
年 月 事 項

16. 1 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1042 スパゲッティ 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｣

袋入り(300g入り)，JAS規格品

　　商標指定

2 1106 さけ トラウトサーモン，ぎんざけ，アトラ
ンティックサーモン(ノルウェーサーモ
ン)，べにざけ又はキングサーモン，切
り身，塩加工を除く

べにざけ(塩さけを除く)，切り身

3 1173 魚介缶詰 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｣

油漬，きはだまぐろ，フレーク，P4号
缶(80g入り)

　　商標指定

4 1333 ヨーグルト プレーンヨーグルト，500g入り，｢明治
ブルガリアヨーグルトＬＢ８１｣，｢森
永ビヒダスヨーグルトＢＢ５３６｣又は
｢ＭＥＧＭＩＬＫナチュレＰＲＯＧＢ｣

プレーンヨーグルト，500g入り

　　商標指定

5 1491 スイートコー
ン缶詰

ホールカーネル(つぶ状)，内容総量
190g・固形量130g入り，｢アヲハタ・十
勝コーン｣

ホールカーネル(つぶ状)，内容総量
230g・固形量145g入り，｢アヲハタ・十
勝コーン｣

6 1582 キウイフルー
ツ

１個85～144g １個100～130g

7 1782 アイスクリー
ム

バニラアイスクリーム，カップ入り
(120mL入り)，｢ハーゲンダッツ　バニ
ラ｣

乳脂肪分8.0%以上，カップ入り(120mL
入り)

　　商標指定

8 4021 電気冷蔵庫 冷凍冷蔵庫，〔定格内容積〕401～
465L，｢５ドア｣又は｢６ドア｣，〔冷
媒〕ノンフロン仕様，特殊機能付きは
除く

※　商標・型式番号指定

冷凍冷蔵庫，5ドア(独立製氷室付き)，
〔定格内容積〕401～456L，インバー
ター内蔵，特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

9 4201 ベッド 普通ベッド(付属機能付きを除く)，木
製，〔サイズ〕シングル(幅100cm・長
さ200cm程度)，〔マットレス〕シング
ルクッション(スプリング)，中級品

普通ベッド(飾棚付きベッドを除く)，
〔サイズ〕シングル(幅100cm・長さ
200cm程度)，〔マットレス〕1枚(シン
グルクッション)，表地：レーヨン
100％，中級品

10 4324 ワイングラス 輸入品，クリスタルガラス製，無地
(エッチング入り)，〔容量〕140cc，2
個入り，｢ボヘミアクリスタル，ボヘミ
アンドリーム(ＫＡ８０３)｣

輸入品，クリスタルガラス製，無地
(カット入り)，〔容量〕130cc，2個入
り，｢ボヘミアクリスタル，ラウラ(４
１４４８)｣

11 4441 洗濯用洗剤 合成洗剤，綿・麻・合成繊維用，粉
末，箱入り(1.2kg入り)，｢アタック｣又
は｢トップ｣

合成洗剤，綿・麻・レーヨン・合成繊
維用，高密度粉末，箱入り(1.2kg入り)

　　商標指定

12 5631 運動靴（大人
用）

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

大人用，スニーカー，〔甲〕｢ナイロ
ン｣，｢合成皮革｣又は｢ナイロン＋合成
皮革｣，〔底〕｢ゴム底｣又は｢合成底｣，
ひもタイプ，中級品

　　商標指定

13 5632 運動靴（子供
用）

ジュニア用，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｣，｢マジック
テープ｣又は｢ひも・マジックテープ｣，
〔サイズ〕20.0～22.0cm，中級品，
「スーパースター｣，｢ハイスピード｣，
｢ランドマスター｣又は｢スパーク｣

※　品番指定

学童用，ジョギングタイプ，ナイロン
製，柄物，マジックテープ付き，合成
樹脂底，20cm程度

　　商標指定

内 容

品目
銘               柄

付表 5　　平　成　16　年　消　費　者 物　価　指　数　年　譜

符号



年 月 事 項

16. 1 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

14 6031 ドリンク剤 医薬部外品，瓶入り(100mL入り)，｢リ
ポビタンＤ｣

医薬部外品，瓶入り(100mL入り)，｢リ
ポビタンＤ｣，｢リポビタンＤライト｣，
｢チオビタドリンク｣又は｢エスカップ｣

15 7441 通信機器 ファクス付き電話機，親機(コード付き
受話器)・子機(コードレス)各1台セッ
ト，ハンドスキャナなし，特殊機能付
きは除く

※　商標・型式番号指定

ファクス付き電話機，親機(コード付き
受話器)・子機(コードレス)各1台セッ
ト，ハンドスキャナ(コードレス)付き

※　商標・型式番号指定
16 9042 ビデオカメラ 家庭用，デジタル方式，〔記録媒体〕

DVC，〔記録方式〕DV方式，〔総画素
数〕102～133万，〔ズーム倍率〕光学
10倍，デジタル100～200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

