
付録 5　　平　成　20　年　消　費　者

年月 事 項

20. 1 中間年見直し

20. 1 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1451 あずき 国産品(大納言を除く)，並 大粒

2 1453 干ししいたけ こうしん，国産品，並 薄葉，並

3 1483 だいこん漬 たくあん漬，並 たくあん漬，本漬，中

4 1631 みそ 米みそ，カップ入り(１kg入り)，並

(調査単位：１個)

米みそ，袋入り(１kg入り)，並

(調査単位：１袋)

5 1761 チョコレート 板チョコレート，70g,「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，70g,「明治ミルクチ
ョコレート」

6 1796 調理パスタ 電子レンジ専用パスタ，箱入り(200～
250ｇ入り）,「マ・マーアルデンティ
ーノ」又は「カゴメデリ」

・品名指定

電子レンジ専用パスタ，箱入り(200g入
り),「カゴメデリ」

7 1931 果汁入り飲料 果汁入り飲料，20～30％果実果汁入
り，ペットボトル入り(1,500mL入り)

・商標指定

果汁入り飲料,20～30％果実果汁入
り,ペットボトル入り(1,500mL入り),
｢クー｣,｢なっちゃん」又は「小岩井
純水果汁｣

8 4042 電気洗濯機
    ↓
電気洗濯機
(全自動洗濯
機)

全自動洗濯機，インバーター内臓,〔洗
濯・脱水容量〕7.0kg

※商標・型式番号指定

全自動洗濯機，補助乾燥機能付き,イン
バーター内臓,〔洗濯・脱水容量〕
7.0kg,〔乾燥容量〕2.0～3.0kg

※商標・型式番号指定

9 4115 照明器具 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〕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

和風蛍光灯ペンダント，環形蛍光ラン
プ２灯(62～72W)付き，インバーター内
蔵,〔かさ〕木製・角型，中級品

※商標・型式番号指定

10 4412 ティシュペー
パー

パルプ100%又はパルプ・再生紙混合，
１箱320枚(160組)入り,５個入り,「ス
コッティ」,「エリエール キュート」
又は「ネピア ネピネピ」

パルプ100%，１箱360枚(180組)入り，
５箱入り,「クリネックス」又は「エリ
エール」

11 4471 芳香剤 部屋用，液体，本体(400mL入り),｢お部
屋の消臭元｣又は｢お部屋の消臭力｣

トイレ用，固形タイプ，詰め替え用
(140g入り),「サワデー」

12 4701 モップレンタ
ル料

フロアタイプ，４週間,「ダスキンフロ
アモップＦ」

フロアタイプ,「ダスキンフロアモップ
Ｓドライ(ホコリとり用)」,４週間

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,
｢瞬足｣,「スーパースター」,｢ハイス
ピード」又は「チャンピオン｣

※品番指定

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

14 6003 鼻炎薬 内服薬，カプセル剤，箱入り(48カプセ
ル入り),｢パブロン鼻炎カプセルＳ｣

鼻炎治療薬，内服薬，錠剤，箱入り(64
錠入り),「パブロン鼻炎錠Ｓ」

15 7322 自動車ワック
ス

固型，缶入り(300g入り）,「激防水
ダーク＆メタリック」又は「激防水
パール＆メタリック」

固型，缶入り(260g又は300g入り),「Ｎ
ｅｗ超防水 ダーク＆メタリック」,
「激防水 ダーク＆メタリック」又は
「激防水 パール＆メタリック」

内 容

ビール風アルコール飲料，電気洗濯機(洗濯乾燥機)及び家庭用ゲーム機(携帯型)を追加

テレビ(ブラウン管)をテレビ(薄型)に、オーディオ記録媒体を録画用ＤＶＤに整理統合



年 月 事 項

20. 1 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

16 9124 セロハン粘着
テープ

透明セロハン，幅18㎜×長さ35m,「セ
ロテープ｣又は｢セキスイセロテープ」

(調査単位：１個)

