
付録 5 平 成 25 年 消 費 者

年月 事 項

25. 1 中間年見直し 現行品目である「携帯電話機」及び「携帯電話通信料」について，スマートフォンによる価格も取

り込み，従来型携帯電話機とスマートフォンとを合成した指数を作成（指数作成方法等の詳細は

付録７参照）

○１月分からの基本銘柄

（従来型携帯電話機）

・

・

・

（スマートフォン）

・

・

・

基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1042 スパゲッティ 袋入り（５００～６００ｇ入り），結
束タイプ，ＪＡＳ規格品，「マ・マー
密封チャック付結束スパゲティ」又は
「オーマイ スパゲッティ結束タイ
プ」

袋入り（３００ｇ入り），ＪＡＳ規格
品，「マ・マースパゲッティ」又は
「オーマイスパゲッティ」

2 1321 バター 箱入り（２００ｇ入り），食塩不使用
は除く

●商標指定

カルトン入り（２００ｇ入り）

●商標指定

3 2142 フライ 豚カツ定食，ロース，ごはんとみそ汁
のセット，並

豚カツ（ロース）定食

4 2141 ハンバーグ ハンバーグ定食，ライス又はパンとみ
そ汁又はスープのセット，食べ放題付
きは除く

定食

5 2162 コーヒー 喫茶店（セルフサービス店及びコー
ヒースタンドを除く）におけるコー
ヒー代，アイスコーヒーは除く

喫茶店におけるコーヒー代

6 4392 ビニールホー
ス

塩化ビニール製（補強糸入り），内径
１５ｍｍ，ドラム巻ホースの切売り

塩化ビニール製，内径１５ｍｍ，外径
２０ｍｍ

7 5169 スカート（春
夏物）

春夏物，〔素材〕化学繊維１００％，
〔サイズ〕Ｗ６４～７０ｃｍ，中級品

調査月 ３月～８月

春夏物，〔素材〕ポリエステル１０
０％〔サイズ〕Ｗ６４～７０ｃｍ，中
級品

調査月 ３月～８月

ＫＤＤＩ（ａｕ）又は沖縄セルラー（スマートフォンは除く），機種変更，シンプルコー
ス，オプション未加入，一括払い，「ａｕ ＰＴ００３」

ソフトバンクモバイル（スマートフォンを除く），機種変更，新スーパーボーナス，一括払
い，「ソフトバンク １０３Ｐ」

ＮＴＴドコモ，スマートフォン，〔ＯＳ（基本ソフト）〕Ａｎｄｒｏｉｄ ４．０，〔ＣＰ
Ｕ〕Ｄｕａｌ Ｃｏｒｅ，〔ディスプレイ〕ＨＤ ＴＦＴ（サイズ：約４．３インチ)，契約
変更（ＦＯＭＡからＸｉ），オプション未加入，一括払い，「ドコモ Ｘｐｅｒｉａ ＡＸ
ＳＯ－０１Ｅ」

ＫＤＤＩ（ａｕ）又は沖縄セルラー，スマートフォン，〔ＯＳ（基本ソフト）〕ｉＯＳ
６，〔ＣＰＵ〕Ａ６チップ，〔記憶容量〕１６ＧＢ，〔ディスプレイ〕Ｒｅｔｉｎａ（サイ
ズ：４インチ），機種変更，オプション未加入，一括払い，「ａｕ ｉＰｈｏｎｅ ５」

ソフトバンクモバイル，スマートフォン，〔ＯＳ（基本ソフト）〕ｉＯＳ ６，〔ＣＰＵ〕
Ａ６チップ，〔記憶容量〕１６ＧＢ，〔ディスプレイ〕Ｒｅｔｉｎａ（サイズ：４イン
チ），契約変更（３Ｇから４Ｇ ＬＴＥ），一括払い，「ソフトバンク ｉＰｈｏｎｅ
５」

内 容

ＮＴＴドコモ（スマートフォンを除く），機種変更，バリューコース，オプション未加入，
一括払い，「ドコモ Ｐ―０１Ｅ」



 物  価  指  数  年  譜

年 月 事 項

25. 1 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

8 5192 女児スカート スカート又はキュロットスカート，
〔素材〕「綿１００％」又は「綿・化
学繊維混用」，〔サイズ〕１２０又は
１３０，普通品

〔素材〕「綿１００％」又は「綿６
５％以上・化学繊維混用」，〔サイ
ズ〕１２０又は１３０，普通品

9 5731 被服賃借料 モーニング一式（上着，ズボン，ベス
ト，ネクタイ），カッターシャツ又は
ワイシャツ及び靴付きは除く，貸出期
間２泊３日

モーニング一式，貸出期間２泊３日

10 9357 ゴルフプレー
料金

メンバーシップゴルフ場，ビジター料
金，平日，セルフプレー，１ラウンド
（１８ホール）のグリーンフィとゴル
フ場利用税の合計額，カートやロッ
カーなどの利用料は除く