家庭用，デジタル方式，〔記録媒体〕
DVC，〔記録方式〕DV方式，〔総画素
数〕102～155万，〔ズーム倍率〕光学
10～12倍，デジタル120～200倍，付属
品は除く，特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定
17 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，
「ウィルソン｣，｢アディダス｣，｢スー
パースター｣又は｢ナイキ｣

※　品番指定

ニット，ポリエステル100％，中級品，
｢スーパースター｣，｢チャンピオン｣，
「レコーダー｣又は｢ウィルソン｣

※　商標・品番指定

18 9181 切り花（カー
ネーション）

カーネーション(白を除く)，スプレー
タイプ

カーネーション(白を除く)

19 9395 カラオケルー
ム使用料

ルーム料とカラオケ料込み(飲食を除
く)，1人当たりの時間制，平日(金曜日
を除く)，午後8時～9時の1時間の料金

ルーム料とカラオケ料込み(飲食を除
く)，レギュラールーム1室利用，平日
(金曜日を除く)，午後7時以降の料金

20 9602 電気かみそり 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

往復式，充電式，充電時間1時間，3枚
刃，水洗いタイプ，付属品を含む

※　商標・型式番号指定

21 9622 シャンプー 液体，つめかえ用，袋入り(500mL入
り)，｢ラックス　スーパーリッチシャ
ンプー｣，｢メリット　シャンプー｣又は
｢エッセンシャル　ダメージケアシャン
プー｣

液体，ポリ容器入り(550mL入り)，ポン
プタイプ

　  商標指定

22 9623 歯磨き 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)

練り歯磨き，ラミネートチューブ入り
(160g入り)，｢デンターライオン｣(爽快
なミント，薫るハーブを除く)

23 9624 ヘアリンス 液体，つめかえ用，袋入り(500mL入
り)，｢ラックス　スーパーリッチコン
ディショナー｣，｢メリット　うるおい
リンス｣又は｢エッセンシャル　ダメー
ジケアコンディショナー｣

液体，ポリ容器入り(700mL入り)，ポン
プタイプ

　　商標指定

24 9625 ヘアカラー 白髪用，早染めクリーム，箱入り(1剤
40g・2剤40g入り)，｢レディースビゲン
スピーディ｣又は｢ブローネ　クリーム
ヘアカラー｣

白髪用，早染めクリーム，1剤(40g)・2
剤(40g)，｢レディースビゲンスピー
ディ｣，｢ブローネクリームヘアカラー｣
又は｢ブローネフレッシュカラークリー
ムタイプ｣

25 9661 化粧水 セルフ化粧品，瓶入り(200mL入り)，
「ホワイティア　ローション｣又は｢フ
レッシェル　ホワイトＣローションＮ
Ａ｣

瓶入り(200mL入り)，｢プレシャスター
ンクリアローションＮＡ｣(素肌つるる
ん化粧水)

取り扱い… 1～4,6,7,11,14,18,22,24：直接接続　　　5：回帰リンクにより接続

8～10,12,13,15～17,19～21,23,25：オーバーラップ法により接続

内 容

符号 品目
銘               柄

付表 5　　平　成　16　年　消　費　者 物　価　指　数　年　譜（続き）



年 月 事 項

16. 1 電気代の改定 燃料費調整による値下げ(北海道電力，東北電力，東京電力，中部電力)

(１月１日実施)

都市ガス代の改定 原料費調整による値下げ(東京ガス，東邦ガスグループ，大阪ガス他)

(１月１日実施)

料金改定による値下げ(東部ガス(水戸市))

熱量変換による値下げ(金沢市)

自動車保険料(任意) 保険料改定により沖縄県外は値下げ，沖縄県内は値上げ(一部の損害保険会社)

の改定

(１月１日実施)

16. 2 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

1 4042 電気洗濯機 全自動洗濯機，補助乾燥機能付き，イ
ンバーター内蔵，〔洗濯・脱水容量〕
7.0kg，〔乾燥容量〕2.0～3.0kg

※　商標・型式番号指定

全自動洗濯機，インバーター内蔵，
〔洗濯・脱水容量〕7.0kg，特殊機能つ
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

