
付録 5　　平　成　22　年　消　費　者

年月 事 項

22. 1 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1166 魚介つくだ煮 小女子，ちりめん又はしらす，並 並

2 1741 せんべい（う
るち米粉）

うるち米粉製せんべい，しょう油味，
個装タイプ袋入り，普通品

うるち米粉製せんべい，普通品

3 1792 調理パン サンドイッチ，「タマゴサンド」又は
「ミックスサンド（タマゴサンドとハ
ム，ツナ，チーズ，生野菜のうち１
種類以上）」

タマゴサンド

4 1914 茶飲料 緑茶飲料，ペットボトル入り（５００
ｍＬ入り）
　
商標指定

ペットボトル入り（５００ｍＬ入り）

商標指定

5 1921 インスタント
コーヒー

（品目区分
　　Ｃ→Ｂ)

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」

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」

6 2041 ぶどう酒 国産品，瓶詰（７２０ｍＬ入り），
赤，「ビストロ」又は「モンフレー
ル」

瓶詰（７２０ｍＬ入り），アルコール
分１５％未満，「ビストロ」，「うれ
しいワイン」又は「モンフレール」

7 2042 ぶどう酒（
輸入品）

輸入品，フランス産，瓶詰（７５０ｍ
Ｌ入り），赤，Ａ．Ｏ．Ｃ．ワイン，
「Appellation Bordeaux Controlee
（ボルドー）」

輸入品，フランスワイン，瓶詰（７５
０ｍＬ入り），Ａ．Ｃ．ワイン，「ボ
ジョレー（赤）」

内 容

8 2101 うどん（外
食）

きつねうどん 並

9 4211 布団 敷きふとん，〔側生地〕綿１００％，
〔詰めもの〕巻きわた（ポリエステル
５０％・毛５０％），固わた（ポリエ
ステル１００％），〔重さ〕４．０～
５．０㎏，〔サイズ〕１００㎝×２０
０～２１０㎝，普通品

〔表地〕サテン（綿１００％），〔中
綿〕ポリエステル５０％・毛５０ ％
（ ２ ．０～２．２ｋｇ入り），〔仕
上がりサイズ〕幅１５０ｃｍ・長さ２
００～２１０ｃｍ

10 5101 背広服（夏
物）

（調査区分
　　①→③)
（品目区分
　　Ｂ→Ｃ)

夏物，シングル上下，並型，半裏又は
背抜き，〔表地〕毛１００％，〔サイ
ズ〕Ａ体型（Ａ４～Ａ６），〔百貨
店・専門店ブランド〕「五大陸」，
「Ｊ．ＰＲＥＳＳ」，「ダーバン」又
は「バーバリー・ブラックレーベル」

調査月 ３月～８月

夏物，シングル上下，並型，〔表地〕
「毛（サマーウール）１００％」又は
「毛（サマーウール）７０％以上・ポ
リエステル混用」，〔裏地〕ポリエス
テル１００％，〔サイズ〕Ａ体型（Ａ
４～Ａ６），中級品

調査月 ４月～９月

11 5102 背広服（冬
物）

（調査区分
　　①→③)
（品目区分
　　Ｂ→Ｃ)

秋冬物，シングル上下，並型，総裏，
〔表地〕毛１００％，〔サイズ〕Ａ体
型（Ａ４～Ａ６），〔百貨店・専門店
ブランド〕「五大陸」，「Ｊ．ＰＲＥ
ＳＳ」，「ダーバン」又は「バーバ
リー・ブラックレーベル」

