900(Pt900)，
〔幅〕2.5～3.5mm，〔サイズ〕9～11号

取り扱い… 1,3～6,8,12：直接接続

2,7,10,11,13～15：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 燃料費調整による値下げ

(７月１日実施) (東京電力，中部電力，関西電力，九州電力)

 

都市ガス代の改定 原料費調整による値上げ（四国ガス）

(７月１日実施) 原料費調整による値下げ（東京ガス，東邦ガスグループ，大阪ガス，西部ガス他）

原料費調整及び熱量変更による値下げ（日本海ガス）

19. 8 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1794 冷凍調理ピラ
フ

えびピラフ，袋入り(450～500g入り)
(調査単位：100ｇ)

えびピラフ，袋入り(500g入り)
(調査単位：1袋)

2 4402 ポリ袋 ポリエチレン製，保存袋(冷凍･解凍
用)，ダブルジッパー付き，〔サイズ〕
196mm×177mm，箱入り(20枚入り)，｢Ｚ
ｉｐｌｏｃ　フリーザーバッグ｣

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)，｢Ｚｉｐｌｏ
ｃ　フリーザーバッグ｣

取り扱い… 1：オーバーラップ法により接続

2：直接接続

内 容



年 月 事 項

19. 8 都市ガス代の改定 料金改定による値下げ（大津市企業局）

(８月１日実施) 熱量変更による値下げ（四国ガス）

傷害保険料の改定 保険料改定による値上げ

(８月１日実施)

19. 9 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 4032 電気掃除機 床移動型，〔集塵方式〕紙パック式，
〔吸込仕事率〕最大540～570W，パワー
ブラシ，特殊機能付きは除く

※商標・型式番号指定

床移動型，〔集塵方式〕紙パック式，
〔吸込仕事率〕最大600～630W，パワー
ブラシ，特殊機能付きは除く

※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

都市ガス代の改定 料金改定による値下げ（北海道ガス，日本ガス）

(９月１日実施)

インターネット接続 基本料金改定による値上げ（一部の通信会社）

料の料金改定

(９月１日実施)

タクシー代の改定 料金改定による値上げ（秋田市，長崎市）

(９月14日実施)

19.10 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1031 ゆでうどん 1食入り(200～250g入り)，普通品
(調査単位:100g)

1食入り(200～250g入り)，普通品
(調査単位:1袋)

2 1052 生中華めん 2食入り(220～260g入り)，普通品
(調査単位:100g)

2食入り(220～260g入り)，普通品
(調査単位:1袋)

3 1654 風味調味料 かつお風味，箱入り(40g袋×3)，｢ほん
だし｣

かつお風味，箱入り，｢味の素ほんだし
(50g×3袋入り)｣

4 1732 キャンデー のど飴，袋入り，｢ノンシュガーのど飴
(カンロ)｣(104g入り) 又は「のど飴
(ロッテ)」(110g入り)

のど飴，袋入り(120g入り)，「のど飴
(ロッテ)」又は「はちみつきんかんの
ど飴(ノーベル製菓)」

5 6095 浴用剤 薬用入浴剤，粉末タイプ，紙容器入り
(690g入り)，｢バスクリン｣

薬用入浴剤，粉末タイプ，紙容器入り
(680g入り)，｢バスクリン｣

6 9033 携帯オーディ
オ機器

携帯デジタルオーディオプレーヤー，
〔記録媒体〕フラッシュメモリー，
〔記録容量〕8GB，ビデオ再生機能付
き，曲名表示機能付き

※  商標・型式番号指定

携帯デジタルオーディオプレーヤー，
〔記録媒体〕フラッシュメモリー，
〔記録容量〕2GB，曲名表示機能付き，
特殊機能付きは除く

※  商標・型式番号指定

7 9193 ペットフード
(ドッグフー
ド)

ドライタイプ，成犬用，袋入り(2.5kg
入り)，普通品，｢ペディグリー ミキ
サー｣

ドライタイプ，成犬用，袋入り(2kg入
り)，普通品

※ 商標指定

8 9622 シャンプー 液体，詰め替え用，袋入り(400mL入
り)，｢スーパーマイルド チカラ シャ
ンプー｣，｢エッセンシャルダメージケ
ア リッチプレミアシャンプー」又は
｢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(450mL入
り)，｢ラックス スーパーリッチシャ
インシャンプー｣