自動車保険料(任意) 保険料改定による値下げ(一部の損害保険会社)

の改定

(２月１日実施)

16. 3 都市高速道路料金 料金改定による値上げ(名古屋高速道路)

の改定

(3月29日実施)

16. 4 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，東京電力，北陸電力，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下げ(東京ガス，東邦ガスグループ(岐阜市，津市)，大阪ガス，西部ガス他)

(４月１日実施)

料金改定による値下げ(鳥取ガス)

水道代の改定 水道料の値下げ(金沢市)

(４月１日実施)

符号 品目
銘               柄

付表 5　　平　成　16　年　消　費　者 物　価　指　数　年　譜（続き）

内 容



年 月 事 項

16．4 下水道代の改定 下水道料の値上げ(千葉市，富山市，岡山市，佐賀市，那覇市)

(４月１日実施)

診療代の改定 医療保険制度改正(診療報酬改定)による値下げ

(４月１日実施)

自動車保険料(任意) 保険料改定により沖縄県外は値下げ，沖縄県内は値上げ(一部の損害保険会社)

の改定

(４月１日実施)

16. 5 基本銘柄の改正

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〕120～150秒，〔かけ面〕
チタンコート又はチタンダイヤモンド
コート，〔消費電力〕1,200～1,400W，
ハンガーショット付き，全温度スチー
ム機能付き，電源自動オフ機能付き，
特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

スチームアイロン，コードレス，〔本
体質量〕0.7～0.85kg，〔蓄熱時間〕
150秒，〔かけ面〕チタンコート又は新
チタンダイヤモンドコート，〔消費電
力〕1,200～1,400W，ハンガーショット
付き，マイコン制御付き，特殊機能付
きは除く

※　商標・型式番号指定
2 9054 電子オルガン 〔鍵盤〕手鍵盤上下各49鍵，ペダル鍵

盤20鍵，｢ヤマハエレクトーン　ELS－
０１｣

〔鍵盤〕上下各49鍵，｢ヤマハエレク
トーン，EL－５００｣

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)

(５月１日実施)

料金改定による値上げ(福井市)

16. 6 水道代の改定 水道料の値下げ(山口市)

(６月１日実施)

下水道代の改定 下水道料の値上げ(川崎市，高松市，松山市)

(６月１日実施)

移動電話通信料の 割引料金の改定による値下げ(移動電話通信会社の一部)

改定

(６月１日実施)

自動車保険料(任意) 保険料改定により沖縄県外は値下げ，沖縄県内は値上げ(一部の損害保険会社)

の改定

(６月１日実施)

符号

付表 5　　平　成　16　年　消　費　者 物　価　指　数　年　譜（続き）

内 容

品目
銘               柄



年 月 事 項

16. 7 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1011 もち米 国内産，精米，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
(1kg入り)

2 3017 公団公社家賃 都市再生機構住宅家賃 公営家賃，都市基盤整備公団住宅

都道府県住宅供給公社住宅家賃 都道府県住宅供給公社住宅家賃

3 4003 電子レンジ オーブンレンジ，〔高周波出力〕｢連続
出力７００～１，０００Ｗ｣又は｢短時
間高出力８００～１，０００Ｗ｣，〔庫
内容量〕24～32L，グリル機能付き，ス
チーム機能付き，特殊機能付きは除く

※ 商標・型式番号指定

〔高周波出力〕｢連続出力５００～７０
０Ｗ｣又は｢短時間高出力７００～９０
０Ｗ｣，〔庫内容量〕18～26L，オーブ
ン・グリル機能付き，自動解凍機能付
き，特殊機能付きは除く

※ 商標・型式番号指定

4 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2.2kW，暖房2.5～3.2kW，〔冷
暖房平均エネルギー消費効率〕5.27～
6.00，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

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，暖房3.2kW，インバー
ター内蔵，〔エネルギー消費効率〕
5.27以上，高性能機能付き，特殊機能
付きは除く

※商標・型式番号指定
5 4072 温風ヒーター 石油ファンヒーター，〔暖房出力〕

3.00～3.50kW，特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定
1月～3月，10月～12月

