
付録 5　　平　成　24　年　消　費　者

年月 事 項

24. 1 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1114 えび 輸入品，冷凍，「パック包装」又は
「真空包装」，無頭（１０～１２尾入
り）

輸入品，冷凍（解凍ものを含む），
パック包装，〔長さ〕無頭８～１０ｃ
ｍ

2 1291 ポーク缶詰 チューリップ印（３４０ｇ入り） ニューチューリップ印（３４０ｇ入
り）

3 1430 えだまめ 袋入り

調査月　６月～９月 調査月　６月～９月

4 1653 即席スープ 粉末，ポタージュ，コーンクリーム，
箱入り（８袋，１５３．６ｇ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（３袋，５７．６ｇ入り），
「クノールカップスープ　コーンク
リーム」

5 1922 コーヒー豆 レギュラーコーヒー（粉），ブレン
ド，袋入り（４００～４５０ｇ入
り），「ＵＣＣゴールドスペシャル
スペシャルブレンド」，「グランド
ロースト　コク深く香りたつブレン
ド」又は「ブレンディ　まろやかスペ
シャルブレンド」

レギュラーコーヒー（粉），ブレン
ド，袋入り（４００～４５０ｇ入
り），「ＵＣＣゴールドスペシャル
スペシャルブレンド」又は「ブレン
ディ　まろやかスペシャルブレンド」

6 2011 焼ちゅう 単式蒸留しょうちゅう，〔主原料〕麦
又はさつまいも，紙容器入り（１，８
００ｍＬ入り），アルコール分２５度

●　商標指定

乙類（本格焼酎），〔原料〕麦，アル
コール分２５度，１，８００ｍＬ入り

7 2142 フライ 豚カツ （ロース） 定食 定食

8 3101 システムバス 戸建住宅用（寒冷地用は除く），一階
用，〔サイズ〕１．０坪（１６１
６），〔壁〕一面アクセント張り：パ
ネル，〔床〕速乾，断熱構造，〔洗い
場水栓〕回転式又はプッシュ式，〔浴
槽〕材質：ＦＲＰ， 満水容量:２８０
～３００Ｌ，特殊機能付きは除く，
「ラ・バス　Ｍ　ｔｙｐｅ」，「ラ・
バス　Ｚ　ｔｙｐｅ」，「サザナ　Ｔ
タイプ」又は「サザナ　Ｓタイプ」

ステンレス製，容量２８０～３００
Ｌ，埋込式，エプロン付き，中級品

※　商標・型式番号指定

9 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３．６ｋ
Ｗ，〔通年エネルギー消費効率〕６．
７～７．２，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３．２～
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

10 4115 照明器具 蛍光灯器具，洋風蛍光灯シーリング，
環形スリム蛍光ランプ２灯，８６Ｗ
（形），〔カバー〕アクリル製，枠あ
り，丸型，中級品，特殊機能付きは除
く

※　商標・型式番号指定

洋風蛍光灯シーリング，環形スリム蛍
光ランプ２灯，８６Ｗ（形），〔カ
バー〕アクリル製，〔枠〕アクリル製
又はプラスチック製，丸型，特殊機能
付きは除く

※　商標・型式番号指定

11 4352 電球・蛍光ラ
ンプ

蛍光ランプ，環形，３波長形，３０Ｗ
形

環形，３波長形，３０Ｗ形

内 容



 物  価  指  数  年  譜

年 月 事 項

24. 1 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

12 4393 ヘルスメー
ター

体組成計，〔測定項目〕体重・体脂肪
率・内臓脂肪レベル・筋肉量・基礎代
謝量・体内年齢・ＢＭＩ，〔測定方
式〕足式，登録人数５人，測定者自動
判別機能付き，特殊機能付きは除く

※　商標・品番指定

体脂肪率・内臓脂肪レベル・基礎代謝
量・筋肉量・推定骨量測定機能付き，
一体型，登録人数４人，特殊機能付き
は除く，「体組成計インナースキャン
（タニタ）」

※　品番指定

13 5242 婦人セーター
（半袖）

プルオーバー，半袖，〔素材〕「綿・
化学繊維混用」又は「化学繊維１０
０％」，〔サイズ〕Ｍ，普通品

調査月　４月～８月

プルオーバー，半袖，〔素材〕「綿１
００％」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

14 5311 男子パンツ ボクサーブリーフ，〔素材〕「綿１０
０％」又は「綿５０％以上・化学繊維
混用」，〔サイズ〕ウエスト８４～９
４ｃｍ・ＬＡ（Ｌ），２枚入り，普通
品，特殊加工は除く

ボクサーブリーフ，〔素材〕綿１０
０％又は綿５０％以上・化学繊維混
用，〔サイズ〕ウエスト８４～９４ｃ
ｍ・ＬＡ（Ｌ），２枚入り，無地，普
通品，特殊加工は除く

15 5341 ブラジャー 〔カップ〕レース又はシームレス，
〔サイズ〕Ｃ７０又はＣ７５，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，「ワコール」，「ウイング」又は
「トリンプ」

※　品番指定

16 5361 ランジェリー キャミソール，〔サイズ〕バスト８０
又は８５・Ｍ，中級品，「ワコー
ル」，「ウイング」又は「トリンプ」

※　品番指定

〔サイズ〕バスト８０又は８５・Ｍ，
丈７５～９０ｃｍ，中級品，「ワコー
ル」，「ウイング」又は「トリンプ」

※　品番指定

17 5531 婦人ストッキ
ング

サポートタイプ，〔素材〕ナイロン・
ポリウレタン混用，プレーン，〔サイ
ズ〕Ｍ～Ｌ，中級品，「満足」，「Ｓ
ＡＢＲＩＮＡサブリナ」又は「ＡＳＴ
ＩＧＵアスティーグ」