 物  価  指  数  年  譜  (続き)

内 容



付録 5　　平　成　19　年　消　費　者

年 月 事 項

19.10 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

9 9624 ヘアリンス 液体，詰め替え用，袋入り(400mL入
り)，｢スーパーマイルド チカラ コン
デショナー｣，｢エッセンシャルダメー
ジケア リッチプレミアコンディショ
ナー｣又は｢ラックス スーパーリッチ
シャインコンデショナー｣

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
インコンデショナー｣

10 9682 口紅Ｂ セルフ化粧品，スティックタイプ，｢イ
ンテグレート アクアダイヤモンドルー
ジュ｣又は｢インテグレート ライブフィ
ックスルージュ｣

セルフ化粧品，スティックタイプ，｢セ
ルフィット ラスティングルージュＮ｣

取り扱い… 1～3,6,10：オーバーラップ法により接続

4,5,7～9：容量リンクにより接続

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，東邦ガスグループ，大阪ガス，西部ガス他）

(10月１日実施)

タクシー代の改定 料金改定による値上げ（那覇市）

(10月１日実施)

航空運賃の改定 チケットレス割引終了による値上げ

(10月１日実施)

都市高速道路料金の 距離別割引社会実験拡大による値上げ（阪神高速）

改定

(10月１日実施)

たばこ(輸入品)の 価格改定による値上げ

改定

(10月１日実施)

普通運賃(ＪＲ以外)

の改定

通学定期(ＪＲ以外)

の改定 料金改定による値下げ（熊本市営）

通勤定期(ＪＲ以外)

の改定

(10月12日実施)

19.10 タクシー代の改定 料金改定による値上げ

(10月16日実施) 和歌山市

(10月19日実施) 名古屋市

内 容



年 月 事 項

19.11 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 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18W＋18W～
20W＋20W，2スピーカー，〔チュー
ナー〕FM／AM，〔記録媒体〕HDD内臓
(80GB)，CDプレーヤー付き，高音質再
生機能付き

※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〕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

2 9042 ビデオカメラ 家庭用，デジタル方式，〔記録媒体〕
HDD，〔記録容量〕40～60GB，〔動画
記録方式〕ハイビジョン(垂直画素数
1080)，〔総画素数〕207万以上,〔ズ
ーム倍率〕光学10～12倍

※商標・型式番号指定

家庭用，デジタル方式，〔記録媒体〕
DVD，〔総画素数〕210万以上，〔ズー
ム倍率〕光学10～12倍，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

下水道料の改定 条例改正による値上げ(宮崎市)

(11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

(11月１日実施)

都市高速道路料金 ETC距離別割引社会実験拡大による値上げ（首都高速）

の改定

タクシー代の改定 料金改定による値上げ

(11月21日実施) 富山市

(11月26日実施) 静岡市，広島市，福岡市

19.12 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 6141 紙おむつ 乳幼児用，パンツ型，Ｌサイズ，40枚
入り，「ムーニーマン さららマジッ
ク」又は「パンパース フィットパン
ツ」

乳幼児用，パンツ型，Ｌサイズ，40枚
入り，「ムーニーマン さららマジッ
ク」

2 7443 移動電話機 カメラ付き携帯電話機，機種変更，使
用期間１年以上，「ドコモ ＦＯＭＡ
(ＦＯＭＡからＦＯＭＡ)」，９シリー
ズ，ベーシックコース

※シリーズ・型式番号指定

カメラ付き携帯電話機，機種変更，使
用期間１年，「ドコモ ＦＯＭＡ(ＦＯ
ＭＡからＦＯＭＡ)」

※シリーズ・型式番号指定

取り扱い… 1：直接接続

2：オーバーラップ法により接続

タクシー代の改定 料金改定による値上げ

(12月３日実施) 東京都区部，横浜市，川崎市，高松市，北九州市，佐賀市，熊本市

(12月10日実施) 宇都宮市，前橋市，さいたま市，千葉市，甲府市

内 容

 物  価  指  数  年  譜  (続き)


