
付録 5　　平　成　21　年　消　費　者

年月 事 項

21. 1 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３．２～
３．６ｋＷ，〔通年エネルギー消費効
率〕６．３～６．７，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，〔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

取扱い… 1：直接接続

電気代の改定

（１月１日実施） 中国電力，四国電力，九州電力，沖縄電力）

都市ガス代の改定 料金改定による値下げ（山口合同ガス）

（１月１日実施） 上記以外の各社原料費調整単価の値上げ

普通運賃(ＪＲ以外)

の改定

通学定期(ＪＲ以外)

内 容

燃料費調整単価の値上げ（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，

の改定 高千穂鉄道完全廃止による指数欠（宮崎市）

通勤定期(ＪＲ以外)

の改定

（１月１日実施）

タクシー代の改定 料金改定による値上げ

（１月14日実施） （奈良市）

（１月21日実施） （神戸市）



年 月 事 項

21. 2 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 7313 カーナビゲー
ション

一体型，〔記憶メディア〕ＨＤＤ，
〔記憶容量〕４０ＧＢ，〔画面サイ
ズ〕７型，地上デジタルチューナー内
蔵，ＷＶＧＡディスプレイ付き，特殊
機能付きは除く

 ※商標・型式番号指定

一体型，〔記憶メディア〕ＨＤＤ，
〔画面サイズ〕７型，地上デジタル
チューナーセット，特殊機能付きは除
く
 

※  商標・型式番号指定

2 9198 録画用ＤＶＤ 録画用，ＤＶＤ－Ｒ，〔記録容量〕
４．７ＧＢ，１～８倍速対応，ＣＰＲ
Ｍ対応，１０枚入り

録画用，ＤＶＤ－Ｒ，〔記録容量〕
４．７ＧＢ，１～８倍速対応，１０枚
入り

取扱い… 1：直接接続

2：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料の値上げ

改定

（２月１日実施）

バス代の改定 料金改定による値上げ（高知市）

（２月15日実施）

 物  価  指  数  年  譜  

内 容

21. 3 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1301 牛乳(配達) 牛乳，配達１本月ぎめ，瓶入り(１８
０mL入り)，　瓶代を除く

牛乳，配達１本月ぎめ，瓶入り(２０
０mL入り)，　瓶代を除く

2 1333 ヨーグルト プレーンヨーグルト，４５０～５００
ｇ入り，「明治ブルガリアヨーグルト
ＬＢ８１」，「ビヒダスプレーンヨー
グルトＢＢ５３６」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ＬＢ８
１」又は「ナチュレ 恵 ｍｅｇｕｍ
ｉ」

3 1794 冷凍調理ピラ
フ

えびピラフ，袋入り（４３０～５００
ｇ入り）

えびピラフ，袋入り（４５０～５００
ｇ入り）

4 9013 テレビ 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，ＨＤＭ
Ｉ端子付き，特殊機能付きは除く

※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，ハイビジョン対応パネル，ＨＤＭ
Ｉ端子付き

※商標・型式番号指定
5 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〕１２０ＧＢ，
〔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１２～２
０倍

※商標・型式番号指定

家庭用，デジタル方式，〔記録媒体〕
ＨＤＤ，〔記録容量〕４０ＧＢ～６０
ＧＢ，〔動画記録方式〕ハイビジョン
(垂直画素数１０８０)，〔総画素数２
０７万以上，〔ズーム倍率〕光学１０
～１２倍