メンバーシップゴルフ場，ビジター料
金，平日，１８ホール（１ラウンド）
のグリーンフィ（ゴルフ場利用税を含
む）

11 9511 理髪料 総合調髪（カット，シェービング，
シャンプー，セット），男性（高校生
以下を除く）

総合調髪，大人

12 9682 口紅Ｂ セルフ化粧品，チューブタイプ，「マ
ジョリカマジョルカ ハニーポンプグ
ロスＮＥＯ」

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 9741 指輪 プラチナ９５０（Ｐｔ９５０），平型
又は甲丸（石付きを除く），〔幅〕
２．５～３．５ｍｍ，〔サイズ〕９～
１１号

平型又は甲丸，プラチナ９００（Ｐｔ
９００），〔重さ〕３．５～４ｇ

取扱い… 2～5,9,10：直接接続

1,6～8,11～13：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，北陸電力，四国電力，沖縄電力）

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

都市ガス代の改定 料金改定による値下げ（福島ガス，宮崎ガス）

（１月１日実施） 原料費調整単価の値上げ（盛岡ガス，東部ガス(一部)，日本ガス，沖縄ガス）

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（北海道ガス，

東部ガス，東邦ガス，岡山ガス，広島ガス，宮崎ガス）（東部ガス及び東邦ガスは２月検針分から

料金に反映）

高速自動車国道料金 中央自動車道笹子トンネル迂回誘導に伴う大月ＩＣ～河口湖ＩＣ間無料措置による値下げ

の改定

（１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

（１月10日実施）

内 容



付録 5 平 成 25 年 消 費 者

年月 事 項

25. 2 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（保温構造付
き），満水容量：２６０～２６５Ｌ，
特殊機能付きは除く，「Ｋｉｒｅｉｙ
ｕ Ｍ ｔｙｐｅ」，「Ｋｉｒｅｉｙ
ｕ Ｚ ｔｙｐｅ」，「サザナ Ｔタ
イプ（浴槽の保温構造付き）」又は
「サザナ Ｓタイプ（浴槽の保温構造
付き）」

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）」

2 9082 電子辞書 学生タイプ又は生活タイプ，〔収録コ
ンテンツ〕１３０，１４０又は１６
５，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

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

3 9622 シャンプー 詰め替え用，袋入り（３４０～４４０
ｍＬ入り），「アジエンス シャン
プー しっとりまとまるタイプ」又は
「ＴＳＵＢＡＫＩ シャイニング ＜
シャンプー＞」

詰め替え用，袋入り（３８０～４４０
ｍＬ入り），「アジエンス シャン
プー しっとりリッチタイプ」又は
「ＴＳＵＢＡＫＩ シャイニング ＜
シャンプー＞」

4 9624 ヘアコンディ
ショナー

詰め替え用，袋入り（３４０～４４０
ｍＬ入り），「ＴＳＵＢＡＫＩ シャ
イニング ＜ヘアコンディショナー
＞」又は「アジエンス コンディショ
ナー しっとりまとまるタイプ」

詰め替え用，袋入り（３８０～４４０
ｍＬ入り），「ＴＳＵＢＡＫＩ シャ
イニング ＜ヘアコンディショナー
＞」又は「アジエンス コンディショ
ナー しっとりリッチタイプ」

取扱い… 2～4：直接接続

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，北陸電力，四国電力，沖縄電力）

（２月１日実施） 燃料費調整単価の値下げ（東北電力，東京電力，中部電力，関西電力，中国電力，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(一部)，日本ガス，沖縄ガス）

（２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（日本海ガス）

（３月検針分から料金に反映）

高速自動車国道料金 中央自動車道笹子トンネル迂回誘導に伴う大月ＩＣ～河口湖ＩＣ間無料措置終了による値上げ

の改定

（２月12日実施）

内 容



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

25. 3 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 床移動形，〔集塵方式〕紙パック式，
〔吸込仕事率〕最大６４０Ｗ，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６２０Ｗ，パワー
ブラシ，特殊機能付きは除く