透明セロハン,幅18㎜×長さ35m（大
巻),箱入り,「セロテープ」又は「セキ
スイセロテープ」

(調査単位：１箱)

17 9141 グローブ 軟式野球用，一般用，牛皮製，中級品,
「ミズノ」,「ゼット」,「ローリング
ス」又は「エスエスケイ」

※品番指定

軟式野球用，一般用，牛皮製，中級品

18 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,「ＴＯＵ
ＲＳＴＡＧＥ Ｖｉ-50カーボンシャフ
ト」又は｢ＸＸＩＯ(ゼクシオ)ＭＰ500
カーボンシャフト」

アイアン，６本セット,〔ヘッド〕複合
素材,〔シャフト〕カーボン,｢ＸＸＩＯ
(ゼクシオＭＰ400)」又は「ＶｉＱ Ｉ
ＲＯＮ(ＴＳＩ-50α)」

19 9149 水着 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

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,「スピード」又は「ア
リーナ」

※品番指定

20 9154 テレビゲーム
    ↓
家庭用ゲーム
機(据置型)

据置型，ワイヤレスコントローラー付
き，無線ＬＡＮ対応,「Ｗｉｉ ＲＶＬ-
Ｓ-ＷＤ」

ＤＶＤ-ＲＯＭドライブ，ＣＰＵ128
ビット,｢プレイステーション２ ＳＣＰ
Ｈ-77000」

21 9368 放送受信料
(ケーブル)

自主放送を行う事業者の利用料，セッ
トトップボックス1台,デジタル放送,基
本チャンネル,一戸建住宅

※企業指定

自主放送を行う事業者の利用料，ホー
ムターミナル1台,アナログ放送，基本
チャンネル，一戸建住宅

※企業指定

22 9382 写真プリント
代

デジタルプリント，Ｌサイズ又はＤＳ
Ｃサイズ，当日仕上げ

(調査単位：１枚)

カラー同時プリント(27枚プリント，現
像代込み),サービスサイズ(Ｌサイズ),
当日仕上げ

(調査単位：１セット)

23 9650 化粧クリーム
Ａ

カウンセリング化粧品，栄養クリー
ム，40g入り,「エリクシール シュペリ
エルリフトナイトクリームα」

カウンセリング化粧品，栄養クリー
ム,40g入り,「エリクシール シュペリ
エルリフトナイトクリーム」

24 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 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)

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,「ユーヴイーホワイト ホワイト
スキンパクト」

25 9680 口紅Ａ カウンセリング化粧品,スティックタイ
プ,「マキアージュ シアークライマッ
クスルージュ」又は「マキアージュ カ
ラーオンクライマックスルージュ」

カウンセリング化粧品，スティックタ
イプ,「ピエヌマキアージュ スーペリ
アルルージュ｣又は「エリクシール フ
ァインストレッチルージュ」

取り扱い… 1,2,4,9,11,12,14,17,20～22：オーバーラップ法により接続

3,5～8,13,15,16,18,19,23～25：直接接続

10：容量リンクにより接続

電気代の改定

（１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)

 物  価  指  数  年  譜  

内 容

燃料費調整による値上げ



付録 5　　平　成　20　年　消　費　者

年月 事 項

20. 1 都市ガス代の改定

（１月１日実施） 料金改定及び原料費調整による値上げ（東部ガス(一部)）

料金改定及び原料費調整による値下げ（東部ガス(一部)）

固定電話通信料の改

定

（１月１日実施）

下水道料の改定

（１月１日実施）

都市高速道路料金の

改定

（１月４日実施）

20. 2 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 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（415mL入
り),｢まな板とスポンジの除菌ができる
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（400mL入
り),｢まな板とスポンジの除菌ができる
ジョイ」

取り扱い… 容量リンクにより接続

高速自動車国道料金

の改定

（２月15日実施）

タクシー代の改定

（２月15日実施）

（２月21日実施）

20. 3 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 調整粉乳，缶入り(850g入り),「明治ほ
ほえみ」