※商標・型式番号指定



付録 5　　平　成　21　年　消　費　者

年月 事 項

21. 3 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

6 9145 トレーニング
パンツ

ロングパンツ，〔素材〕ポリエステル
１００％，〔サイズ〕Ｓ～Ｌ，中級
品，「アディダス」，「ナイキ」又は
「プーマ」

※品番指定

ロングパンツ，〔素材〕ポリエステル
１００％，〔サイズ〕Ｓ～Ｌ，中級
品，「ウイルソン」，「アディダ
ス」，「スーパースター」又は「ナイ
キ」

※品番指定

7 9162 フィルム カメラ用，カラープリント用，３５ミリ，ＩＳＯ４０
０，２７枚撮り，３本入り，「フジカラー ＳＵＰ
ＥＲＩＡ ＰＲＥＭＩＵＭ４００」

カメラ用，カラープリント用，３５ミリ，ＩＳＯ４０
０，２７枚撮り，３本入り，「フジカラー ＳＵＰ
ＥＲＩＡ Ｖｅｎｕｓ４００」

取扱い… 1：容量リンクにより接続

2,5：オーバーラップ法により接続

3,4,6,7：直接接続

都市ガス代の改定 料金改定による値上げ（青森ガス）

（３月１日実施）

バス代の改定 料金改定による値上げ（宮崎市）

（３月16日実施）

内 容

高速自動車国道料金 大都市近郊の土日祝日昼間におけるＥＴＣ割引開始及び地方部のＥＴＣ割引拡大による値下げ

の改定

（３月28日実施）

都市高速道路料金 首都高速道路の日曜祝日におけるＥＴＣ割引拡大による値下げ（さいたま市,千葉市,東京都区部,

の改定 川崎市，横浜市）

（３月28日実施） 阪神高速道路の土日祝日におけるＥＴＣ割引拡大による値下げ（京都市，大阪市，神戸市，奈良市）

21. 4 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1602 マーガリン ファットスプレッド，ポリ容器入り
（３２０ｇ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
（４００ｇ入り），「雪印 ネオソフ
ト」又は「明治コーンソフト」

2 4441 洗濯用洗剤 合成洗剤，綿・麻・合成繊維用，粉
末，箱入り(１.０ｋｇ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(１.０ｋｇ入り)，「ア
タック」

3 8204 補習教育
（高校・予備
校）

高等学校卒業生対象，私立大学文系
コース又は私立大学理系コース，授業
料(通信衛星授業を含む)

※学校・コース指定

高等学校卒業生対象，私立大学文系
コース又は私立大学理系コース，授業
料

※学校・コース指定

4 9622 シャンプー 液体，詰め替え用，袋入り(３８０～
４４０ｍＬ入り)，「アジエンス イン
ナー・リッチ シャンプー」，「ＴＳ
ＵＢＡＫＩ シャンプー」又は「ラッ
クス スーパーダメージリペア シャン
プー」

液体，詰め替え用，袋入り(４００ｍ
Ｌ入り)，「アジエンス シャン
プー」，「ＴＳＵＢＡＫＩ シャン
プー」又は「ラックス スーパーダ
メージリペアシャンプー」



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

21. 4 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

5 9624 ヘアリンス 液体，詰め替え用，袋入り(３８０～
４４０ｍＬ入り)，「ＴＳＵＢＡＫＩ
コンディショナー」，「ラックス
スーパーダメージリペア エクストラ
コンディショナー」又は「アジエンス
インナー・リッチ コンディショ
ナー」

液体，詰め替え用，袋入り(４００ｍ
Ｌ入り)，「ＴＳＵＢＡＫＩ コンディ
ショナー」，「ラックス スーパーダ
メージリペアコンディショナー」又は
「アジエンス コンディショナー」

6 9670 ファンデー
ションＡ

カウンセリング化粧品，パウダータイ
プ，詰め替え用(レフィル)，「マキ
アージュ ラスティングパウダリーＵ
Ｖ(春・夏)」(１１ｇ入り)又は「マキ
アージュ クライマックス モイス
チャーパウダリー(秋・冬)」(１２ｇ
入り)

カウンセリング化粧品，パウダータイ
プ，詰め替え用(レフィル)，「マキ
アージュ クライマックス ラスティン
グパウダリーＵＶ(春夏用)」(１１ｇ
入り)又は「マキアージュ クライマッ
クス モイスチャーパウダリー(秋冬
用)」(１２ｇ入り)