サポートタイプ，〔素材〕ナイロン・
ポリウレタン混用，プレーン，〔サイ
ズ〕Ｍ～Ｌ，中級品，「満足」，「サ
ブリナ」又は「ミラキャラット」

18 6101 生理用ナプキ
ン

昼用，スリム，羽つき，２０～２２個
入り，「ソフィ　はだおもい」又は
「ウィスパー　ふいに立っても安心
ふっくらスリム」

昼用，スリム，羽つき，２０個入り，
「ソフィ　ボディフィット　ふわピタ
スリム」

19 6210 出産入院料 国立病院又は公立病院，正常分娩に伴
う入院料

※　病院指定

国立病院，正常分娩に伴う入院料

※　病院指定

20 6210 出産入院料 国立病院又は公立病院，正常分娩に伴
う分娩料

※　病院指定

国立病院，正常分娩に伴う分娩料

※　病院指定

21 6210 出産入院料 廃止 公立病院，正常分娩に伴う入院料

※　病院指定

22 6210 出産入院料 廃止 公立病院，正常分娩に伴う分娩料

※　病院指定

23 7401 はがき 通常はがき（第二種郵便物） 第二種（通常はがき）

内 容



付録 5　　平　成　24　年　消　費　者

年月 事 項

24. 1 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

24 7402 封書 封書（第一種郵便物），定形郵便物，
２５ｇまで

第一種（封書），定形郵便物，２５ｇ
まで

25 9199 メモリーカー
ド

ＳＤメモリーカード，ＳＤＨＣカー
ド，４ＧＢ，〔ＳＤスピードクラス〕
ＣＬＡＳＳ４

ＳＤメモリーカード，マイクロＳＤ
カード，２ＧＢ

26 9204 新聞代（地
方・ブロック
紙）

日刊，一般新聞，「朝刊」又は「統合
版」，月ぎめ

※　新聞名指定

日刊，邦字一般新聞，朝夕刊，月ぎめ

※　新聞名指定

27 9374 美術館入館料 一般，常設展（平常展）

※　美術館指定

大人，常設展（平常展）

※　美術館指定

28 9341 映画観覧料 一般 大人観覧料

29 9300 宿泊料 民営宿泊施設，和式の構造及び設備を
主とする施設，和室，１泊２食付き
（税・サービス料込み），平日

※　施設指定

和式の構造及び設備を主とする施設，
和室，１泊２食付き（税・サービス料
込み），平日

※　施設指定

30 9300 宿泊料 民営宿泊施設，和式の構造及び設備を
主とする施設，和室，１泊２食付き
（税・サービス料込み），休前日

※　施設指定

和式の構造及び設備を主とする施設，
和室，１泊２食付き（税・サービス料
込み），休前日

※　施設指定

31 9300 宿泊料 民営宿泊施設，洋式の構造及び設備を
主とする施設，洋室，ツイン，１泊朝
食付き（税・サービス料込み），平日

※　施設指定

洋式の構造及び設備を主とする施設，
洋室，ツイン，１泊朝食付き（税・
サービス料込み），平日

※　施設指定

32 9300 宿泊料 民営宿泊施設，洋式の構造及び設備を
主とする施設，洋室，ツイン，１泊朝
食付き（税・サービス料込み），休前
日

※　施設指定

洋式の構造及び設備を主とする施設，
洋室，ツイン，１泊朝食付き（税・
サービス料込み），休前日

※　施設指定

33 9396 獣医代 狂犬病予防接種料，注射済票交付手数
料は除く

狂犬病予防接種料

34 9505 エステティッ
ク料金

フェイシャル，アンチエイジング又は
美白を目的としたコース，施術内容
（クレンジング・洗顔，ピーリング，
吸引，イオン導入，リフティング，リ
ンパドレナージュ，マッサージ，パッ
ク，トリートメント，整肌のうち５施
術以上），特殊な施術を含むコースは
除く，施術時間６０～７５分，女性，
ビジター料金

フェイシャル，施術内容（クレンジン
グ，洗顔，スチーマー，吸引，マッ
サージ，パック，整肌のうち４施術以
上），施術時間６０分，女性，ビジ
ター料金

取扱い… 1～3,5,6,9～11,14,17,23,24,27,28,33：直接接続

4,7,8,12,13,15,16,18～22,25,26,29～32,34：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，

（１月１日実施） 中国電力，四国電力，九州電力，沖縄電力）

内 容



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

24. 1 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，西部ガス等）

（１月１日実施） 料金改定による値下げ（北陸ガス，日本海ガス，静岡ガス）

都市高速道路料金の 首都高速道路における対距離料金制移行

改定 阪神高速道路における対距離料金制移行

（１月１日実施）

自動車保険料（任意）一部保険会社の保険料改定による値上げ

の改定

（１月１日実施）

固定電話通信料の

改定

携帯電話通信料の

改定

インターネット接続

料の改定

（１月１日実施）

24. 2 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 7446 携帯電話機 ＮＴＴドコモ（スマートフォンを除
く），カメラ（有効画素数１３１０
万）付き，ワンセグ機能付き，海外対
応，ＧＰＳ機能付き，機種変更（ＦＯ
ＭＡからＦＯＭＡ），バリューコー
ス，オプション未加入，一括払い，ス
タイルシリーズ，「ドコモ　Ｆ―０４
Ｄ」