調整粉乳，缶入り(930g入り),「明治ほ
ほえみ」

2 1331 チーズ 国産品,プロセスチーズ,スライスチー
ズ,とろけるタイプ，袋入り(8枚,144g
入り),「雪印とろけるスライス」,｢ク
ラフトとろけるスライス」,「ＱＢＢ大
きいとろけるスライス」又は「明治北
海道十勝とろけるスライスチーズ」

国産品,プロセスチーズ,スライスチー
ズ,とろけるタイプ,袋入り(10枚,180g
入り),「雪印とろけるスライス」,｢ク
ラフトとろけるスライス」又は「明治
北海道十勝とろけるスライスチーズ」

3 1602 マーガリン ファットスプレット，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」

ファットスプレット，ポリ容器入り
(450g入り),「雪印 ネオソフト」又は
「明治コーンソフト」

4 4021 電気冷蔵庫 冷凍冷蔵庫，〔定格内容積〕401～
450L,「５ドア」又は「6ドア」,〔省エ
ネ基準達成率〕100％以上,〔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，〔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

ユニバーサルサービス料の値下げ

 大阪市

料金改定による値上げ

 青森市

原料費調整による値上げ（東京ガス，東邦ガスグループ，大阪ガス，西部ガス他）

内 容

ＥＴＣ深夜割引の割引率変更（30％引→40％引）による値下げ

料金改定による値上げ（和歌山市）

ＥＴＣ社会実験の距離別割引から時間帯割引への変更による値下げ（阪神高速）



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

20. 3 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

5 4402 ポリ袋 ポリエチレン製，保存袋(冷凍・解凍
用)，ダブルジッパー付き,〔サイズ〕
196㎜×177㎜，箱入り(18枚入り),「Ｚ
ｉｐｌｏｃ ＦＲＥＥＺＡＲ ＢＡＧ」

ポリエチレン製，保存袋(冷凍・解凍
用),ダブルジッパー付き,〔サイズ〕
196㎜×177㎜，箱入り(20枚入り),「Ｚ
ｉｐｌｏｃ フリーザーバッグ」

6 9661 化粧水 セルフ化粧品，瓶入り(200mL入り),
「アクアレーベル Ｗローション(Ｓ又
はＲ)」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)
ｒ」

セルフ化粧品，瓶入り(200mL入り),
「アクアレーベル Ｗローション(Ｓ又
はＲ)」又は「フレッシェル ホワイト
Ｃローション(さっぱりＳ又はしっとり
Ｓａ)」

取り扱い… 1～3,5：容量リンクにより接続

4：オーバーラップ法により接続

6：直接接続

都市ガス代の改定

（３月１日実施）

タクシー代の改定

（３月１日実施）  山口市

（３月10日実施）  岡山市

（３月15日実施）  大阪市

（３月17日実施）  大阪市

20. 4 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 6141 紙おむつ 乳幼児用，パンツ型，Ｌサイズ，42枚
入り,「ムーニーマン スリムパンツ」

乳幼児用，パンツ型，Ｌサイズ，40枚
入り,「ムーニーマン さららマジッ
ク」又は「パンパース フィットパン
ツ」

2 9661 化粧水 セルフ化粧品，瓶入り(200mL入り),
「アクアレーベル ＷＴローション(Ｓ
又はＲ)」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)ｒ」

セルフ化粧品，瓶入り(200mL入り),
「アクアレーベル Ｗローション(Ｓ又
はＲ)」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)
ｒ」

3 9921 保育所保育料 公立保育所，２歳児，１人が入所，所
得税額 252,000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 315,000円の世帯が支払う保育
料

取り扱い… 1：容量リンクにより接続

2,3：直接接続

診療代の改定

（４月１日施行）

航空運賃の改定

（４月１日実施）

料金改定による値下げ（北陸ガス，東邦ガスグループ，静岡ガス）

料金改定による値上げ

内 容

普通運賃，往復運賃，割引運賃の値上げ（一部の航空会社）

診療報酬改定及び医療保険制度改正による値下げ



付録 5　　平　成　20　年　消　費　者

年月 事 項

20. 4 電気代の改定

（４月１日実施） 九州電力，沖縄電力）

料金改定による値上げ（中部電力）

都市ガス代の改定

（４月１日実施）

普通運賃(ＪＲ以外)