取扱い… 1：容量リンクにより接続

2,3,6：直接接続

4,5：オーバーラップ法により接続

電気代の改定 燃料費調整単価の値上げ（中部電力,九州電力）

（４月１日実施） 燃料費調整単価の値下げ（北海道電力,東北電力，東京電力,北陸電力,四国電力,

沖縄電力）

内 容

都市ガス代の改定 原料費調整単価の値上げ（東京ガス，東邦ガス，大阪ガスほか）

（４月１日実施） 原料費調整単価の値下げ（西部ガスほか）

料金改定による値上げ（金沢市，大分ガス）

料金改定による値下げ（福井市）

水道料の改定 料金改定による値上げ（大津市）

（４月１日実施） 料金改定による値下げ（北九州市）

下水道代の改定 料金改定による値上げ（金沢市，大津市，鳥取市，高知市，大分市）

（４月１日実施）

都市高速道路料金 広島高速道路の通勤時間帯ＥＴＣ割引拡大による値下げ（広島市）

の改定

（４月１日実施）

新聞代（地方・ブ 一部新聞紙の料金改定による値上げ（山口市）

ロック紙）の改定

（４月１日実施）



付録 5　　平　成　21　年　消　費　者

年月 事 項

21. 4 介護料の改定 介護報酬改定による値上げ

（４月１日実施）

21. 5 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1732 キャンデー のど飴，袋入り　（個包装紙込み　９
０ｇ入り）

※　商標指定

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）

2 9034 ＤＶＤレコー
ダー

ブルーレイディスクレコーダー，ＨＤ
Ｄ内蔵，〔ＨＤＤ容量〕３２０ＧＢ，
地上・ＢＳ・１１０度ＣＳデジタル
チューナー内蔵（２基），ＨＤＭＩ端
子付き，高性能機能付き

※　商標・型式番号指定

ブルーレイディスクレコーダー，ＨＤ
Ｄ内蔵，〔ＨＤＤ容量〕２５０ＧＢ～
３２０ＧＢ，地上・ＢＳ・１１０度Ｃ
Ｓデジタルチューナー内蔵（２基），
ＨＤＭＩ端子付き，特殊機能付きは除
く

※　商標・型式番号指定

取扱い… 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

電気代の改定 燃料費調整単価の値下げ（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，

内 容

（５月１日実施） 中国電力，四国電力，九州電力，沖縄電力）

都市ガス代の改定 原料費調整単価の値下げ（東京ガス,東邦ガス,大阪ガス,西部ガス）

（５月１日実施）

移動電話通信料の パケット通信プラン値下げ（一部の移動電話通信会社）

改定

（５月１日実施）



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

21. 6 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1783 ポテトチップ
ス

袋入り（６０～９５ｇ入り），成型ポ
テトチップスを除く

袋入り（６５～１１０ｇ入り），成型
ポテトチップスを除く

2 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５８０又は５９０
Ｗ，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，〔集塵方式〕紙パック式，
〔吸込仕事率〕最大５４０～５７０
Ｗ，パワーブラシ，特殊機能付きは除
く

※　商標・型式番号指定

取扱い… 1：直接接続

2：オーバーラップ法により接続

電気代の改定 燃料費調整単価の値下げ（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，

（６月１日実施） 中国電力，四国電力，九州電力，沖縄電力）

都市ガス代の改定 原料費調整単価の値下げ（東京ガス,東邦ガス,大阪ガス,西部ガス）

（６月１日実施）

航空運賃の改定

（６月１日実施） 一部航空会社の不況対策キャンペーンによる普通運賃値下げ

内 容

（６月１日実施） 部航空会社の不況対策キャン ンによる普通運賃値下げ

（６月30日実施） 一部航空会社の定額給付金記念割引きによる値下げ

21. 7 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格付けなし，普通
品

ロースハム，ＪＡＳ規格品・上級

2 1261 ソーセージ ウインナーソーセージ，袋入り，ＪＡ
Ｓ規格品・特級

ウインナーソーセージ，袋入り，ＪＡ
Ｓ規格品・標準

3 1631 みそ 米みそ，カップ入り（７５０ｇ入
り），並

米みそ，カップ入り（１ｋｇ入り），
並

4 1796 調理パスタ 冷凍スパゲッティ，袋入り（２６０～
３０１g入り）

商標指定

電子レンジ専用パスタ，箱入り（２２
０～２７４g入り），「マ・マー
アルデンティーノ」又は「日清Ｃｈｉ
ｎ」

品名指定

5 5131 男子コート 秋冬物，シングル，並型，〔表地〕
「ポリエステル１００％」，ライニン
グ付き，〔サイズ〕チェスト８８～９
６ｃｍ・身長１６５～１７５ｃｍ・Ｍ
Ａ（Ｍ），〔着丈〕７７～９２ｃｍ，
中級品