※商標・型式番号指定

2 6121 眼鏡 〔レンズ〕プラスチックレンズ，非球
面レンズ，近視用，屈折率１．６０，
ＵＶカット，無色，「ＨＯＹＡニュー
ルックス」，「セイコースーパールー
シャスＵＶ」又は「ニコンライト３－
ＡＳ」，〔フレーム〕男性用，樹脂フ
レーム，中級品，加工料を含む

〔レンズ〕プラスチックレンズ，非球
面レンズ，近視用，屈折率１．６０，
ＵＶカット，無色，「ＨＯＹＡニュー
ルックス（ハイビジョン）」，「セイ
コースーパールーシャスＵＶ」又は
「ニコンライト３－ＡＳ」，〔フレー
ム〕男性用，メタルフレーム（チタ
ン），中級品，加工料を含む

3 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，オールシーズン用，詰め替え用
（レフィル），１０ｇ入り，「マキ
アージュ トゥルーパウダリー Ｕ
Ｖ」

カウンセリング化粧品，パウダータイ
プ，オールシーズン用，詰め替え用
（レフィル），１０ｇ入り，「マキ
アージュ ライティング ホワイトパ
ウダリー ＵＶ」

取扱い… 3：直接接続

1,2：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上げ（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，

（３月１日実施） 四国電力，沖縄電力）

燃料費調整単価の値下げ（中部電力）

都市ガス代の改定 原料費調整単価の値上げ（東邦ガス等）

（３月１日実施） 原料費調整単価の値下げ（東京ガス，大阪ガス等）

25. 4 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1211 豚肉Ａ ロース（黒豚を除く） ロース

2 1212 豚肉Ｂ もも（黒豚を除く） もも肉

3 6142 紙おむつ（大
人用）

大人用，パンツ型，うす型，Ｍ又はＭ
～Ｌサイズ，２２～２４枚入り

●商標指定

大人用，パンツ型，うす型，Ｍ又はＭ
～Ｌサイズ，２２枚入り

●商標指定

4 6101 生理用ナプキ
ン

昼用，スリム，〔長さ〕２２．５～２
３ｃｍ，羽つき，２０～２４個入り，
「ソフィ はだおもい」又は「ロリエ
エフ」

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」

5 7446 携帯電話機 ＮＴＴドコモ，スマートフォン，〔Ｏ
Ｓ（基本ソフト）〕Ａｎｄｒｏｉｄ
４．１，〔ＣＰＵ〕Ｑｕａｄ Ｃｏｒ
ｅ，〔ディスプレイ〕フルＨＤ ＴＦ
Ｔ（サイズ：５．０インチ），契約変
更（ＦＯＭＡからＸｉ），オプション
未加入，一括払い，「ドコモ Ｘｐｅ
ｒｉａ Ｚ ＳＯ－０２Ｅ」

ＮＴＴドコモ，スマートフォン，〔Ｏ
Ｓ（基本ソフト）〕Ａｎｄｒｏｉｄ
４．０，〔ＣＰＵ〕Ｄｕａｌ Ｃｏｒ
ｅ，〔ディスプレイ〕ＨＤ ＴＦＴ
（サイズ：約４．３インチ），契約変
更（ＦＯＭＡからＸｉ），オプション
未加入，一括払い，「ドコモ Ｘｐｅ
ｒｉａ ＡＸ ＳＯ－０１Ｅ」