の改定

通学定期(ＪＲ以外)

の改定 料金改定による値上げ（由利高原鉄道，長良川鉄道，熊本電気鉄道）

通勤定期(ＪＲ以外)

の改定

（４月１日実施）

自動車保険料(自賠

責)の改定

（４月１日実施）

水道代の改定

（４月１日実施）

下水道料の改定

（４月１日実施）

タクシー代の改定

（４月４日実施）

20. 5 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1761 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」

板チョコレート，70g,「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」

2 9621 化粧石けん バスサイズ,3個入り,「花王ホワイト｣
(1個130g)又は「カウブランドﾞ青箱」
(1個135g)

標準重量90g又は100g，3個入り,「植物
物語ハーブブレンド｣,「花王ホワイ
ト｣，｢カウブランド赤箱」又は「スー
パーマイルドソープ」

取り扱い… 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

都市ガス代の改定

（５月１日実施）

都市高速道路料金の

改定

（５月１日実施）

原料費調整による値上げ（東京ガス，東邦ガスグループ，大阪ガス，西部ガス他）

燃料費調整による値上げ（北海道電力，東北電力，東京電力，関西電力，中国電力，四国電力，

料金改定による値上げ（金沢市）

料金改定による値下げ（東京ガス）

内 容

保険料改定による値下げ

料金改定による値上げ（富山市，津市，松山市）

料金改定による値上げ（富山市，鳥取市，松江市，岡山市，松山市）

ＥＴＣ割引開始（一部）による値下げ（広島都市高速道路）



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

20. 5 新聞紙（地方・ブ

ロック紙）の改定

（５月１日実施）

20. 6 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1781 チューインガ
ム

シュガーレスガム,粒ガム,14粒入り,
「キシリトール ネオ」

シュガーレスガム,粒ガム,14粒入り,
「キシリトールガム」

2 1796 調理パスタ 電子レンジ専用パスタ，箱入り(220～
274g入り）,「マ・マー アルデンティ
ーノ」又は「日清Ｃｈｉｎ」

・品名指定

電子レンジ専用パスタ，箱入り(200～
250g入り）,「マ・マー アルデンティ
ーノ」又は「カゴメデリ」

・品名指定

3 4011 ガステーブル 2口コンロ，グリル付き(片面焼き),調
理油加熱防止装置付き，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59.0～59.6㎝，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),天
ぷら油加熱防止付き，〔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59.0～59.6㎝，特
殊機能付きは除く

※商標・型式番号指定

4 4394 浄水器 蛇口直結型,〔ろ材〕活性炭・中空糸
膜，トリハロメタン除去機能付き，
〔ろ過流量〕1.8～2.0L/分,〔ろ材の取
換時期の目安〕2～3か月(1日10L使用し
た場合),特殊機能付きは除く

※商標・型式番号指定

蛇口直結型,〔ろ材〕活性炭・中空糸
膜,〔ろ過流量〕2L/分,〔ろ材の取換時
期の目安〕5～6か月(1日10L使用した場
合)

※商標・型式番号指定

5 6141 紙おむつ 乳幼児用，パンツ型，Ｌサイズ，42枚
入り,「ムーニーマン スリムパンツ」
又は「メリーズパンツ のびのびＷａｌ
ｋｅｒ」

乳幼児用，パンツ型，Ｌサイズ，42枚
入り,「ムーニーマン スリムパンツ」

取り扱い… 1,5：直接接続

2～4：オーバーラップ法により接続

移動電話通信料 パケット通信使用料の値上げ（一部の移動電話通信会社）

（６月１日実施）

20. 7 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(3g×
5袋入り),普通品

2 1971 乳酸菌飲料Ａ 「カルピス,紙容器入り(500～600mL入
り)」

(調査単位：100mL)

「カルピス,紙容器入り(500mL入り)」

(調査単位：１本)