ＮＴＴドコモ（スマートフォンを除
く），カメラ（有効画素数１２２０万
～１３２０万）付き，ワンセグ機能付
き，海外対応，ＧＰＳ機能付き，機種
変更（ＦＯＭＡからＦＯＭＡ），バ
リューコース，オプション未加入，一
括払い，スタイルシリーズ

※　品番指定

2 9013 テレビ 液晶テレビ，３２Ｖ型，地上デジタル
チューナー２基内蔵,ハイビジョン対
応パネル，ＬＥＤバックライト搭載,
特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

液晶テレビ，３２Ｖ型，ハイビジョン
対応パネル，ＬＥＤバックライト搭
載,特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

3 9680 口紅Ａ カウンセリング化粧品，スティックタ
イプ，４g入り，「マキアージュ
トゥルールージュ」

カウンセリング化粧品，スティックタ
イプ，３g入り，「マキアージュ　グ
ロッシーパーフェクトルージュ」又は
「マキアージュ　ラスティングパー
フェクトルージュ」

取扱い… 1～3：直接接続

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）

（２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

ユニバーサルサービス料の値下げ



付録 5　　平　成　24　年　消　費　者

年月 事 項

24. 2 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，西部ガス等）

（２月１日実施） 原料費調整単価の値下げ（盛岡ガス，東部ガス，沖縄ガス）

標準熱量変更による値上げ（広島ガス）

料金改定による値下げ（大阪ガス）

24. 3 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 2041 ワイン 国産品，瓶入り又はペットボトル入り
（７２０ｍＬ入り），赤，「ビスト
ロ」

国産品，瓶詰（７２０ｍＬ入り），
赤，「ビストロ」

取扱い… 1：直接接続

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，

（３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上げ（東京ガス，東邦ガス，大阪ガス，西部ガス等）

（３月１日実施） 原料費調整単価の値下げ（盛岡ガス，東部ガス，沖縄ガス）

都市ガス代の改定 料金改定による値下げ（東京ガス）

（３月８日実施）

24. 4 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1

1922 コーヒー豆 レギュラーコーヒー（粉），ブレン
ド，袋入り（４００～４５０ｇ入
り），「ＵＣＣゴールドスペシャル
スペシャルブレンド」，「グランド
ロースト　コク深く香りたつブレン
ド」又は「ブレンディ　豆の焙煎士
深いコク　スペシャルブレンド」

レギュラーコーヒー（粉），ブレン
ド，袋入り（４００～４５０ｇ入
り），「ＵＣＣゴールドスペシャル
スペシャルブレンド」，「グランド
ロースト　コク深く香りたつブレン
ド」又は「ブレンディ　まろやかスペ
シャルブレンド」

2

1971 乳酸菌飲料Ａ 「カルピス，ポリ容器入り（４７０ｍ
Ｌ入り）」

「カルピス，紙容器入り（５００～６
００ｍＬ入り）」

3

3105 システムキッ
チン

標準タイプ（ベースキャビネット，
ウォールキャビネット，レンジフー
ド），食器洗い乾燥機付きは除く，Ｉ
型，〔間口〕２５５ｃｍ，〔天板材
質〕ステンレス，〔カウンターの高
さ〕８５ｃｍ，〔シンクの幅〕６７～
８０ｃｍ，〔加熱機器〕ガス加熱機
器；グリル付き３口コンロ，〔収納方
式〕足元からの引き出しタイプ，〔吊
戸棚の高さ〕７０ｃｍ，「タカラリテ
ラ 足元スライドタイプ」，「サンウ
エーブサンヴァリエ〈アミィ〉 スラ
イドストッカータイプ　スマートポ
ケットなし　 グループ１」又は「ク
リナップクリンレディ　シンプルプラ
ン Ｄクラス」

標準タイプ（ベースキャビネット，
ウォールキャビネット，レンジフー
ド），食器洗い乾燥機付きは除く，Ｉ
型，〔間口〕２５５ｃｍ，〔天板材
質〕ステンレス，〔カウンターの高
さ〕８５ｃｍ，〔シンクの幅〕６７～
８０ｃｍ，〔加熱機器〕ガス加熱機
器；グリル付き３口コンロ，〔収納方
式〕足元からの引き出しタイプ，〔吊
戸棚の高さ〕７０ｃｍ，「タカラリテ
ラ 足元スライドタイプ」，「サンウ
エーブサンヴァリエ〈アミィ〉 ダブ
ルストッカープランポケットなし グ
ループ１」又は「クリナップクリンレ
ディ ライトパッケージ Ｄクラス」

内 容



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

24. 4 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

4

4115 照明器具 ＬＥＤ照明器具，ＬＥＤシーリングラ
イト，最大適用畳数１２畳，調光・調
色機能付き，中級品，特殊機能付きは
除く

※　商標・型式番号指定

蛍光灯器具，洋風蛍光灯シーリング，
環形スリム蛍光ランプ２灯，８６Ｗ
（形），〔カバー〕アクリル製，枠あ
り，丸型，中級品，特殊機能付きは除
く

※　商標・型式番号指定

5

4442 柔軟仕上剤 洗濯用，詰め替え用，袋入り（５４０
～６００ｍＬ入り），「ハミング」又
は「フローラル　ハミング」

洗濯用，詰め替え用，袋入り（５４０
～６００ｍＬ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」

6

7446 携帯電話機 ソフトバンクモバイル（スマートフォ
ンを除く），カメラ（有効画素数３２
０万）付き，ワンセグ機能付き，海外
対応，機種変更，新スーパーボーナ
ス，一括払い，「ソフトバンク　１０
５ＳＨ」