内 容



付録 5 平 成 25 年 消 費 者

年月 事 項

25. 4 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

6 8080 公立幼稚園保
育料

公立幼稚園（認定こども園（幼保連携
型又は幼稚園型）を含む），２年保
育，保育料

※施設指定

公立幼稚園，２年保育，保育料

※幼稚園指定

7 8080 公立幼稚園保
育料

公立幼稚園（認定子ども園（幼保連携
型又は幼稚園型）を含む），２年保
育，入園料

※施設指定

公立幼稚園，２年保育，入園料

※幼稚園指定

8 8090 私立幼稚園保
育料

私立幼稚園（認定こども園（幼保連携
型又は幼稚園型）を含む），３年保
育，保育料

※施設指定

私立幼稚園，３年保育，保育料

※幼稚園指定

9 8090 私立幼稚園保
育料

私立幼稚園（認定こども園（幼保連携
型又は幼稚園型）を含む），３年保
育，入園料

※施設指定

私立幼稚園，３年保育，入園料

※幼稚園指定

10 8110 教科書 高等学校用，「コミュニケーション英
語Ⅰ」

高等学校用，「英語Ⅰ」

11 8203 補習教育（小
学校）

小学５年生，グループ指導，補習又は
進学，学習科目４科目（国語，算数，
理科，社会），週２日又は３日

※塾・コース指定

学習塾，月謝，小学生を対象とした
塾，５年生，学習内容が補習又は進
学，学習科目４科目（国語，算数，理
科，社会），週２回又は３回

※塾・コース指定

12 8201 補習教育（中
学校）

中学２年生，グループ指導，補習又は
進学，学習科目５科目（英語，数学，
国語，理科，社会），週２日又は３日

※塾・コース指定

学習塾，月謝，中学生を対象とした
塾，２年生，学習内容が補習又は進
学，学習科目３科目（英語，数学，国
語），週２回又は３回

※塾・コース指定

13 9622 シャンプー 詰め替え用，袋入り（３４０～４４０
ｍＬ入り），「アジエンス シャン
プー しっとりまとまるタイプ」又は
「ＴＳＵＢＡＫＩ シャイニング
シャンプー」

詰め替え用，袋入り（３４０～４４０
ｍＬ入り），「アジエンス シャン
プー しっとりまとまるタイプ」又は
「ＴＳＵＢＡＫＩ シャイニング ＜
シャンプー＞」

14 9624 ヘアコンディ
ショナー

詰め替え用，袋入り（３４０～４４０
ｍＬ入り），「ＴＳＵＢＡＫＩ シャ
イニング コンディショナー」又は
「アジエンス コンディショナー
しっとりまとまるタイプ」

詰め替え用，袋入り（３４０～４４０
ｍＬ入り），「ＴＳＵＢＡＫＩ シャ
イニング ＜ヘアコンディショナー
＞」又は「アジエンス コンディショ
ナー しっとりまとまるタイプ」

取扱い… 1,2,4,6～11,13,14：直接接続

3,5,12：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，

（４月１日実施） 中国電力，四国電力，九州電力，沖縄電力）

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（中国電力）

内 容



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

25. 4 都市ガス代の改定 料金改定による値下げ（北海道ガス，鳥取ガス）

（４月１日実施） 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，北海道ガス，鳥取ガス等）

原料費調整単価の値下げ（日本ガス）

下水道料の改定 料金改定による値上げ（水戸市，徳島市，松山市，大分市）

（４月１日実施）

リサイクル料金 一部製品の料金改定による値下げ

の改定

（４月１日実施）

通勤定期（ＪＲ以 ＩＧＲいわて銀河鉄道の料金改定による値下げ（岩手県）

外）の改定

（４月１日実施）

都市高速道路料金 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）社会実験終了による値

の改定 上げ

（４月１日実施）

自動車保険料（自 保険料改定による値上げ（沖縄離島は値下げ）

賠責）の改定

（４月１日実施）

自動車保険料（任 一部保険会社の保険料改定による値上げ

意）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（盛岡市）

（４月４日実施）

25. 5 電気代の改定 料金改定による値上げ（関西電力，九州電力）

（５月１日実施） 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，

中国電力，四国電力，九州電力，沖縄電力）

再生可能エネルギー発電促進賦課金の見直しによる値上げ（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，中国電力，四国電力，九州電力，沖縄電力）

太陽光発電促進付加金の見直しによる値下げ（北海道電力，東京電力，北陸電力，中部電力，

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）

（５月１日実施）

内 容



付録 5 平 成 25 年 消 費 者

年月 事 項

25. 6 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1161 かつお節 かつおかれぶし削りぶし，パック入り
（２．５ｇ×１０袋入り），普通品

●商標指定

かつおかれぶし削りぶし，パック入り
（３ｇ×１０袋入り），普通品

2 1173 魚介缶詰 油漬，きはだまぐろ，フレーク，内容
量７０ｇ入り，３缶パック又は４缶
パック

●商標指定

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」

3 1923 コーヒー飲料 コーヒー，ペットボトル入り（９００
～１，０００ｍＬ入り）

●商標指定

コーヒー，ペットボトル入り（９００
ｍＬ入り）

●商標指定

4 7446 携帯電話機 ＮＴＴドコモ，スマートフォン，〔Ｏ
Ｓ（基本ソフト）〕Ａｎｄｒｏｉｄ
４．１～４．２，〔ＣＰＵ〕Ｑｕａｄ
Ｃｏｒｅ，〔ディスプレイ〕ＨＤ Ｔ
ＦＴ（サイズ：約４．６インチ），契
約変更（ＦＯＭＡからＸｉ），オプ
ション未加入，一括払い，「ドコモ
Ｘｐｅｒｉａ Ａ ＳＯ－０４Ｅ」