3 2102 中華そば ラーメン，しょう油味(豚骨しょう油味
を含む)

ラーメン

4 2134 ぎょうざ（外
食)

焼きぎょうざ，５又は６個

(調査単位：１皿)

焼きぎょうざ

(調査単位：１人前)

5 3104 給湯機 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

※商標・型式番号指定

ガス給湯機,給湯専用機,屋外壁掛型,
〔給湯能力〕16号,台所リモコン付き,
特殊機能付きは除く

※商標・型式番号指定

一部新聞紙の料金改定による値上げ（鳥取市）

内 容



付録 5　　平　成　20　年　消　費　者

年月 事 項

20. 7 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

6 4101 置時計 目覚まし時計，電波時計，デジタル表
示，〔枠〕プラスチック製，電子音,
「シチズン・アラームクロック」又は｢
セイコー・アラームクロック」,中級
品，特殊機能付きは除く

※品番指定

目覚まし時計,水晶発振式,プラスチッ
ク枠,「セイコー・クォーツアラーム｣
又は「シチズン・クォーツアラーム｣,
中級品

※商標・品番指定

7 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」

合成洗剤，綿・麻・合成繊維用，粉
末，箱入り(1.1kg入り),｢アタック」又
はトップ

8 5651 草履 婦人用，牛革表，コルク芯，革底，共
鼻緒，〔かかとの高さ〕3.5～4.5㎝，
中級品

婦人用，牛皮表，キルク芯，皮底，共
鼻緒付き，かかとの高さ3.0㎝程度，中
級品

9 5671 サンダル 婦人用,〔甲〕合成皮革,〔底〕合成底,
〔かかとの高さ〕3.5～4.5㎝，普通品

婦人用，合成樹脂製,〔甲〕バンド

10 5711 洗濯代（ワイ
シャツ）

水洗い，機械仕上げ，折りたたみ仕上
げ，持ち込み，配達なし，料金前払い

水洗い，折りたたみ仕上げ，持ち込
み，料金前払い，配達なし

11 6002 解熱鎮痛剤 錠剤，箱入り(40錠入り),「バファリン
Ａ」又は「新セデス錠」

錠剤，箱入り(20錠入り),「バファリン
Ａ」又は「新セデス錠」

12 6021 ビタミン剤Ａ 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」

ビタミン含有保健剤，錠剤，瓶入り(60
錠入り)，「新キューピーコーワゴール
ド」

13 6091 漢方薬 防風通聖散エキス製剤，錠剤，瓶入り
(360錠入り),「ナイシトール85」

便秘薬,防風通聖散エキス製剤,錠剤,瓶
入り(360錠入り),｢新コッコアポＡ錠」

14 7313 カーナビゲー
ション

一体型,〔記憶メディア〕ＨＤＤ,〔画
面サイズ〕７型，地上デジタルチュナ
ーセット，特殊機能付きは除く

一体型,〔記憶メディア〕ＨＤＤ,〔画
面サイズ〕７型，特殊機能付きは除く

15 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〕250ＧＢ～320Ｇ
Ｂ，地上・ＢＳ・110度ＣＳデジタル
チュナー内蔵(２基),ＨＤＭＩ端子付
き，特殊機能付きは除く

※商標・型式番号指定

ＤＶＤレコーダー，ＨＤＤ内蔵,〔ＨＤ
Ｄ容量〕500ＧＢ～600ＧＢ，地上・Ｂ
Ｓ・110度ＣＳデジタルチュナー内蔵
(２基),ＨＤＭＩ端子付き

※商標・型式番号指定

16 9174 ＤＶＤソフト ＤＶＤビデオ，映画(アニメーションを
除く),初回限定版は除く

※作品タイトル指定

ＤＶＤビデオ，映画

※作品タイトル指定

17 9190 園芸用土 培養土(特定の植物専用培養土を除く),
袋入り(14L入り）,普通品

培養土，袋入り(14L入り）

18 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〕65
㎝，ジャンプ式，普通品

長傘，65㎝，ポリエステル100％，無
地，ジャンプ式，普通品

取り扱い… 1,2,5,6,10～17：オーバーラップ法により接続

3,4,8,9,18：直接接続

7：容量リンクにより接続

自動車保険料(任意)