ソフトバンクモバイル，カメラ（有効
画素数１３２０万～１４１０万）付
き，ワンセグ機能付き，海外対応，Ｇ
ＰＳ機能付き，Ｗｉ－Ｆｉ機能付き，
機種変更，新スーパーボーナス，一括
払い

※　品番指定

7

8090 私立幼稚園保
育料

私立幼稚園，３年保育，保育料

※　幼稚園指定

私立幼稚園，保育料，３年保育

※　幼稚園指定

8

8090 私立幼稚園保
育料

私立幼稚園，３年保育，入園料

※　幼稚園指定

私立幼稚園，入園料，３年保育

※　幼稚園指定

9

8100 学習参考教材 高校生用，数学，「新課程チャート式
基礎からの数学Ｉ＋Ａ」

高校生用，数学，「チャート式基礎か
らの数学Ｉ＋Ａ」

10

9033 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，デジタルノイズ
キャンセリング機能付き，区間リピー
ト機能付き，付属スピーカーなし，Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈヘッドホンなし，
「ウォークマン　ＮＷ―Ｓ７６４」

〔記録媒体〕フラッシュメモリー，
〔記録容量〕８ＧＢ，マルチタッチ
ディスプレイ付き，曲名表示付き，
「ｉＰｏｄ ｎａｎｏ」

※　品番指定

11

9151 人形 コレクション人形，「シルバニアファ
ミリー　ファミリーセット（お父さ
ん，お母さん，男の子，女の子）」

※　ファミリーセット名指定

コレクション人形，「シルバニアファ
ミリー（お母さん）」

12

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　グレイシィ　リッ
プスティック」又は「メディア　ク
リーミィラスティングリップＡ」

セルフ化粧品，スティックタイプ，
「インテグレート　グレイシィ　リッ
プスティック」又は「メディア　ク
リーミィラスティングリップａ」

13

9921 保育所保育料 公立保育所，２歳児，１人が入所，所
得税額２４９，５００円の世帯が支払
う保育料

公立保育所，２歳児，１人が入所，所
得税額１６５，０００円の世帯が支払
う保育料

取扱い… 1～3,5,7～9,12,13：直接接続

4,6,10,11：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及び太陽光発電促進付加金の改定による値上げ（北海道電力，東北電力，

（４月１日実施） 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）

内 容



付録 5　　平　成　24　年　消　費　者

年月 事 項

24. 4 都市ガス代の改定 原料費調整単価の値上げ（東京ガス，大阪ガス，西部ガス等）

（４月１日実施） 標準熱量変更による値下げ（仙台ガス）

料金改定による値下げ（東邦ガス）

下水道料の改定 料金改定による値上げ（和歌山市）

（４月１日実施）

診療代の改定 診療報酬及び薬価基準改定による値上げ

（４月１日実施）

一般路線バス代の 料金改定による値上げ（北九州市）

改定

（４月１日実施）

高速自動車国道料金 東北地方の高速道路の無料開放（被災地支援，観光振興及び原発事故以外の避難者の支援）終了

の改定 による値上げ

（４月１日実施）

介護料の改定 介護報酬改定による値下げ

（４月１日実施）

テーマパーク入場料 一部テーマパークの料金改定による値上げ

の改定

（４月９日実施）

24. 5 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1

6131 体温計 電子式，一般用，予測・実測兼用，わき専
用，「けんおんくん　ＭＣ－６８０」又は「テ
ルモ電子体温計　ＥＴ－Ｃ２３１Ｐ」

一般用，電子式，予測・実測兼用，わき専
用，「けんおんくん　ＭＣ－６７４」又は「テ
ルモ電子体温計　ＥＴ－Ｃ２３１Ｐ」

取扱い… 1：直接接続

電気代の改定 燃料費調整単価の値上げ（北海道電力，北陸電力，四国電力，沖縄電力）

（５月１日実施） 燃料費調整単価の値下げ（東京電力，中部電力，関西電力，九州電力）

都市ガス代の改定 原料費調整単価の値上げ（盛岡ガス，東部ガス，日本ガス，沖縄ガス）

（５月１日実施） 原料費調整単価の値下げ（東京ガス，東邦ガス，大阪ガス，西部ガス等）

タクシー代の改定 料金改定による値上げ（水戸市）

（５月９日実施）

内 容



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

24. 6 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1

1982 ミネラル
ウォーター

ペットボトル入り（２，０００ｍＬ入
り），「サントリー天然水」，「森の
水だより」又は「アサヒ　おいしい
水」

ペットボトル入り（２，０００ｍＬ入
り），「サントリー天然水」，「森の
水だより」又は「六甲のおいしい水」

取扱い… 1：直接接続

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，

（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上げ（東京ガス，東邦ガス，大阪ガス，西部ガス等）

（６月１日実施） 料金改定による値上げ（東京ガス山梨）

タクシー代の改定 料金改定による値下げ（熊本市）

（６月11日実施）

24. 7 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1
1405 ねぎ 白ねぎ

2

1462 わかめ 生わかめ，湯通し塩蔵わかめ（天然も
のを除く），国産品，並

生わかめ，湯通し塩蔵わかめ，養殖も
の，国産品，並

3
1463 こんぶ だしこんぶ，国産品，並 板こんぶ，国産品，並

4

1703 だいふく餅 白だいふく餅（豆だいふく餅を含
む），あずきあん入り，普通品

白だいふく餅，あずきあん入り，普通
品

5

1923 コーヒー飲料 コーヒー，ペットボトル入り（９００
ｍＬ入り）

●　商標指定

コーヒー，缶入り（１９０ｇ入り）

6

3103 温水洗浄便座 シートタイプ，瞬間式，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，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

