
平成29年12月現在

地域別 店舗形態別 銘柄別
（奇数月調査） （偶数月調査） （偶数月調査）

1001 うるち米 ａ品目
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」

１袋 ○

1002 うるち米 ａ品目
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

１袋 ○ ○

1021 食パン ａ品目 普通品 １ｋｇ ○

1022 あんパン ａ品目 あずきあん入り，丸型，普通品 １００ｇ ○

1023 カレーパン ａ品目 揚げパン，普通品 １００ｇ ○

1041 干しうどん ａ品目 袋入り（３００～６００ｇ入り），普通品 １ｋｇ ○

1051 カップ麺 ａ品目 中華タイプ，７７ｇ入り，「カップヌードル」 １個 ○

1142 たらこ ｂ品目 並 １００ｇ ○

1143 しらす干し ａ品目 並 １００ｇ ○

1151 揚げかまぼこ ａ品目 さつま揚げ，並 １００ｇ ○

1152 ちくわ ａ品目
焼きちくわ（煮込み用を除く），袋入り（３～６本入り），
並

１００ｇ ○

1201 牛肉 ａ品目 国産品，ロース １００ｇ ○

1211 豚肉 ａ品目 バラ（黒豚を除く） １００ｇ ○ ○

1212 豚肉 ａ品目 もも（黒豚を除く） １００ｇ ○

1221 鶏肉 ａ品目 ブロイラー，もも肉 １００ｇ ○

1252 ハム ａ品目 ロースハム，ＪＡＳ格付けなし，普通品 １００ｇ ○

1261 ソーセージ ａ品目 ウインナーソーセージ，袋入り，ＪＡＳ規格品・特級 １００ｇ ○

1303 牛乳 ａ品目 牛乳，店頭売り，紙容器入り（１，０００ｍＬ入り） １本 ○

1333 ヨーグルト ａ品目 ソフトヨーグルト，７５ｇ×４入り，普通品 ●商標指定 １パック ○

1341 鶏卵 ａ品目 白色卵，Ｌサイズ，パック詰（１０個入り） １パック ○

1461 干しのり ａ品目 焼きのり，袋入り（全形１０枚入り），普通品 １袋 ○

1462 わかめ ａ品目
生わかめ，湯通し塩蔵わかめ（天然ものを除く），国産
品，並

１００ｇ ○

1463 こんぶ ａ品目 だしこんぶ，国産品，並 １００ｇ ○

1471 豆腐 ａ品目 木綿豆腐，並 １ｋｇ ○

1472 油揚げ ａ品目 薄揚げ １ｋｇ ○

1473 納豆 ａ品目
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」

１パック ○

1481 こんにゃく ａ品目 板こんにゃく １ｋｇ ○

1482 梅干し ａ品目 調味梅干し，並 １ｋｇ ○

1483 だいこん漬 ａ品目 たくあん漬，並 １ｋｇ ○

1485 こんぶつくだ煮 ａ品目 並 １ｋｇ ○

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

ｂ品目
本醸造，こいくちしょうゆ，ＪＡＳ規格品（特級），ポリ容
器入り（１Ｌ入り），「キッコーマンしょうゆ」又は「ヤマサ
しょうゆ」

１本 ○

a品目
本醸造，こいくちしょうゆ，生しょうゆ，硬質ボトル入り
（４５０ｍＬ入り），「キッコーマン　いつでも新鮮しぼりた
て生しょうゆ」

１本 ○

1631 みそ ａ品目 米みそ，カップ入り（７５０ｇ入り），並 １個 ○

1632 砂糖 ａ品目 上白，袋入り（１ｋｇ入り） １袋 ○

1643 マヨネーズ ｂ品目 ポリ容器入り（４５０ｇ入り），「キューピーマヨネーズ」 １本 ○

1721 ビスケット ａ品目 箱入り（３枚パック×７袋入り），「森永マリー」 １００ｇ ○

1732 キャンデー ａ品目 のど飴，袋入り（個包装紙込み　９０ｇ入り） ●商標指定 １袋 ○

1741 せんべい ａ品目
うるち米製せんべい，しょう油味，個装タイプ袋入り，
普通品

１００ｇ ○

1761 チョコレート ｂ品目
板チョコレート，５０ｇ，「明治ミルクチョコレート」，「ロッ
テガーナミルクチョコレート」又は「森永ミルクチョコ
レート」

１枚 ○

1783 ポテトチップス ａ品目 袋入り（６０～９５ｇ入り），成型ポテトチップスを除く １００ｇ ○

1793 おにぎり ａ品目 鮭入り，並 １個 ○

1811 サラダ ａ品目 ポテトサラダ，並 １００ｇ ○

1821 コロッケ ａ品目 ポテトタイプ，並 １００ｇ ○ ○

1902 緑茶 ａ品目 煎茶（抹茶入りを含む），袋入り（１００～３００ｇ入り） １００ｇ ○

2003 清酒 ｂ品目
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

１本 ○ ○

付録４　調査品目及び調査銘柄

単位品　　目
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符号

品目
区分

調査の種別
銘　　　柄

1621 しょう油



平成29年12月現在

地域別 店舗形態別 銘柄別
（奇数月調査） （偶数月調査） （偶数月調査）

2011 焼酎 ｂ品目
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（１，８００ｍＬ入り），アルコール分２５度