ＮＴＴドコモ，スマートフォン，〔Ｏ
Ｓ（基本ソフト）〕Ａｎｄｒｏｉｄ
４．１，〔ＣＰＵ〕Ｑｕａｄ Ｃｏｒ
ｅ，〔ディスプレイ〕フルＨＤ ＴＦ
Ｔ（サイズ：５．０インチ），契約変
更（ＦＯＭＡからＸｉ），オプション
未加入，一括払い，「ドコモ Ｘｐｅ
ｒｉａ Ｚ ＳＯ－０２Ｅ」

5 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，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

取扱い… 5：直接接続

3,4：オーバーラップ法により接続

1,2：容量比リンクにより接続

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，

（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 料金改定による値下げ（大津市，岡山ガス）

（６月１日実施） 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）

水道料の改定 料金改定による値上げ（長野市）

（６月１日実施）

内 容



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

25. 7 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1011 もち米 国内産，精米，「単一原料米」又は
「複数原料米」，袋入り（１～２ｋｇ
入り）

国内産，精米，複数原料米，袋入り
（１～２ｋｇ入り）

2 1113 たこ まだこ，ゆでもの又は蒸しもの まだこ（ゆでもの）

3 1114 えび 輸入品，冷凍，「パック包装」又は
「真空包装」，無頭（１０～１４尾入
り）

輸入品，冷凍，「パック包装」又は
「真空包装」，無頭（１０～１２尾入
り）

4 1413 さといも 土付き こいも，土付き

5 1486 はくさい漬 塩漬，ミックス漬は除く 塩漬

6 1571 いちご 国産品

調査月 １月～５月，12月 調査月 １月～５月，12月

7 1591 果物缶詰 輸入品，シラップづけ，内容総量４２
５ｇ入り，普通品

輸入品，シラップづけ，並ぶた缶，内
容総量４２５ｇ入り，普通品

8 1712 ケーキ いちごショートケーキ，１個（７０～
１２０ｇ）

いちごショートケーキ（１個６０～１
００ｇ）

9 1802 焼き魚 「さば」又は「さけ」，切り身，塩焼
き

さば，切り身，塩焼き

10 1911 紅茶 ティーバッグ，２５～３０袋入り，
「リプトン イエローラベル ティー
バッグ」又は「日東紅茶 デイリーク
ラブティーバッグ」

ティーバッグ，２５袋入り，「リプト
ンイエローラベル ティーバッグ」又
は「日東紅茶デイリークラブ ティー
バッグ」

11 3104 給湯機 ガス給湯機，風呂給湯機，エコジョー
ズ，屋外壁掛型，〔風呂沸かし機能〕
オート，〔給湯能力〕２０号，台所イ
ンターホンリモコン付き

ガス給湯機，給湯専用機，屋外壁掛
型，〔給湯能力〕１６号，オートス
トップタイプ，台所音声リモコン付
き，Ｑ２１は除く，特殊機能付きは除
く

12 4251 敷布 〔素材〕綿１００％，〔サイズ〕シン
グル又はシングルロング（ベッド用を
除く），普通品

綿１００％，シングルサイズ（ベッド
用を除く），普通品

13 4271 布団カバー 掛布団用，〔素材〕綿・ポリエステル
混用，〔サイズ〕シングル又はシング
ルロング，普通品

掛布団用，綿１００％，〔サイズ〕１
５０ｃｍ×２１０ｃｍ，中級品

14 4324 ワイングラス クリスタルガラス製，無地，〔容量〕
１８０～４２０ｍＬ，中級品

クリスタルガラス製，無地，〔容量〕
１８０～３００ｍＬ，中級品

15 9115 マーキングペ
ン

水性，蛍光ペン，太・細両用書き（ツ
インタイプ），「蛍光オプテックス
２」，「ｕｎｉプロパスウインド
ウ」，「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），「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」

内 容



付録 5 平 成 25 年 消 費 者

年月 事 項

25. 7 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

16 9149 水着 女性用，セパレーツ型，上下セット，
タンクトップ，無地，〔素材〕ポリエ
ステル・ポリウレタン混用，〔サイ
ズ〕Ｓ，Ｍ又はＬ，中級品，「アリー
ナ」，「ミズノスイム」又は「エレッ
セ」

※品番指定

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，「ミズノ・スイ
ム」，「アリーナ」又は「スピード」

※品番指定

17 9182 切り花（き
く）

きく，輪もの きく，輪もの（直径５～１０ｃｍ）

18 9625 ヘアカラー 白髪用，早染めタイプ，クリーム，箱
入り（１剤４０ｇ・２剤４０ｇ入
り），「ビゲン 香りのヘアカラー
クリーム」又は「ブローネ 艶カラー
クリーム」