調査月 １月～２月，９月～12月

秋冬物，シングル上下，並型，総裏，
〔表地〕ウーステッド（毛１０
０％），〔裏地〕ポリエステル１０
０％，〔サイズ〕Ａ体型（Ａ４～Ａ
６），中級品

調査月 １月～３月，９月～12月

12 5111 男子上着 替上着，シングル，並型，〔表地〕ツ
イード（毛１００％），〔サイズ〕Ａ
体型（Ａ４～Ａ６），中級品

調査月 １～２月，10～12 月

替上着，シングル，並型，〔表地〕ツ
イード（毛１００％），〔サイズ〕Ａ
体型（Ａ４～Ａ６），中級品

調査月 １～３月，９～12 月



 物  価  指  数  年  譜  

年 月 事 項

22. 1 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

13 5121 男子ズボン（
冬物）

秋冬物，スラックス， 〔素材〕毛１
００％，〔サイズ〕Ｗ７６～８２ｃ
ｍ，中級品

調査月 １～２月，９～12 月

秋冬物，スラックス，〔素材〕ウース
テッド（毛１００％），〔サイズ〕Ｗ
７６～８２ｃｍ，中級品

調査月 １～４月，９～12 月

14 5122 男子ズボン（
夏物）

夏物，スラックス，〔素材〕毛５０％
以上・ポリエステル混用，〔サイズ〕
Ｗ７６～８２ｃｍ，中級品

調査月 ３～８月

夏物，スラックス，〔素材〕毛５０％
以上・ポリエステル混用，〔サイズ〕
Ｗ７６～８２ｃｍ，中級品

調査月 ４～９月

15 5131 男子コート 秋冬物，シングル，並型，〔表地〕ポ
リエステル１００％，ライニング付
き，〔サイズ〕チェスト８８～９６ｃ
ｍ・身長１６５～１７５ｃｍ・ＭＡ
（Ｍ），〔着丈〕７７～９２ｃｍ，中
級品

調査月 １月，11～12 月

秋冬物，シングル，並型，〔表地〕ポ
リエステル１００％，ライニング付
き，〔サイズ〕チェスト８８～９６ｃ
ｍ・身長１６５～１７５ｃｍ・ＭＡ
（Ｍ），〔着丈〕７７～９２ｃｍ，中
級品

調査月 １～２月，11～12 月

16 5162 婦人スーツ
（秋冬物）

（品目区分
　　Ｂ→Ｃ)

秋冬物，長袖，〔素材〕「毛１０
０％」又は「毛５０％以上・化学繊維
混用」，〔サイズ〕「７～１１号」又
は「Ｍ」，〔百貨店・専門店ブラン
ド〕「２３区」，「自由区」又は「Ｕ
ＮＴＩＴＬＥＤ（アンタイトル）」

調査月 １月～２月，９月～１２月

秋冬物，長袖，〔素材〕「毛１０
０％」又は「毛５０％以上・化学繊維
混用」，〔サイズ〕「７～１１号」又
は「Ｍ」，中級品

調査月 １月～２月，９月～１２月

内 容

17 5166 婦人スーツ
（春夏物）

（品目区分
　　Ｂ→Ｃ)

春夏物，〔素材〕「麻・化学繊維混
用」又は「綿・化学繊維混用」，〔サ
イズ〕「７～１１号」又は「Ｍ」，
〔百貨店・専門店ブランド〕「２３
区」，「自由区」又は「ＵＮＴＩＴＬ
ＥＤ（アンタイトル）」

調査月 ３月～８月

春夏物，〔素材〕「麻・化学繊維混
用」又は「綿・化学繊維混用」，〔サ
イズ〕「７～１１号」又は「Ｍ」，中
級品

調査月 ３月～８月

18 5182 婦人コート 冬物，並型，総裏，〔表地〕「毛
（ウール１００％）」，「毛（ウー
ル・アンゴラ混用） 」又は「毛
（ウール・カシミヤ混用）」，〔裏
地〕ポリエステル，〔サイズ〕「７～
１１号」又は「Ｍ」，中級品

調査月 １月，11～12 月

冬物，並型，総裏，〔表地〕「毛
（ウール１００％）」，「毛（ウー
ル・アンゴラ混用）」又は「毛（ウー
ル・カシミヤ混用）」，〔裏地〕ポリ
エステル，〔サイズ〕「７～１１号」
又は「Ｍ」，中級品