7

3177 ルームエアコ
ン取付け料

標準取付工事（壁掛型室内ユニット，
据置型室外ユニット，配管パイプ４ｍ
まで），［定格時能力］冷房２．８ｋ
Ｗ，１台，購入を伴わない取付け料
（出張費を含む）

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
２．８ｋＷ，１台

8

3810 水道料 計量制，専用給水装置（専用栓），一
般用，基本料金（基本水量　　㎥ま
で）

計量制，専用栓，一般家庭用，基本料
金（基本水量　㎥まで）

9

3810 水道料 計量制，専用給水装置（専用栓），一
般用，超過料金，㎥から　㎥まで

計量制，専用栓，一般家庭用，超過料
金，㎥から　㎥まで

内 容



付録 5　　平　成　24　年　消　費　者

年月 事 項

24. 7 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

10

3810 水道料 計量制，専用給水装置（専用栓），一
般用，水道メーター（量水器）使用料
金

計量制，専用栓，一般家庭用，量水器
使用料金

11

4083 食器戸棚 〔主材〕「プリント紙化粧合板」，
「合成樹脂化粧合板」又は「ＭＤ
Ｆ」，〔サイズ〕幅１１５～１２５×
奥行４３～５１×高さ１９０～２０５
ｃｍ，ガラス扉又はガラス引き戸２～
３，家電収納棚２，引き出し２以上，
中級品

〔主材〕「プリント紙化粧合板」，
「合成樹脂化粧合板」又は「ＭＤ
Ｆ」，〔サイズ〕幅１００～１１０×
奥行４２～５０×高さ１９０～２１０
ｃｍ，ガラス扉又はガラス引き戸２～
３，家電収納棚２，引き出し２以上，
中級品

12

4092 食堂セット ５点セット（テーブル１台・いす４
脚），〔テーブル〕サイズ：幅１３０
～１４０×奥行き８０～８５×高さ６
９～７３ｃｍ，甲板表面材：天然木
（ラバーウッド），〔いす〕構造部
材：天然木（ラバーウッド），背もた
れ付き，肘なし，中級品

５点セット（テーブル１台・いす４
脚），〔主材〕ラバーウッド，〔テー
ブル〕幅１３５～１５０ｃｍ・奥行き
８０～８５ｃｍ・高さ６８～７２ｃ
ｍ，甲板表面材：天然木，［いす］背
もたれ付き，肘なし，中級品

13

4510 し尿処理手数
料

し尿処理手数料，一般世帯，「普通便
槽トイレ」又は「簡易水洗トイレ」，
従量制，基本料金（　Ｌまで）

し尿処理手数料，一般世帯，従量制，
基本料金（　Ｌまで）

14

4510 し尿処理手数
料

し尿処理手数料，一般世帯，「普通便
槽トイレ」又は「簡易水洗トイレ」，
従量制，従量料金（　Ｌごと）

し尿処理手数料，一般世帯，従量制，
従量料金（　Ｌごと）

15

4510 し尿処理手数
料

し尿処理手数料，一般世帯，「普通便
槽トイレ」又は「簡易水洗トイレ」，
世帯・人員制，１世帯当たり

し尿処理手数料，一般世帯，世帯・人
員制，１世帯当たり

16

4510 し尿処理手数
料

し尿処理手数料，一般世帯，「普通便
槽トイレ」又は「簡易水洗トイレ」，
世帯・人員制，１人当たり

し尿処理手数料，一般世帯，世帯・人
員制，１人当たり

17

5181 婦人スラック
ス

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，〔素材〕「毛１００％」又は
「毛９５％以上・ポリウレタン混
用」，〔サイズ〕Ｗ６４～７０ｃｍ，
中級品

調査月　１月～２月，９月～１２月

18

6171 血圧計 電子式，上腕巻き付け式，測定ミスお
知らせ機能付き，機器本体内に腕帯収
納部なし，ＡＣアダプタ付き，特殊機
能付きは除く

※　商標・型式番号指定

電子式，オシロメトリック方式，上腕
式，自動加圧，ファジイ機能付き

※　商標・型式番号指定

19

7446 携帯電話機 ＫＤＤＩ（ａｕ）又は沖縄セルラー
（スマートフォンを除く），カメラ
（有効画素数８０８万）付き，ワンセ
グ機能付き，海外対応，ＧＰＳ機能付
き，機種変更，シンプルコース，オプ
ション未加入，一括払い，「ａｕ　Ｋ
０１１」

ＫＤＤＩ（ａｕ）又は沖縄セルラー
（スマートフォンを除く），カメラ
（有効画素数１３１０万）付き，ワン
セグ機能付き，海外対応，ＧＰＳ機能
付き，機種変更，シンプルコース，オ
プション未加入，一括払い，「ａｕ
Ｆ００１」