調査月１月～２月，１１月～１２月

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
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年月 事 項

21. 7 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

6 5182 婦人コート 冬物，並型，総裏，〔表地〕　「毛
（ウール１００％）」，「毛（ウー
ル・アンゴラ混用）」又は「毛（ウー
ル・カシミア混用）」，〔裏地〕ポリ
エステル，〔サイズ〕「７～１１号」
又は「Ｍ」，中級品

調査月１月～２月，１１月～１２月

冬物，並型，総裏，〔表地〕　「毛
（ウール１００％）」，「毛（ウー
ル・アンゴラ混用）」又は「毛（ウー
ル・カシミア混用）」，〔裏地〕キュ
プラ，　〔サイズ〕「７～１１号」又
は「Ｍ」，中級品

調査月１月～２月，１１月～１２月

7 6051 皮膚病薬 第２類医薬品，外用湿疹・皮膚炎用
薬，箱入り（９０g入り），「メンソ
レータムＡＤクリーム」

ポリ容器入り（３５g入り），「メンソレータム」

8 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（総容量４７０～５
００ｍＬ入り）
商標指定

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

9 9692 乳液Ｂ セルフ化粧品，ポリ容器入り（１３０
ｍＬ入り），「アクアレーベル　ＷＴ
エマルジョン（Ｓ又はＲ）」又は「フ
レッシェル　ホワイトＣ　ミルク
（さっぱり又はしっとり）ｒ」

セルフ化粧品，瓶入り（１５０ｍＬ入
り），「ドルックス　レーデボーテ」

取扱い… 1～4，7～9：オーバーラップ法により接続

5,6：インピュート法により接続

内 容

電気代の改定 燃料費調整単価の値上げ（北海道電力,四国電力,沖縄電力）

（７月１日実施） 燃料費調整単価の値下げ（東北電力,東京電力,北陸電力,中部電力,関西電力,中国電力，九州電力）

都市ガスの改定 各社原料費調整単価の値下げ

（７月１日実施）

バス代の改定 料金改定による値上げ（秋田市）

（７月１日実施）

タクシー代の改定 料金改定による値下げ（福井市）

（７月１日実施）

自動車保険料（任 一部保険会社の保険料改正による値下げ

意）の改定

（７月１日実施）



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

21. 7 都市高速道路料金の 名古屋高速道路におけるＥＴＣ普通車土日祝日料金値下げ社会実験開始による値下げ（名古屋市）

改定

（７月18日実施）

移動電話通信料の 新パケット通信プラン導入による値下げ（一部の移動電話通信会社）

改定

（７月31日実施）

21. 8 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 9198 録画用ＤＶＤ 録画用，ＤＶＤ－Ｒ，〔記録容量〕
４．７ＧＢ，１～１６倍速対応，ＣＰ
ＲＭ対応，１０枚入り，特殊加工を除
く

録画用，ＤＶＤ－Ｒ，〔記録容量〕
４．７ＧＢ，１～８倍速対応，ＣＰＲ
Ｍ対応，１０枚入り

取扱い… 1：オーバーラップ法により接続

電気代の改定 燃料費調整単価の値上げ（北海道電力）

（８月１日実施） 燃料費調整単価の値下げ（東北電力,東京電力,北陸電力,中部電力,関西電力,中国電力,九州電力）

都市ガスの改定 各社原料費調整単価の値下げ

内 容

都市 改定 各社原料費調整単価 値下げ

（８月１日実施）

バス代の改定 料金改定による値上げ（長野市）

（８月１日実施）

移動電話通信料の パケット通信プラン値下げ,新パケット通信プラン導入による値下げ（一部の移動電話通信会社）

改定

（８月１日実施）

21. 9 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1473 納豆 糸ひき納豆，丸大豆納豆，小粒又は極
小粒，「５０ｇ×３個」又は「４５ｇ
×３個」

糸ひき納豆，丸大豆納豆，小粒又は極
小粒，発泡スチロール製容器入り（５
０ｇ×３個）

2 1653 乾燥スープ 粉末，ポタージュ，コーンクリーム，
箱入り（３袋，５７．６ｇ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，７８．４ｇ入り），
「クノールカップスープ　コーンク
リーム」