の改定

（７月１日実施）

内 容

保険料改定による値下げ（一部の損害保険会社）



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

20. 7 自動車保険料(任意)

の改定

（７月１日実施）

電気代の改定

（７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

（７月１日実施）

水道料の改定

（７月１日実施）

下水道料の改定

（７月１日実施）

普通運賃(ＪＲ以外)

の改定

通学定期(ＪＲ以外)

の改定 料金改定による値上げ（弘南鉄道）

通勤定期(ＪＲ以外)

の改定

(７月１日実施)

新聞紙（地方・ブ

ロック紙）の改定

（７月１日実施）

20. 8 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 一般用，電子式，予測・実測兼用，わ
き専用,「けんおんくん ＭＣ-670」又
は「テルモ電子体温計 ＥＴ-Ｃ202Ｐ
01」

一般用，電子式，予測・実測兼用，わ
き専用,「けんおんくん ＭＣ-670」又
は「テルモ電子体温計 ＥＴ-Ｃ203Ｐ」

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

（８月１日実施）

バス代の改定

（８月１日実施）

タクシー代の改定

（８月１日実施）

燃料費調整による値上げ

料金改定による値下げ（仙台市ガス局，松江市ガス局）

原料費調整による値上げ（東京ガス，東邦ガスグループ，大阪ガス，西部ガス他）

保険料改定による値下げ（一部の損害保険会社）

料金改定による値下げ（静岡市）

料金改定による値上げ（広島市）

一部新聞紙の料金改定による値上げ（山形市）

内 容

料金改定による値上げ（熊本市）

料金改定による値上げ（新潟市）



付録 5　　平　成　20　年　消　費　者

年月 事 項

20. 9 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 5193 乳児服 ドレス兼用カバーオール，長袖，綿
100％，無地,〔サイズ〕50，60又は
70，普通品

ドレス兼用カバーオール，長袖，綿
100％，無地,〔サイズ〕50～70，普
通品

2 6012 胃腸薬 複合胃腸薬，錠剤，瓶入り(320錠入
り),｢新キャベジンコーワＳ」

複合胃腸薬，錠剤，瓶入り(300錠入
り),｢キャベジンコーワＳ」

3 9622 シャンプー 液体,詰め替え用,袋入り(400mL入り),
「アジエンス シャンプー」,［ＴＳＵ
ＢＡＫＩ 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(400mL入り),
「スーパーマイルド チカラ シャン
プー」,［エッセンシャルダメージケア
リッチプレミアシャンプー」又は
「ラックス スーパーリッチシャイン
シャンプー」

4 9624 ヘアリンス 液体,詰め替え用,袋入り(400mL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」

液体,詰め替え用,袋入り(400mL入り),｢
スーパーマイルド チカラ コンディ
ショナー」,［エッセンシャルダメージ
ケア リッチプレミアコンディショ
ナー」又は「ラックス スーパーリッチ
シャインコンディショナー」

5 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),「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」

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」

6 9680 口紅Ａ カウンセリング化粧品，スティックタ
イプ,「マキアージュ ラスティングク
ライマックスルージュ」

カウンセリング化粧品,スティックタイ
プ,「マキアージュ シアークライマッ
クスルージュ」又は「マキアージュ カ
ラーオンクライマックスルージュ」

7 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 アクアダイヤモンドル
ージュ」又は「インテグレート ライブ
フィックスルージュ」

取り扱い… 1,5,6：直接接続

2：容量リンクにより接続

3,4,7：オーバーラップ法により接続

電気代の改定

（９月１日実施） 九州電力，沖縄電力）

タクシー代の改定

（９月１日実施）

都市ガス代の改定

（９月１日実施） 熱量変更による値下げ（北陸ガス（一部））

高速自動車国道料金

の改定

（９月16日実施）

（９月20日実施）

料金改定による値下げ（日本ガス）

平日夜間割引時間帯の拡大，休日昼間割引の導入による値下げ

料金改定による値下げ（北海道電力，東北電力，東京電力，関西電力，中国電力，四国電力，

料金改定による値上げ（長野市）

内 容



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

20.10 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1871 調理カレー レトルトカレー，箱入り(200g入り),
「咖・屋カレー」