20

9121 ノートブック 事務・学用など，普通ノート，〔サイ
ズ〕６号（１７９×２５２ｍｍ），罫
入り，中身枚数３０枚

学習・事務用，普通ノート，〔サイ
ズ〕６号（１７９×２５２ｍｍ），罫
入り，中紙枚数３０枚

内 容



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

24. 7 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

21

9144 釣ざお ルアーロッド，ソルトロッド，継ぎざ
お（継数２本），カーボン製（カーボ
ン含有率８９．０～９５．０％），全
長２．５２～２．７４ｍ，中級品

※　商標・品番指定

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

22

9701 男子洋傘 長傘，合成樹脂製の手元（ハンド
ル），ポリエステル１００％，〔親骨
の長さ〕「６５ｃｍ」又は「７０ｃ
ｍ」，ジャンプ式，普通品

長傘，合成樹脂製の手元（ハンド
ル），ポリエステル１００％，〔親骨
の長さ〕６５ｃｍ，ジャンプ式，普通
品

取扱い… 1～4,6～10,12～17,19,20,22：直接接続

5,11,18,21：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，

（７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上げ（東京ガス，東邦ガス，大阪ガス，西部ガス等）

（７月１日実施）

下水道料の改定 料金改定による値上げ（岐阜市，浜松市）

（７月１日実施）

固定電話通信料の

改定

携帯電話通信料の

改定

インターネット接続

料の改定

（７月１日実施）

レンタカー料金の 一部レンタカー会社の料金改定による値上げ

改定

（７月２日実施）

タクシー代の改定 料金改定による値上げ（新潟市）

（７月17日実施）

ユニバーサルサービス料の値下げ

内 容



付録 5　　平　成　24　年　消　費　者

年月 事 項

24. 8 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1

3101 システムバス 戸建住宅用（寒冷地用は除く），一階
用，〔サイズ〕１．０坪（１６１
６），〔壁〕一面アクセント張り（パ
ネル），〔床〕速乾，断熱構造，〔洗
い場水栓〕回転式又はプッシュ式，
〔浴槽〕材質:ＦＲＰ（保温構造を除
く），満水容量:２６５～２９５Ｌ，
特殊機能付きは除く，「ラ・バス　Ｍ
ｔｙｐｅ」，「ラ・バス　Ｚ　ｔｙｐ
ｅ」，「サザナ　Ｔタイプ（浴槽の保
温構造を除く）」又は「サザナ　Ｓタ
イプ（浴槽の保温構造を除く）」

戸建住宅用（寒冷地用は除く），一階
用，〔サイズ〕１．０坪（１６１
６），〔壁〕一面アクセント張り：パ
ネル，〔床〕速乾，断熱構造，〔洗い
場水栓〕回転式又はプッシュ式，〔浴
槽〕材質:ＦＲＰ，満水容量:２８０～
３００Ｌ，特殊機能付きは除く，
「ラ・バス　Ｍ　ｔｙｐｅ」，「ラ・
バス　Ｚ　ｔｙｐｅ」，「サザナ　Ｔ
タイプ」又は「サザナ　Ｓタイプ」

取扱い… 1：直接接続

電気代の改定 燃料費調整単価の値上げ及び再生可能エネルギー発電促進賦課金の賦課開始による値上げ

（８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 原料費調整単価の値上げ（東京ガス，東邦ガス，大阪ガス，西部ガス等）

（８月１日実施）

24. 9 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1

9082 電子辞書 学生タイプ又は生活タイプ，〔収録コ
ンテンツ〕１５０，音声出力機能付
き，特殊機能付きは除く，「カシオ
エクスワード」

※　品番指定

学生タイプ又は生活タイプ，〔収録コ
ンテンツ〕１３０～１４０，音声出力
機能付き，特殊機能付きは除く，「カ
シオ　エクスワード」又は「シャープ
ブレーン」

※　品番指定

2

9602 電気かみそり 往復式，３枚刃，充電式，充電時間１
時間，自動電圧切替機能付き，自動洗
浄器具付きは除く，特殊機能付きは除
く

※　商標・型式番号指定

往復式，３枚刃，充電式・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

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 料金改定による値上げ（東京電力）

（９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，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 原料費調整単価の値上げ（東京ガス，大阪ガス等）

（９月１日実施） 原料費調整単価の値下げ（東邦ガス等）

内 容



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

24. 9 都市高速道路料金の 北九州高速道路における「チョイ乗り割引」（一部区間を対象とした割引）社会実験実施による

改定 値下げ

（９月１日実施）

24. 10 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1

1653 即席スープ 粉末，ポタージュ，コーンクリーム，
箱入り（８袋，１４０．８ｇ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（８袋，１５３．６ｇ入り），
「クノールカップスープ　コーンク
リーム」

2

1761 チョコレート 板チョコレート，５５ｇ，「明治ミル
クチョコレート」又は「ロッテガーナ
ミルクチョコレート」

板チョコレート，５８ｇ，「明治ミル
クチョコレート」又は「ロッテガーナ
ミルクチョコレート」

3

4002 電気炊飯器 〔炊飯方式〕圧力ＩＨ式，〔最大炊飯
容量〕１．０Ｌ，〔消費電力〕１，２
００～１，４００Ｗ，特殊な内釜は除
く，特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