●商標指定 １本 ○

2021 ビール ｂ品目 淡色，缶入り（３５０ｍＬ入り），６缶入り ●商標指定 １パック ○

2026 発泡酒 ｂ品目
麦芽使用率２５％未満，缶入り（３５０ｍＬ入り），６缶入
り

●商標指定 １パック ○

2027
ビール風アルコー
ル飲料

ｂ品目
その他の醸造酒（発泡性），缶入り（３５０ｍＬ入り），６
缶入り

●商標指定 １パック ○

4063 ルームエアコン ｂ品目

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，〔通年エネルギー
消費効率〕５．７～６．３，気流制御機能付き，フィル
ター自動清掃機能付きを除く

※商標・型式
　番号指定

１台 ○

4401 ラップ ａ品目
ポリ塩化ビニリデン製，幅２２ｃｍ×長さ５０ｍ，「サラン
ラップ」又は「ＮＥＷクレラップ」

１本 ○ ○

4412 ティシュペーパー ａ品目
パルプ１００％又はパルプ・再生紙混合，１箱３２０枚
（１６０組）入り，５箱入り

●商標指定 １パック ○

4413 トイレットペーパー ａ品目
再生紙１００％，白，〔長さ〕５５ｍ，６０ｍ，２枚重ね２７．
５ｍ又は２枚重ね３０ｍ，１２ロール入り

１パック ○

ａ品目
合成洗剤，液体，詰め替え用，ポリ容器入り（４４０～４
５０ｍＬ入り），「除菌ジョイ　コンパクト」

１０００ｍＬ ○

ａ品目
合成洗剤，食器洗い乾燥機用洗剤，粉末，詰め替え
用，袋入り（５５０～６０５ｇ入り），「食器洗い乾燥機専
用キュキュット　クエン酸効果」

１ｋｇ ○

4441 洗濯用洗剤 ａ品目

合成洗剤，綿・麻・合成繊維用，液体，詰め替え用，
袋入り（７２０～８１０ｇ入り），「アタック　高浸透バイオ
ジェル」，「トップ　クリアリキッド」又は「アリエール　イ
オンパワージェル　サイエンスプラス」

１ｋｇ ○ ○

5521 男子用靴下 ｂ品目
〔素材〕化学繊維混用又は綿・化学繊維混用，無地，
〔サイズ〕２５ｃｍ，普通品

３足組 ○

5541 婦人用ソックス ｂ品目
〔素材〕化学繊維混用又は綿・化学繊維混用，〔サイ
ズ〕２３ｃｍ，普通品

３足組 ○

6031 ドリンク剤 ｂ品目
指定医薬部外品，箱入り（１００ｍＬ×１０本入り），「リ
ポビタンＤ」

１箱 ○ ○

6142 紙おむつ ａ品目
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 １０枚 ○

9013 テレビ ｂ品目
液晶テレビ，５０Ｖ型，地上デジタルチューナー３基内
蔵，４Ｋ対応パネル，倍速駆動搭載，「ＡＱＵＯＳ」

※型式番号
　指定

１台 ○

9035
携帯型オーディオ
プレーヤー

ｂ品目

〔記録媒体〕フラッシュメモリー，〔記録容量〕３２ＧＢ，
カメラ機能付き，〔ディスプレイ〕４．０インチ，マルチ
タッチディスプレイ付き，曲名表示付き，「ｉＰｏｄ　ｔｏｕｃ
ｈ」

１台 ○

9602 電気かみそり ｂ品目
往復式，５枚刃，充電・交流式，充電時間１時間，自
動洗浄器具付きは除く

１台 ○

9621 化粧石けん ａ品目
バスサイズ，３個入り，「花王ホワイト」（１個１３０ｇ）又は
「カウブランド青箱」（１個１３５ｇ）

１パック ○

9623 歯磨き ｂ品目
練り歯磨き，１４０ｇ入り，「デンタークリアMAXライオ
ン」

１本 ○

9631 整髪料 ｂ品目

ヘアワックス，８０ｇ入り，「ギャツビー　ムービングラ
バー　スパイキーエッジ」，「ギャツビー　ムービングラ
バー　ワイルドシェイク」又は「ウーノ　ハイブリッドハー
ド」

１個 ○ ○

9661
化粧水（カウンセリ
ングを除く。）

ｂ品目
セルフ化粧品，ポリ容器入り（２００ｍＬ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）Ｎ」

１本 ○

58 9 9

4431 台所用洗剤
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