石油ファンヒーター，暖房出力2.95～
3.26kW

※　商標・型式番号指定
1月～3月，10月～12月

6 4393 ヘルスメー
ター

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

デジタル表示，体脂肪計付き，一体型
又は分離型，登録人数4人

※　商標・品番指定

7 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，箱又は
袋入り(24個入り)，有効期間12か月，
｢ムシューダ｣又は｢ミセスロイド｣

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6か月，
「ムシューダ｣又は｢ミセスロイド｣

8 5179 婦人スラック
ス（ジーン
ズ）

ブルージーンズ，〔素材〕デニム，｢綿
100％｣又は｢綿95％以上・ポリウレタン
混用｣，〔サイズ〕W64～70ｃｍ，中級
品

ジーンズ，〔素材〕デニム，(綿
100％)，9分丈，〔サイズ〕W60～66cm

9 5181 婦人スラック
ス(冬物)

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

毛100％，無地，〔サイズ〕W60～
66cm，普通品

調査月　1月～2月，9月～12月

10 5251 子供セーター 男児用，プルオーバー，長袖，アクリ
ル・毛混用，〔サイズ〕120又は130，
普通品

調査月　1月～3月，10月～12月

男児用，プルオーバー，長袖，アクリ
ル70％・毛30％，無地，〔サイズ〕120
又は130，普通品

調査月　1月～3月，10月～12月

11 6101 生理用紙綿 昼用，レギュラー，羽なし，36個入
り，｢ソフィボディフィット｣又は｢ウィ
スパーレギュラー｣

昼用，レギュラー，ウイングなし，38
個入り，｢ロリエさらさらクッション｣

12 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１．６(ハイビジョン)｣，｢ニコンラ
イト３－ＡＳ｣又は｢セイコースーパー
ルーシャスＵＶ｣，〔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

〔レンズ〕プラスチックレンズ，非球
面レンズ，近視用，度数－2.00，｢ＨＯ
ＹＡ　ニュールックス｣，｢ニコンライ
トハードクリアコート－ＡＳ｣又は｢セ
イコースーパープラックス・ダイヤマ
ルチコートⅡ｣，〔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

13 6141 紙おむつ 乳幼児用，パンツ型，Lサイズ，32枚入
り，｢メリーズパンツ｣

乳幼児用，テープ型，Lサイズ，45枚入
り，｢メリーズ｣

付表 5　　平　成　16　年　消　費　者 物　価　指　数　年　譜（続き）

符号 品目
銘               柄

内 容



年 月 事 項

16. 7 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

14 9012 テレビ ブラウン管テレビ，32型，デジタルハ
イビジョンテレビ，D4端子付き，地
上・BS・110度CSデジタルチューナー内
蔵

※ 商標・型式番号指定

ワイドテレビ，32型，画面分割機能付
き，BSチューナー内蔵，BSデジタルハ
イビジョン放送対応機能(D4端子)付
き，特殊機能付きは除く

※ 商標・型式番号指定

15 9021 ステレオセッ
ト

ミニコンポーネントステレオセット，
〔アンプ部〕実用最大出力20W＋20W～
25W＋25W，2スピーカー，〔プレーヤー
部〕CD／DVDプレーヤー，〔チューナー
部〕FM/AM，〔デッキ部〕ミニディスク
(MD)，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，
〔アンプ部〕実用最大出力15W＋15W～
30W＋30W，〔プレーヤー部〕CDプレー
ヤー，〔チューナー部〕FM／AM，
〔デッキ部〕ミニディスク(MD)，MDLP
対応機能付き，特殊機能付きは除く

※ 商標・型式番号指定

16 9142 ゴルフクラブ アイアン，6本セット，〔ヘッド〕複合
素材，〔シャフト〕カーボン，｢ツアー
ステージ　ＶｉＱ(シャフト　ＴＳＩ－
５０)｣

アイアン，8本セット，〔ヘッド〕軟鉄
(マイルドスチール)，〔シャフト〕ス
チール，｢ミズノ　Ｓ－３０｣又は｢ツ
アーステージ　ＴＳ－２０１｣

17 9143 テニスラケッ
ト

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

硬式ラケット，フレーム(ガットを除
く)，〔素材〕高弾性カーボン＋チタン
メッシュ＋アルティマムチタン，ケー
ス付き

※ 商標・品番指定

18 9622 シャンプー 液体，つめかえ用，袋入り(500mL入
り)，｢ラックス　スーパーリッチシャ
ンプー｣又は｢エッセンシャル　ダメー
ジケアシャンプー｣