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〕１，００
０～１，２５０Ｗ，特殊機能付きは除
く

※　商標・型式番号指定

4

4231 毛布 マイヤー毛布，〔素材〕ポリエステル
１００％，四方縁取り，〔サイズ〕１
４０×２００ｃｍ程度，普通品

調査月　１月～３月，１０月～１２月

マイヤー毛布，アクリル１００％，柄
物，トリコット生地縁取り，〔サイ
ズ〕１４０ｃｍ×２００ｃｍ程度，中
級品

調査月　１月～３月，１０月～１２月

5

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（３９５ｍ
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），「除菌ジョイ」

6

6091 漢方薬 第２類医薬品，防風通聖散，錠剤，瓶
入り（３３６錠入り），「ナイシトー
ル８５」

第２類医薬品，防風通聖散，錠剤，瓶
入り（３６０錠入り），「ナイシトー
ル８５」

7

7446 携帯電話機 ソフトバンクモバイル（スマートフォ
ンを除く），カメラ（有効画素数１２
１０万）付き，ワンセグ機能付き，海
外対応，機種変更，新スーパーボーナ
ス，一括払い，「ソフトバンク　１０
９ＳＨ」

ソフトバンクモバイル（スマートフォ
ンを除く），カメラ（有効画素数３２
０万）付き，ワンセグ機能付き，海外
対応，機種変更，新スーパーボーナ
ス，一括払い，「ソフトバンク　１０
５ＳＨ」

8

9081 プリンタ インクジェットプリンタ，複合機，
〔最高解像度〕９６００×２４００ｄ
ｐｉ，〔インク〕６色独立型，〔印刷
機能〕自動両面印刷，レーベル印刷，
ダイレクト印刷，〔スキャナー〕２４
００ｄｐｉ，ＣＩＳ，〔モニター〕カ
ラー液晶３．５型，〔インターフェイ
ス〕無線ＬＡＮ対応，「ＰＩＸＵＳ
ＭＧ６３３０」

インクジェットプリンタ，複合機，
〔最高解像度〕９６００×２４００ｄ
ｐｉ，〔インク〕６色独立型，〔印刷
機能〕自動両面印刷，レーベル印刷，
ダイレクト印刷，〔スキャナー〕４８
００ｄｐｉ，ＣＩＳ，〔モニター〕カ
ラー液晶３．０型，〔インターフェイ
ス〕無線ＬＡＮ対応，「ＰＩＸＵＳ
ＭＧ６２３０」

9

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，大容量，ブラック，
「キヤノン　ＢＣＩ－３５１ＸＬＢ
Ｋ」

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，「キヤノ
ン　ＢＣＩ－３２６ＢＫ」

内 容



付録 5　　平　成　24　年　消　費　者

年月 事 項

24. 10 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

10

9154 家庭用ゲーム
機（据置型）

据置型，〔ＨＤＤ容量〕２５０ＧＢ，
ワイヤレスコントローラ付き，無線Ｌ
ＡＮ対応，「ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ
３」

※　型式番号指定

据置型，〔ＨＤＤ容量〕１６０ＧＢ，
ワイヤレスコントローラ付き，無線Ｌ
ＡＮ対応，「ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ
３」

※　型式番号指定

11

9367 放送受信料
（ＮＨＫ・
ケーブル以
外）

ＣＳ及びＢＳ放送受信料（スカイパー
フェクＴＶ），基本料金

ＣＳ放送受信料（スカイパーフェクＴ
Ｖ），基本料金

12

9367 放送受信料
（ＮＨＫ・
ケーブル以
外）

ＣＳ及びＢＳ放送受信料（スカイパー
フェクＴＶ），パック料金，「スカ
パー！基本パック」

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

13

9661 化粧水 セルフ化粧品，ポリ容器入り（２００
ｍＬ入り），「アクアレーベル　ホワ
イトアップローション」又は「フレッ
シェル　ローション（ホワイト）」

セルフ化粧品，ポリ容器入り（２００
ｍＬ入り），「アクアレーベル　ホワ
イトアップローション」又は「フレッ
シェル　ホワイトＣ　ローション
（さっぱり又はしっとり）ＡＡ」

14

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　ホワ
イトアップエマルジョン」

セルフ化粧品，ポリ容器入り（１３０
ｍＬ入り），「アクアレーベル　ホワ
イトアップエマルジョン」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）Ａ」

取扱い… 8,11,13,14：直接接続

3,4,7,9,12：オーバーラップ法により接続

1,2,5,6：容量リンクにより接続

10：回帰リンクにより接続

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，関西電力，中国電力，

（10月１日実施） 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上げ（東京ガス，大阪ガス，西部ガス等）

（10月１日実施） 原料費調整単価の値下げ（青森ガス，盛岡ガス，東部ガス，山形ガス，北陸ガス，金沢市，

沖縄ガス）

下水道料の改定 料金改定による値上げ（宮崎市）

（10月１日実施）

一般路線バス代の 料金改定による値上げ（長野市）

改定

（10月１日実施）

都市高速道路料金の 広島高速道路の料金割引社会実験の実施による値下げ

改定

（10月１日実施）

内 容



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

24. 10 自動車保険料（任意）一部保険会社の保険料改定による値上げ

の改定

（10月１日実施）

放送受信料（ＮＨＫ）ＮＨＫ放送受信料（地上契約及び衛星契約）の値下げ

の改定

（10月１日実施）

タクシー代の改定 料金改定による値下げ（名古屋市）

（10月21日実施）

24. 11 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1

1311 粉ミルク 調製粉乳，缶入り（８００ｇ入り），
「明治ほほえみ」

調製粉乳，缶入り（８５０ｇ入り），
「明治ほほえみ」

2

7446 携帯電話機 ＮＴＴドコモ（スマートフォンを除
く），カメラ（有効画素数１３１０
万）付き，ワンセグ機能付き，海外対
応，ＧＰＳ機能付き，機種変更，バ
リューコース，オプション未加入，一
括払い，スタイルシリーズ，「ドコモ
Ｆ―０１Ｅ」