調査月 １～２月，11～12 月

19 5183 婦人上着 シングル，並型，無地，〔素材〕「毛
１００％」又は「毛５０％以上・化学
繊維混用」，〔サイズ〕「７～１１
号」又は「Ｍ」，中級品

調査月 １～３月，９～12 月

シングル，並型，無地，〔素材〕「毛
１００％」又は「毛５０％以上・化学
繊維混用」，〔サイズ〕「７～１１
号」又は「Ｍ」，中級品

調査月 １～４月，９～12 月

20 5192 女児スカート
（夏物）

〔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

春夏物，〔素材〕「綿１００％」又は
「綿６５％以上・化学繊維混用」，
〔サイズ〕１２０又は１３０，普通品

調査月 ３～９月



付録 5　　平　成　22　年　消　費　者

年月 事 項

22. 1 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

21 5231 ブラウス（長
袖）

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 １～３月，９～12 月

長袖，ポリエステル１００％（ニット
は除く），無地，〔サイズ〕Ｍ，特殊
な飾り付きは除く，普通品

調査月 １～５月，９～12 月

22 5232 ブラウス（半
袖）

半袖，５分袖又は７分袖，〔素材〕綿
１００％（ニットは除く），無地，
〔サイズ〕「７～１１Ｒ」又は
「Ｍ」，普通品

調査月 ４～８月

半袖，５分袖又は７分袖，〔素材〕綿
１００％（ニットは除く），無地，
〔サイズ〕「７～１１Ｒ」又は
「Ｍ」，普通品

調査月 ５～９月

23 6003 鼻炎薬

（品目区分
　　Ｃ→Ｂ)

第２類医薬品，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」

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」

24 6222 人間ドック受
診料

日帰りコース（オプションを除く），
〔胃の検査〕Ｘ線検査，男性，５０歳
代，昼食なし

※　医療機関指定

日帰りコース，昼食なし，男性，５０
歳代

※　病院指定

25 7443 移動電話機 ＮＴＴドコモ，カメラ（有効画素数８
００万～８１０万）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 コ ス オプション未加入

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
（ＦＯＭＡからＦＯＭＡ）」，プライ
ムシリーズ，ベーシックコース

内 容

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 ※　シリーズ・型式番号指定

26 8100 学習参考教材 高校生用，英語， 「基礎英語長文問
題精講」

英語，「英文法標準問題精講」，高校
生用

学習参考教材 高校生用，国語，「入試現代文へのア
クセス」

国語，「中学国語自由自在」

学習参考教材 高校生用，数学，「チャート式基礎か
らの数学Ⅰ＋Ａ」

数学，「チャート式基礎からの数学
Ⅰ」，高校生用

27 9033 携帯オーディ
オ機器

〔記録媒体〕フラッシュメモリー，
〔記録容量〕８ＧＢ，ビデオ撮影・再
生機能付き，曲名表示機能付き，「ｉ
Ｐｏｄ　ｎａｎｏ」

※品番指定

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，ビデオ撮影・再生機能付
き，曲名表示機能付き，「ｉＰｏｄ
ｎａｎｏ」

※品番指定

28 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 １～２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 １～３月

29 9125 筆入れ ビニール製，マグネットタイプ，幅９
～１０ｃｍ，柄物，鉛筆削り付き，普
通品

調査月 １～２月，12 月

ビニール製，マグネットタイプ，幅９
～１０ｃｍ，柄物，鉛筆削り付き，普
通品



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

22. 1 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

30 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，「Ｘ
ＸＩＯ（ゼクシオ）ＭＰ６００カーボ
ンシャフト」又は「ＴＯＵＲＳＴＡＧ
Ｅ　Ｖ－ｉＱ　ＶＴ－５０ｉ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，「Ｔ
ＯＵＲＳＴＡＧＥ　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」

31 9174 ＤＶＤソフト ＤＶＤ，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（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