白髪用，早染めクリーム，箱入り（１
剤４０ｇ・２剤４０ｇ入り），「ビゲ
ン 香りのヘアカラー クリーム」又
は「ブローネ クリームヘアカラー」

取扱い… 1～9,12,14,15,17：直接接続

10,11,13,16,18：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）

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（北陸電力）

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） 原料費調整単価の値下げ（盛岡ガス，沖縄ガス）

高速バス代の改定 料金改定による値上げ（和歌山県）

（７月20日実施）

25. 8 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，

（８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）

（８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）

水道料の改定 料金改定による値上げ（京都市）

（８月１日実施）

下水道料の改定 料金改定による値下げ（京都市）

（８月１日実施）

タクシー代の改定 料金改定による値上げ（大津市）

（８月10日実施）

内 容



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

25. 9 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1891 混ぜごはんの
もと

五目ずしの素，袋入り（２６４．４ｇ
入り），「ミツカン五目ちらし」

五目ずしの素，袋入り（２９５．４ｇ
入り），「ミツカン五目ちらし」

2 1921 インスタント
コーヒー

瓶入り（９０ｇ入り），「ネスカフェ
ゴールドブレンド」

フリーズドライ，瓶入り（１００ｇ入
り），「ネスカフェ ゴールドブレン
ド」又は「マキシム」

3 4431 台所用洗剤 合成洗剤，液体，詰め替え用，ポリ容
器入り（３９５～４１０ｍＬ入り），
「除菌ジョイ」又は「キュキュット」

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」

4 5121 男子ズボン
（冬物）

秋冬物，スラックス，〔素材〕毛１０
０％，〔サイズ〕Ｗ７６～９４ｃｍ，
中級品

調査月 １月～２月，９月～12月

秋冬物，スラックス，〔素材〕毛１０
０％，〔サイズ〕Ｗ７６～８２ｃｍ，
中級品

調査月 １月～２月，９月～12月

5 5231 ブラウス（長
袖）

長袖，〔素材〕化学繊維１００％
（ニットは除く），〔サイズ〕「７～
１１Ｒ」又は「Ｍ」，普通品

調査月 １月～３月，９月～12月

長袖，〔素材〕ポリエステル１００％
（ニットは除く），無地，〔サイズ〕
「７～１１Ｒ」又は「Ｍ」，特殊な飾
り付きは除く，普通品

調査月 １月～３月，９月～12月

6 6021 ビタミン剤Ａ 第３類医薬品，ビタミン含有保健剤，
錠剤，プラスチックボトル入り（９０
錠入り），「キューピーコーワゴール
ドα－プラス」

第３類医薬品，ビタミン含有保健剤，
錠剤，瓶入り（９０錠入り），
「キューピーコーワゴールドα」

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），機種変更，新スーパー
ボーナス，一括払い，「ソフトバンク
２０２ＳＨ」

ソフトバンクモバイル（スマートフォ
ンを除く），機種変更，新スーパー
ボーナス，一括払い，「ソフトバンク
１０３Ｐ」

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，〔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 ＭＧ７１
３０」

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」

9 9751 腕時計 国産品，男性用，太陽電池時計，電波
修正機能付き，アナログ表示，〔ケー
ス（側）〕ステンレススチール，〔バ
ンド〕ステンレススチール，特殊機能
付きは除く，「シチズンコレクショ
ン」又は「セイコースピリット」

※品番指定

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

取扱い… 4,5,8,9：直接接続

1～3,6,7：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（北海道電力，東北電力，四国電力）

（９月１日実施） 燃料費調整単価の値上げ（東京電力，中部電力，関西電力，九州電力）

燃料費調整単価の値下げ（北海道電力，北陸電力，四国電力，沖縄電力）

内 容



付録 5 平 成 25 年 消 費 者

年月 事 項

25. 9 都市ガス代の改定 標準熱量変更による値下げ（北海道ガス）

（９月１日実施） 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）

原料費調整単価の値下げ（北海道ガス，盛岡ガス，東部ガス，沖縄ガス）

下水道料の改定 料金改定による値上げ（奈良市）

（９月１日実施）

25. 10 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 4052 電気アイロン スチームアイロン，コードレス，〔蓄
熱持続時間〕１８０秒，〔かけ面〕
ニッケルコート又はボロンコート，
〔消費電力〕１，２００～１，４００
Ｗ，ハンガーショット付き，全温度ス
チーム機能付き，霧吹き機能付き，電
源自動オフ機能付き