3 9034 ＤＶＤレコー
ダー

ブルーレイディスクレコーダー，ＨＤ
Ｄ内蔵，〔ＨＤＤ容量〕３２０ＧＢ，
地上・ＢＳ・１１０度ＣＳデジタル
チューナー内蔵（２基），ＨＤＭＩ端
子付き，長時間録画機能（５．５～８
倍）

※商標・型式番号指定

ブルーレイディスクレコーダー，ＨＤ
Ｄ内蔵，〔ＨＤＤ容量〕３２０ＧＢ，
地上・ＢＳ・１１０度ＣＳデジタル
チューナー内蔵（２基），ＨＤＭＩ端
子付き，高性能機能付き

※商標・型式番号指定



付録 5　　平　成　21　年　消　費　者

年月 事 項

21. 9 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

4 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（２．２ｋｇ入り），普通
品，「ペディグリー」

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」

5 9670 ファンデー
ションＡ

カウンセリング化粧品，パウダータイ
プ，詰め替え用（レフィル），「マキ
アージュ　ラスティングパウダリーＵ
Ｖ（春・夏）」（１１ｇ入り）又は
「マキアージュ　モイスチャーフィ
ニッシュ　パウダリー　ＵＶ（秋・
冬）」（１２ｇ入り）

カウンセリング化粧品，パウダータイ
プ，詰め替え用（レフィル），「マキ
アージュ　ラスティングパウダリーＵ
Ｖ（春・夏）」（１１ｇ入り）又は
「マキアージュ　クライマックス　モ
イスチャーパウダリー（秋・冬）」
（１２ｇ入り）

取扱い… 1,3,5：直接接続

2,4：容量リンクにより接続

電気代の改定 燃料費調整単価の値下げ（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，

（９月１日実施） 中国電力，四国電力，九州電力，沖縄電力）

都市ガス代の改定 各社原料費調整単価の値下げ

（９月１日実施）

内 容

21.10 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1146 煮干し かたくちいわし，並 かたくちいわし，小羽（約６ｃｍ），
上

2 1161 かつお節 かつおかれぶし削りぶし，パック入り
（３ｇ×１０袋入り），普通品

かつおぶし削りぶし，パック入り（３
ｇ×１０袋入り），普通品

3 1333 ヨーグルト プレーンヨーグルト，４００～４５０
ｇ入り，「明治ブルガリアヨーグルト
ＬＢ８１プレーン」，「ビヒダスヨー
グルトＢＢ５３６」又は「ナチュレ恵
ｍｅｇｕｍｉ」

プレーンヨーグルト，４５０～５００
ｇ入り，「明治ブルガリアヨーグルト
ＬＢ８１」，「ビヒダスプレーンヨー
グルトＢＢ５３６」又は「ナチュレ恵
ｍｅｇｕｍｉ」

4 1761 チョコレート 板チョコレート，５８ｇ，「明治ミル
クチョコレート」

板チョコレート，６５ｇ，「明治ミル
クチョコレート」

5 1891 混ぜごはんの
もと

五目ずしの素，袋入り（２９５．４ｇ
入り），「ミツカン五目ちらし」

五目ずしの素，袋入り（２８２．８ｇ
入り），「ミツカン五目ちらし」

6 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（４１５ｍ
Ｌ入り），「除菌ジョイ」

合成洗剤，食器・調理用具用，液体，
詰め替え用，ポリ容器入り（４１５ｍ
Ｌ入り），「まな板とスポンジの除菌
ができるジョイ」



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

21.10 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

7 9033 携帯オーディ
オ機器

携帯型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，ビデオ撮影・再生機能付
き，曲名表示機能付き，「ｉＰｏｄ
ｎａｎｏ」

※品番指定

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〕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

8 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，〔最高解像度〕９６００×２４０
０ｄｐｉ，〔インク〕５色独立型，
〔印刷機能〕自動両面印刷，レーベル
印刷，ダイレクトプリント，〔スキャ
ナ〕４８００ｄｐｉ　ＣＩＳ，〔コ
ピー〕両面，〔モニタ〕カラー液晶
３．０型，〔用紙サイズ〕最大Ａ４，
〔インタフェース〕Ｈｉ－Ｓｐｅｅｄ
ＵＳＢ，無線ＬＡＮ対応，「ＰＩＸＵ
Ｓ　ＭＰ６４０」