レトルトカレー，箱入り(210g入り),
「ククレカレー」又は「ボンカレー
ゴールド21」

2 1922 コーヒー豆 レギュラーコーヒー(粉),ブレンド，袋
入り(450～500g入り),「ＵＣＣゴール
ドスペシャル スペシャルブレンド｣，｢
ブレンディ まろやかスペシャルブレン
ド」又は「グランドロースト まろやか
で香りたつブレンド」

(調査単位：100g)

粉(ひきコーヒー),モカブレンド，袋入
り(250g入り),「ＵＣＣコーヒー」また
は「ＫＥＹコーヒー」

(調査単位：１袋)

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

3 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
280～320℃，過熱水蒸気機能付き，特
殊機能付きは除く

※商標・型式番号指定

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

取り扱い… 1～3：オーバーラップ法により接続

航空運賃の改定

（10月１日実施）

高速自動車国道料金

の改定

（10月１日実施）

電気代の改定

（10月１日実施）

都市ガス代の改定

（10月１日実施） 料金改定及び原料費調整による値上げ（盛岡ガス）

熱量変更及び原料費調整による値下げ（福島ガス）

バス代の改定

（10月１日実施）

タクシー代の改定

（10月10日実施）

20.11 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1041 干しうどん 袋入り(250～300g入り)，普通品

(調査単位：100g)

普通品

(調査単位：１kg)

2 1071 小麦粉 薄力粉,袋入り(１kg入り),「日清フラ
ワー チャック付」

薄力粉，袋入り(１kg入り),「日清フラ
ワー」

料金改定による値上げ（宇都宮市）

料金改定による値上げ（鹿児島市）

原料費調整による値上げ（東京ガス，東邦ガスグループ，大阪ガス，西部ガス他）

深夜割引の拡充による値下げ

燃料費調整による値上げ（北陸電力，中部電力）

旅客施設使用料の値上げ（中部国際空港）

内 容
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年月 事 項

20.11 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

3 1081 もち 包装生もち，袋入り(１kg入り),普通品

(調査単位：1袋)

包装生もち

(調査単位：1kg)

4 1107 さば まさば又はごまさば，切り身 まさば，切り身

5 1482 梅干し 調味梅干，並 調味梅干，中粒，並

6 1513 レモン 輸入品，１個100～160g １個110～160g

7 1561 すいか 赤肉(小玉すいかを除く)

※調査月 ５月～８月 ※調査月 ５月～８月

8 1655 液体調味料 焼肉のたれ，瓶詰(400g入り),「エバラ
焼肉のたれ黄金の味」

焼肉のたれ，瓶詰(210g入り),「エバラ
焼肉のたれ黄金の味」

9 1714 プリン チルドタイプ,カップ入り(75g×3個),
「グリコプッチンプリン」

チルドタイプ,カップ入り(78g×3個),
「グリコプッチンプリン」

10 1852 冷凍調理ハン
バーグ

牛肉，豚肉又は鶏肉を主材料としたハ
ンバーグ，袋入り(６個入り),内容量
140～170g

(調査単位：100ｇ)

牛肉，豚肉又は鶏肉を主材料としたハ
ンバーグ,６個入り,内容量156～162g

(調査単位：１袋)

11 2135 ハンバーガー ハンバーガー店におけるチーズバー
ガー

※商標指定

ハンバーガー店におけるハンバーガー

※商標指定

12 3701 灯油 白灯油，詰め替え売り，店頭売り 白灯油，詰め替え売り，配達

13 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,「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」

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｣,「ネピア激吸収
キッチンタオル」又は「クリネックス
ペーパータオルスーパードライ」