※商標・型式番号指定

スチームアイロン，コードレス，〔蓄
熱持続時間〕１５０～１８０秒，〔か
け面〕ニッケルコート又はボロンコー
ト，〔消費電力〕１，２００Ｗ，ハン
ガーショット付き，全温度スチーム機
能付き，霧吹き機能付き，電源自動オ
フ機能付き

※商標・型式番号指定

2 4403 キッチンペー
パー

パルプ１００％，ロールタイプ，２枚
重ね５０カット，４ロール入り，「エ
リエール超吸収キッチンタオル」又は
「ネピア激吸収キッチンタオル」

パルプ１００％，ロールタイプ，２枚
重ね５０カット，４ロール入り，「ネ
ピア激吸収キッチンタオル」，「エリ
エール超吸収キッチンタオル」又は
「クリネックスペーパータオルハイ
パードライ」

3 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アダプタなし，特殊機
能付きは除く

※商標・型式番号指定

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

4 7446 携帯電話機 ＮＴＴドコモ（スマートフォンを除
く），機種変更，バリューコース，オ
プション未加入，一括払い，「ドコモ
ＳＨ―０３Ｅ」

ＮＴＴドコモ（スマートフォンを除
く），機種変更，バリューコース，オ
プション未加入，一括払い，「ドコモ
Ｐ―０１Ｅ」

5 7446 携帯電話機 ＮＴＴドコモ，スマートフォン，〔Ｏ
Ｓ（基本ソフト）〕ｉＯＳ ７，〔Ｃ
ＰＵ〕Ａ７チップ，〔記憶容量〕３２
ＧＢ，〔ディスプレイ〕Ｒｅｔｉｎａ
（サイズ：４インチ），契約変更（Ｆ
ＯＭＡからＸｉ），オプション未加
入，一括払い，「ドコモ ｉＰｈｏｎ
ｅ ５ｓ」

ＮＴＴドコモ，スマートフォン，〔Ｏ
Ｓ（基本ソフト）〕Ａｎｄｒｏｉｄ
４．１～４．２，〔ＣＰＵ〕Ｑｕａｄ
Ｃｏｒｅ，〔ディスプレイ〕ＨＤ Ｔ
ＦＴ（サイズ：約４．６インチ），契
約変更（ＦＯＭＡからＸｉ），オプ
ション未加入，一括払い，「ドコモ
Ｘｐｅｒｉａ Ａ ＳＯ－０４Ｅ」

6 7446 携帯電話機 ＫＤＤＩ（ａｕ）又は沖縄セルラー，
スマートフォン，〔ＯＳ（基本ソフ
ト）〕ｉＯＳ ７，〔ＣＰＵ〕Ａ７
チップ，〔記憶容量〕３２ＧＢ，
〔ディスプレイ〕Ｒｅｔｉｎａ（サイ
ズ：４インチ），機種変更，オプショ
ン未加入，一括払い，「ａｕ ｉＰｈ
ｏｎｅ ５ｓ」

ＫＤＤＩ（ａｕ）又は沖縄セルラー，
スマートフォン，〔ＯＳ（基本ソフ
ト）〕ｉＯＳ ６，〔ＣＰＵ〕Ａ６
チップ，〔記憶容量〕１６ＧＢ，
〔ディスプレイ〕Ｒｅｔｉｎａ（サイ
ズ：４インチ），機種変更，オプショ
ン未加入，一括払い，「ａｕ ｉＰｈ
ｏｎｅ ５」

内 容



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

25. 10 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

7 7446 携帯電話機 ソフトバンクモバイル，スマートフォ
ン，〔ＯＳ（基本ソフト）〕ｉＯＳ
７，〔ＣＰＵ〕Ａ７チップ，〔記憶容
量〕３２ＧＢ，〔ディスプレイ〕Ｒｅ
ｔｉｎａ（サイズ：４インチ），契約
変更（３Ｇから４Ｇ ＬＴＥ），一括
払い，「ソフトバンク ｉＰｈｏｎｅ
５ｓ」

ソフトバンクモバイル，スマートフォ
ン，〔ＯＳ（基本ソフト）〕ｉＯＳ
６，〔ＣＰＵ〕Ａ６チップ，〔記憶容
量〕１６ＧＢ，〔ディスプレイ〕Ｒｅ
ｔｉｎａ（サイズ：４インチ），契約
変更（３Ｇから４Ｇ ＬＴＥ），一括
払い，「ソフトバンク ｉＰｈｏｎｅ
５」