インクジェットプリンタ，複合機能付
き，〔最高解像度〕９６００×２４０
０ｄｐｉ，〔インク〕５色独立型，
〔印刷機能〕自動両面印刷，ＣＤ・Ｄ
ＶＤレーベル印刷，ダイレクトプリン
ト，〔スキャナ〕４８００ｄｐｉ　Ｃ
ＩＳ，〔コピー〕両面，〔モニタ〕カ
ラー液晶２．５型，〔用紙サイズ〕最
大Ａ４，〔インタフェース〕Ｈｉ－Ｓ
ｐｅｅｄ　ＵＳＢ，「ＰＩＸＵＳ　Ｍ
Ｐ６３０」

取扱い… 1,2,3,6,7：直接接続

4,5：容量リンクにより接続

8：オーバーラップ法により接続

電気代の改定 燃料費調整単価の値上げ（北海道電力,東京電力,沖縄電力）

内 容

（10月１日実施） 燃料費調整単価の値下げ（中部電力,関西電力,中国電力,九州電力）

都市ガス代の改定 各社原料費調整単価の値下げ

（10月１日実施）

普通運賃(ＪＲ以外)

の改定

通学定期(ＪＲ以外) 　長崎電気軌道の料金改定による値上げ（長崎市）

の改定

通勤定期(ＪＲ以外)

の改定

（10月１日実施）

バス代の改定 料金改定による値上げ（鳥取市）

（10月１日実施）

航空運賃の改定 一部航空会社の不況対策キャンペーン，割引き拡大による値下げ

（10月１日実施）



付録 5　　平　成　21　年　消　費　者

年月 事 項

21.11 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1001 国産米A 国内産，精米，単一原料米（産地，品
種及び産年が同一のもの），袋入り
（５ｋｇ入り），「コシヒカリ」

国内産，精米，単一品種（産地，産年
が同一のもの），袋入り（５ｋｇ入
り），「コシヒカリ」

2 1002 国産米B 国内産，精米，単一原料米（産地，品
種及び産年が同一のもの），袋入り
（５ｋｇ入り），コシヒカリを除く

 単一品種指定

国内産，精米，単一品種（産地，産年
が同一のもの），袋入り（５ｋｇ入
り），コシヒカリを除く

 単一品種指定

3 1173 魚介缶詰 油漬，きはだまぐろ，フレーク，内容
量８０ｇ入り，３缶パック又は４缶
パック，「シーチキンＬフレーク」

油漬，きはだまぐろ，フレーク，内容
量８０ｇ入り，「シーチキンＬフレー
ク」

4 1203 牛肉B 輸入品，チルド（冷蔵），肩ロース又
はもも

輸入品，チルド（冷蔵），ロース（肩
ロースは除く）

5 1641 ソース 濃厚ソース，ＪＡＳ規格品・特級，ポ
リ容器入り（５００ｍＬ入り）

 商標指定

ウスターソース類（ウスターソース，
中濃ソース又は濃厚ソース），ＪＡＳ
規格品（特級），ポリ容器入り（５０
０ｍＬ入り）

6 1941 野菜ジュース 野菜汁５０％・果汁５０％入り，紙容
器入り（２００ｍＬ入り）

 商標指定

トマトジュース，ペットボトル入り
（９００ｇ入り），「カゴメトマト
ジュース」

7 4003 電子レンジ オーブンレンジ，〔高周波出力〕最高
出力１，０００Ｗ，〔庫内容量〕３０
～３３Ｌ，グリル機能付き，〔オーブ
ン温度〕最高温度３００～３５０℃，
過熱水蒸気機能付き，高性能ヒーター
付き 特殊機能付きは除く

オーブンレンジ，〔高周波出力〕最高
出力１，０００Ｗ，〔庫内容量〕３０
～３３Ｌ，グリル機能付き，〔オーブ
ン温度〕最高温度２８０～３２０℃，
過熱水蒸気機能付き，特殊機能付きは
除く