14 6001 感冒薬 総合かぜ薬,散剤,箱入り(44包入り),
「パブロンゴールドＡ微粒」

総合かぜ薬,錠剤,瓶入り(65錠入り),
「新ルルＡゴールド」

15 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，Ｕ
Ｖ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

〔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，Ｕ
Ｖ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

16 9061 学習机 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)又は天然木化粧板,〔外形寸
法〕幅100㎝程度，中級品，別売りの付
属品は除く

調査月 １月～３月

学童用，移動式脇机付き，分離型ハイ
タイプ,〔天板〕天然木,〔外形寸法〕
幅100～110㎝，中級品，別売りの付属
品は除く

調査月 １月～３月

17 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〕9600×2400dpi,〔イ
ンク〕５色独立型,〔印刷機能〕自動両
面印刷ＣＤ・ＤＶＤ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2.5型，〔用紙サイズ〕最大Ａ
４，〔インターフェイス〕Ｈｉ Ｓｐｅ
ｅｄ ＵＳＢ,「ＰＩＸＵＳ ＭＰ ６３
０」

インクジェットプリンタ，複合機能付
き

※商標・型式番号指定

18 9155 家庭用ゲーム
機（携帯型）

〔ディズプレイ〕上下２画面(下の画面
はアナログタッチスクリーン付き),Ｔ
ＦＴカラー液晶，3.25インチ,〔通信機
能〕ワイヤレス,カメラ機能付き,音楽
再生機能付き,「ニンテンドーＤＳi」

〔ディズプレイ〕上下２画面(下の画面
はアナログタッチスクリーン付き),Ｔ
ＦＴカラー液晶，３インチ,〔通信機
能〕ワイヤレス,「ニンテンドーＤＳ
Ｌｉｔｅ」

内 容



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

20.11 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

19 9196 ペットフード
(キャット
フード）

ウェットタイプ，缶入り(80g入り),
「モンプチ ＧＯＬＤ」又は「純缶」

ウェットタイプ，缶入り(85g入り),普
通品

・商標指定

取り扱い… 1,3,8,10～12,14,16,18,19：オーバーラップ法により接続

2,4～7,13,15,17：直接接続

9：容量リンクにより接続

都市高速道路料金の

改定

（11月１日実施）

都市ガス代の改定

（11月１日実施）

粗大ごみ処理手数料

の改定

（11月１日実施）

20.12 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 7443 移動電話機 カメラ付き携帯電話機，機種変更，使
用期間１年以上,「ドコモ ＦＯＭＡ(Ｆ
ＯＭＡからＦＯＭＡ)」,プライムシ
リーズ，ベーシックコース

※シリーズ・型式番号指定

カメラ付き携帯電話機，機種変更，使
用期間１年以上,「ドコモ ＦＯＭＡ(Ｆ
ＯＭＡからＦＯＭＡ)」,９シリーズ，
ベーシックコース

※シリーズ・型式番号指定

2 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２０W＋２０W
～２６W＋２６W,２スピーカー,〔チュ
ーナー〕ＦＭ/ＡＭ,〔記録媒体〕ＨＤ
Ｄ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

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１８W+１８W～
２０W+２０W,２スピーカー，〔チュ
ーナー〕ＦＭ/ＡＭ,〔記録媒体〕ＨＤ
Ｄ内蔵(８０ＧＢ)，ＣＤプレーヤー付
き，高音質再生機能付き

※商標・型式番号指定

取り扱い… 1：直接接続

2：オーバーラップ法により接続

都市ガス代の改定

（12月１日実施）

タクシー代の改定

（12月８日実施）

内 容

料金改定による値下げ（北陸ガス，鳥取ガス，岡山ガス，広島ガス）

料金改定による値上げ（高知市）

ＥＴＣ割引開始による値下げ（北九州都市高速道路）

料金改定による値下げ（大阪ガス，西部ガス，佐賀ガス，宮崎ガス）

熱量変更による値下げ（四国ガス（一部））

家電再商品化等料金の改定による値下げ