ＮＴＴドコモ（スマートフォンを除
く），カメラ（有効画素数１３１０
万）付き，ワンセグ機能付き，海外対
応，ＧＰＳ機能付き，機種変更（ＦＯ
ＭＡからＦＯＭＡ），バリューコー
ス，オプション未加入，一括払い，ス
タイルシリーズ，「ドコモ　Ｆ―０４
Ｄ」

3

9033 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，デジタルノイズ
キャンセリング機能付き，再生スピー
ドコントロール機能付き，区間リピー
ト機能付き，付属スピーカーなし，Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈヘッドホンなし，
「ウォークマン　ＮＷ―Ｓ７７４」

〔記録媒体〕フラッシュメモリー，
〔記録容量〕８ＧＢ，デジタルノイズ
キャンセリング機能付き，再生スピー
ドコントロール機能付き，区間リピー
ト機能付き，付属スピーカーなし，Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈヘッドホンなし，
「ウォークマン　ＮＷ―Ｓ７６４」

取扱い… 2,3：直接接続

1：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，

（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 原料費調整単価の値上げ（東京ガス，大阪ガス，西部ガス等）

（11月１日実施） 原料費調整単価の値下げ（青森ガス，盛岡ガス，東部ガス，山形ガス，福島ガス，金沢市，

東邦ガス，沖縄ガス）

石油石炭税（地球温暖化対策のための課税の特例）転嫁に伴う料金改定による値上げ

（盛岡ガス，東京ガス山梨，静岡ガス，大分ガス，沖縄ガス）

都市高速道路料金の 広島高速道路の料金割引社会実験の割引率変更による値上げ

改定

（11月１日実施）

内 容



付録 5　　平　成　24　年　消　費　者

年月 事 項

24. 11 都市ガス代の改定 石油石炭税（地球温暖化対策のための課税の特例）転嫁に伴う料金改定による値上げ

（11月２日実施） （長野都市ガス）

（11月８日実施） （北陸ガス）

（11月10日実施） （福井市）

24. 12 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1

3103 温水洗浄便座 シートタイプ，瞬間式，脱臭機能付
き，リモコン付き，温風乾燥機能な
し，特種機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

シートタイプ，瞬間式，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

2

4011 ガステーブル ２口コンロ，グリル付き（片面焼
き），〔トッププレート〕ホーロー
トップ，〔点火方式〕プッシュ式，
〔サイズ〕幅５９～６０ｃｍ，特殊機
能付きは除く

※　商標・型式番号指定

２口コンロ，グリル付き（片面焼
き），調理油過熱防止装置付き，立ち
消え安全装置付き，〔トッププレー
ト〕フッ素加工，〔点火方式〕プッ
シュ式，〔サイズ〕幅５９．０～５
９．６ｃｍ，特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

3

5631 運動靴 大人用，スニーカー，〔甲〕合成繊
維・合成皮革，〔タイプ〕ひも又はマ
ジックテープ，〔サイズ〕２４．０～
２７．０ｃｍ，中級品，「スポルディ
ング」，「チャンピオン」又は「マッ
クスランライト（ダンロップ）」

※　品番指定

大人用，スニーカー，〔甲〕「合成繊
維」，「合成皮革」又は「合成繊維・
合成皮革」，〔底〕「ゴム底」又は
「合成底」，〔タイプ〕ひも，〔サイ
ズ〕２４．０～２７．０ｃｍ，中級
品，「マックスランライト」，「スポ
ルディング」，「ブリヂストン」又は
「チャンピオン」

※　品番指定

4

9061 学習机 学童用，移動式脇机付き，書棚組み替
えタイプ，ロータイプ（ＬＥＤライト
付き），〔天板〕ＭＤＦ（中質繊維
板），〔外形寸法〕幅１００ｃｍ程
度，中級品，別売りの付属品は除く

調査月　１月～２月，１２月

学童用，移動式脇机付き，ロータイプ
（蛍光灯付き），〔天板〕天然木（ナ
ラ材を除く）又は天然木化粧合板，
〔外形寸法〕幅１００ｃｍ程度，中級
品，別売りの付属品は除く

調査月　１月～２月，１２月

取扱い… 3：直接接続

1,2,4：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，

（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 原料費調整単価の値上げ（盛岡ガス，東部ガス，日本ガス，沖縄ガス）

（12月１日実施） 原料費調整単価の値下げ（東京ガス，東邦ガス，大阪ガス，西部ガス等）

石油石炭税（地球温暖化対策のための課税の特例）転嫁に伴う料金改定による値上げ

（山形ガス，東京ガス，大阪ガス，山口合同ガス，西部ガス）

都市高速道路料金の 広島高速道路の料金割引社会実験終了による値上げ

改定

（12月１日実施）

内 容



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

24. 12 インターネット接続 一部プロバイダにおける利用料金（光ファイバー回線）の値下げ

料の改定 一部プロバイダにおける利用料金（月額基本料）の値上げ

（12月１日実施）

都市ガス代の改定 石油石炭税（地球温暖化対策のための課税の特例）転嫁に伴う料金改定による値上げ

（12月６日実施） （日本ガス）

（12月８日実施） （佐賀ガス）

内 容