8 9625 ヘアカラー 白髪用，早染めタイプ，クリーム，箱
入り（１剤４０ｇ・２剤４０ｇ入
り），「ビゲン 香りのヘアカラー
クリーム」又は「ブローネ 香りと艶
カラー 濃厚クリーム」

白髪用，早染めタイプ，クリーム，箱
入り（１剤４０ｇ・２剤４０ｇ入
り），「ビゲン 香りのヘアカラー
クリーム」又は「ブローネ 艶カラー
クリーム」

9 9928 傷害保険料 傷害総合保険，基本契約，死亡・後遺
障害保険金５００万円，入院保険金
（日額）３,０００円，通院保険金
（日額）１,０００円，賠償責任保険
金１億円，保険期間１年，月払

※企業指定

普通傷害保険，基本契約，職種級別
Ａ，死亡・後遺障害保険金５００万
円，入院保険金（日額）３,０００
円，通院保険金（日額）１,０００
円，賠償責任保険金３，０００万円，
保険期間１年，月払い

※企業指定

取扱い… 1,2,8：直接接続

3～7,9：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，北陸電力，関西電力，中国電力，四国電力，

（10月１日実施） 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）

（10月１日実施） 原料費調整単価の値下げ（盛岡ガス，東部ガス，日本ガス，沖縄ガス）

自動車保険料（任 一部保険会社の保険料改定による値下げ

意）の改定

（10月１日実施）

傷害保険料の改定 一部保険会社の保険料改定による値上げ

（10月１日実施）

内 容



付録 5 平 成 25 年 消 費 者

年月 事 項

25. 11 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
（３００ｇ入り），「雪印 ネオソフ
ト」

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」

2 1643 マヨネーズ ポリ容器入り（４５０ｇ入り），「キ
ユーピーマヨネーズ」

ポリ容器入り（５００ｇ入り），「キ
ユーピーマヨネーズ」

3 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 ドリップテイ
スト 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 豆の焙煎士
深いコク スペシャルブレンド」

4 6141 紙おむつ（乳
幼児用）

乳幼児用，パンツ型，Ｌサイズ，４４
枚入り

●商標指定

乳幼児用，パンツ型，Ｌサイズ，４２
～４４枚入り，「ムーニーパンツ 下
着仕立て」又は「メリーズパンツ の
びのびＷａｌｋｅｒ」

5 6101 生理用ナプキ
ン

昼用，スリム，〔長さ〕２２．５～２
３ｃｍ，羽つき，２０～２４個入り，
「ソフィ はだおもい」又は「ロリエ
エフ しあわせ素肌」

昼用，スリム，〔長さ〕２２．５～２
３ｃｍ，羽つき，２０～２４個入り，
「ソフィ はだおもい」又は「ロリエ
エフ」

6 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，
「ウォークマン ＮＷ－Ｓ７８４」

〔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」

7 9199 メモリーカー
ド

ＳＤメモリーカード，ＳＤＨＣカー
ド，８ＧＢ，〔ＳＤスピードクラス〕
ＣＬＡＳＳ１０，ＵＨＳ－Ｉ対応

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

取扱い… 3,6：直接接続

7：オーバーラップ法により接続

1,2,4,5：容量比リンクにより接続

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（盛岡ガス，日本ガス，沖縄ガス）

（11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）

 注）4及び5については，基本銘柄で規定する単位をそれぞれ１枚から10枚，１個から10個に
 変更したことによるもの。

内 容



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

25. 12 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 ＫＤＤＩ（ａｕ）又は沖縄セルラー
（スマートフォンは除く），機種変
更，シンプルコース，オプション未加
入，一括払い，「ａｕ ＫＹＹ０６」

ＫＤＤＩ（ａｕ）又は沖縄セルラー
（スマートフォンは除く），機種変
更，シンプルコース，オプション未加
入，一括払い，「ａｕ ＰＴ００３」

2 9142 ゴルフクラブ アイアン，５本セット，〔ヘッド〕複
合素材，〔シャフト〕カーボン，「Ｘ
ＸＩＯ８（ゼクシオエイト）ＭＰ８０
０」

アイアン，５本セット，〔ヘッド〕複
合素材，〔シャフト〕カーボン，「Ｘ
ＸＩＯ７（ゼクシオセブン）ＭＰ７０
０」

取扱い… 2：直接接続

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，北陸電力，沖縄電力）

（12月１日実施） 燃料費調整単価の値下げ（東北電力，東京電力，中部電力，関西電力，中国電力，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）

（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）

（12月10日実施） 料金改定による値下げ（東京ガス）

内 容