内 容

付き，特殊機能付きは除く

※ 商標・型式番号指定

除く

※ 商標・型式番号指定

8 6090 サプリメント 栄養機能食品，粒状，瓶入り（１００
粒入り），「ネイチャーメイド　マル
チビタミン＆ミネラル」

栄養機能食品，マルチビタミン，粒
状，瓶入り（５０粒入り），「ネイ
チャーメイド　マルチビタミン」

9 6095 浴用剤 薬用入浴剤，錠剤，箱入り（４０ｇ×
２０錠入り），「バブ」

薬用入浴剤，粉末タイプ，紙容器入り
（６９０ｇ入り），「バスクリン」

10 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２ ０ Ｗ ＋
２ ０ Ｗ ， ２ スピーカー，
〔チューナー〕ＦＭ／ＡＭ，携帯型
オーディオプレーヤー連携機能付き，
ＣＤプレーヤー付き，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〕実用最大出力２０Ｗ＋２０
Ｗ～２６Ｗ＋２６Ｗ，２スピーカー，
〔チューナー〕ＦＭ／ＡＭ，〔記録媒
体〕ＨＤＤ内蔵（８０ＧＢ），ＣＤプ
レーヤー付き，高音質機能付き，特殊
機能付きは除く

※ 商標・型式番号指定

11 9034 ＤＶＤレコー
ダー

ブルーレイディスクレコーダー，ＨＤ
Ｄ内蔵，〔ＨＤＤ容量〕３２０ＧＢ，
地上・ＢＳ・１１０度ＣＳデジタル
チューナー内蔵（２基），ＨＤＭＩ端
子付き，長時間録画機能（８～８．５
倍）

※ 商標・型式番号指定

ブルーレイディスクレコーダー，ＨＤ
Ｄ内蔵，〔ＨＤＤ容量〕３２０ＧＢ，
地上・ＢＳ・１１０度ＣＳデジタル
チューナー内蔵（２基），ＨＤＭＩ端
子付き，長時間録画機能（５．５～８
倍）

※ 商標・型式番号指定



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

21.11 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

12 9042 ビデオカメラ 〔記録媒体・容量〕内蔵メモリー（６
４ＧＢ）・メモリーカード対応，〔動
画記録方式〕ハイビジョン（ 垂直画
素数１０８０），〔総画素数〕３０５
万以上，〔ズーム倍率〕光学１０～１
５倍

※ 商標・型式番号指定

家庭用，デジタル方式，〔記録媒体〕
ＨＤＤ，〔記録容量〕１２０ＧＢ，
〔動画記録方式〕ハイビジョン（垂直
画素数１０８０），〔総画素数〕２０
７万以上，〔ズーム倍率〕光学１２～
２０倍

※ 商標・型式番号指定

13 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－３２１ＢＫ」

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」

14 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，自動電圧
切替機能付き，特殊機能付きは除く

※ 商標・型式番号指定

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

15 9721 ハンドバッグ 手提げ型（ショルダー兼用型を含
む），牛革製（カーフ，スエード，エ
ナメル及び型押しを除く），〔サイ
ズ〕２６～３０ｃｍ，中級品

手提げ型（ショルダー兼用型を含
む），牛革製（カーフ，スエード，エ
ナメル及び型押しを除く），〔サイ
ズ〕２５～２８ｃｍ，中級品

16 9751 腕時計 国産品，男性用，クオーツ，太陽電池
時計，電波修正機能付き，アナログ表
示，〔ケース（側）〕ステンレスス
チ ル 〔バンド〕ステンレススチ

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 ト」 中級品

内 容

チール，〔バンド〕ステンレススチー
ル，中級品，「シチズンフォルマ」又
は「セイコースピリット」

※ 品番指定

ピリット」，中級品

※ 品番指定

取扱い… 1,2,5,11,14,15：直接接続

3,4,6～10,12,13,16：オーバーラップ法により接続

電気代の改定 燃料費調整単価の値上げ（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，

（11月１日実施） 中国電力，四国電力，九州電力，沖縄電力）

都市ガス代の改定 各社原料費調整単価の値上げ

（11月１日実施）

21.12 電気代の改定 燃料費調整単価の値上げ（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，

（12月１日実施） 中国電力，四国電力，九州電力，沖縄電力）

都市ガス代の改定 各社原料費調整単価の値上げ

（12月１日実施）

バス代の改定 料金改定による値上げ（奈良市）

（12月24日実施）