液体，つめかえ用，袋入り(500mL入
り)，｢ラックス　スーパーリッチシャ
ンプー｣，｢メリット　シャンプー｣又は
｢エッセンシャル　ダメージケアシャン
プー｣

19 9624 ヘアリンス 液体，つめかえ用，袋入り(500mL入
り)，｢ラックス　スーパーリッチコン
ディショナー｣又は｢エッセンシャル
ダメージケアコンディショナー｣

液体，つめかえ用，袋入り(500mL入
り)，｢ラックス　スーパーリッチコン
ディショナー｣，｢メリット　うるおい
リンス｣又は｢エッセンシャル　ダメー
ジケアコンディショナー｣

20 9661 化粧水 セルフ化粧品，瓶入り(200mL入り)，
「ホワイティア　ローションＥＸ｣又は
｢フレッシェル　ホワイトＣローション
ａ｣

セルフ化粧品，瓶入り(200mL入り)，
「ホワイティア　ローション｣又は｢フ
レッシェル　ホワイトＣローションＮ
Ａ｣

21 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，
12g入り，｢ユーヴィーホワイト　ホワ
イトスキンパクト｣

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，
13g入り，｢ユーヴィーホワイト　パク
トホワイトニング｣

22 9682 口紅Ｂ 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｣

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｣

取り扱い… 1，2，8，9，18～20，22：直接接続

3，4，6，7，11～17：オーバーラップ法により接続

5，10：インピュート法により接続　　21：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(北海道電力，北陸電力，中国電力，四国電力，九州電力，沖縄電力)

(７月１日実施)

都市ガス代の改定 原料費調整による値上げ(西部ガス他)

(７月１日実施)

内 容

符号 品目
銘               柄

付表 5　　平　成　16　年　消　費　者 物　価　指　数　年　譜（続き）



年 月 事 項

16. 7 下水道代の改定 下水道料の値上げ(新潟市，広島市)

(７月１日実施)

自動車保険料(任意) 保険料改定による値上げ(一部の損害保険会社)

の改定

(７月１日実施)

移動電話通信料の 割引料金の廃止による値上げ(一部の移動電話通信会社)

改定

(７月１日実施)

16. 8 自動車保険料(任意) 保険料改定による値上げ(一部の損害保険会社)

の改定

(８月１日実施)

16. 9 サッカー観覧料の セカンドステージの一部の値上げ

改定

(９月１日実施)

16.10 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

1 5572 マフラー 女性用，毛(カシミヤ100%)，無地，
〔サイズ〕幅30cm・長さ150～180cm，
中級品

調査月　1月～2月，9月～12月

毛(カシミヤ100%)，〔サイズ〕幅
30cm・長さ152cm，｢バーバリー｣，輸入
品を除く

調査月　1月～2月，9月～12月

2 7405 小包 一般小包，80サイズ，第１地帯，郵便
局に持ち込んだ料金

小包(普通小包)，第１地帯(市内を除
く)，2Kg

取り扱い… 1：インピュート法により接続

2：オーバーラップ法により接続

電気代の改定 燃料費調整による値上げ

(10月１日実施) (北海道電力，東北電力，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)

料金改定による値下げ(東京電力)

内 容

符号
銘               柄

付表 5　　平　成　16　年　消　費　者 物　価　指　数　年　譜（続き）

品目



年 月 事 項

16.10 都市ガス代の改定 原料費調整による値下げ(東京ガス，東邦ガスグループ(岐阜市，津市)，大阪ガス，西部ガス他)

(10月１日実施)

料金改定による値上げ(青森ガス)

原料費調整及び熱量変更による値下げ(仙台市)

原料費調整及び熱量変更による値上げ(日本海ガス(松江市))

固定電話通信料の 級局変更により回線使用料が引き下げられたことによる値下げ(ＮＴＴ西日本(熊本市))

改定

(10月１日実施)

16.11 基本銘柄の改正

新基本銘柄 旧基本銘柄

1 9154 テレビゲーム DVD－ROMドライブ，CPU128ビット，｢プ
レイステーション２　ＳＣＰＨ－７０
０００｣

DVD－ROMドライブ，CPU128ビット，｢プ
レイステーション２　ＳＣＰＨ－５０
０００｣

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 料金改定による値下げ(ＮＴＴコミュニケーションズ)

改定

(11月６日実施)

16.12 都市ガス代の改定 料金改定による値上げ(山形ガス(山形市))

(12月１日実施)

銘               柄
符号 品目

内 容

付表 5　　平　成　16　年　消　費　者 物　価　指　数　年　譜（続き）