32 9198 録画用ＤＶＤ ＤＶＤ，録画用，ＤＶＤ－Ｒ，〔記録
容量〕４．７ＧＢ，１～１６倍速対
応，ＣＰＲＭ対応，１０枚入り，特殊
加工を除く

録画用，ＤＶＤ－Ｒ， 〔記録容量〕
４．７ＧＢ，１～１６倍速対応，ＣＰ
ＲＭ対応，１０枚入り，特殊加工を除
く

33 9221 少年誌 少年誌，「月刊少年マガジン」，調査
日現在の最新号

少年誌，「コロコロコミック」，調査
日（金曜日）現在の最新号

34 9711 通学用かばん ランドセル，合成皮革製，たて型，普
通品

調査月 １～２月，12 月

ランドセル，合成皮革製，たて型，普
通品

調査月 １～３月

35 9921 保育所保育料 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

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

内 容

取扱い…1,3,7～11,16,17,24～26,33,35：オーバーラップ法により接続

2,4～6,12～15,18～23,27～32,34：直接接続

品目区分等の変更 9722　ハンドバッグ（輸入品）：Ｓ品目→Ｅ品目　オーバーラップ法により接続

ウエイト等の変更 4510　し尿処理手数料：オーバーラップ法により接続

4521　粗大ごみ処理手数料：オーバーラップ法により接続

9372　テーマパーク入場料：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（東京電力，中部電力，九州電力）

（１月１日実施） 燃料費調整単価の値下げ（北海道電力，北陸電力，中国電力，四国電力，沖縄電力）

都市ガス代の改定 熱量転換による値上げ（山形ガス，四国ガス）

（１月１日実施） 熱量転換による値下げ（青森ガス）

料金改定による値上げ（北陸ガス，長野都市ガス）

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）

インターネット接続 採用プロバイダの利用料金（光ファイバー回線）値上げ

料の改定

（１月１日実施）



付録 5　　平　成　22　年　消　費　者

年月 事 項

22. 2 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1417 たまねぎ 赤玉ねぎを除く

2 1461 のり 焼きのり，袋入り（全形１０枚入
り），普通品

焼きのり，中，１帖（１０枚入り）

3 1772 落花生 バターピーナッツ，普通品 バターピーナッツ

4 1784 ゼリー フルーツゼリー，果肉入り，カップ入
り（１５０～２００ｇ入り），普通品

　商標指定

フルーツゼリー，果肉入り，カップ入
り（１８０～２６０ｇ入り），普通品

　商標指定

5 1812 煮豆 金時豆，並 金時豆

6 2143 お子様ランチ ハンバーグを含む５品以上の盛り合わ
せ

並

7 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

ブ ヴ 〈 〉 ダブ

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），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〕８０～９２ｃｍ，〔加熱機器〕ガ
ス加熱機器；グリル付き３口コンロ，
〔収納方式〕扉タイプ，〔吊戸棚の高
さ〕７０ｃｍ，「タカラ」，「クリ
ナップ」，「サンウェーブ」又は「ナ
ス」

内 容

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」

※　製品名指定

8 3151 畳表取替費 〔畳表〕緯；いぐさ，経；綿糸２本又
は麻糸・綿糸２本，中級品，〔へり〕
光輝べり，化繊，材料費及び畳表取替
工賃を含む

　寸法指定

〔表〕備後表，引通し，経綿糸，動力
織，中級品，〔へり〕光輝べり，化
繊，中級品，材料費及び畳表取替工賃
を含む

　寸法指定

9 4322 ガラスコップ タンブラー，ソーダガラス製，無地，
〔容量〕２３０～２５０ｍＬ，普通品

タンブラー，ソーダガラス製，無地，
２４０ｍ（８オンスもの）

10 4401 ラップ ポリ塩化ビニリデン製，幅３０ｃｍ×
長さ２０ｍ，「サランラップ」又は
「ＮＥＷクレラップ」

ポリ塩化ビニリデン製，幅３０ｃｍ・
長さ２０ｍ，「サランラップ」

11 5301 男子シャツ 半袖，メリヤス，〔素材〕綿１０
０％，〔サイズ〕チェスト９６～１０
４ｃｍ・ＬＡ（Ｌ），２枚入り，白，
普通品，特殊加工は除く

半袖，メリヤス，綿１００％，〔サイ
ズ〕チェスト８８～９６ｃｍ・ＭＡ
（Ｍ），白，普通品，特殊加工は除く

12 5311 男子ブリーフ 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

メリヤス，綿１００％，インゴム，
〔サイズ〕ウエスト７６～８４ｃｍ・
ＭＡ（Ｍ），白，普通品，特殊加工は
除く

13 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」，「サ
ブリナ」又は「ミラキャラット」

サポートタイプ，ナイロン・ポリウレ
タン混用，プレーン，中級品，特殊サ
イズは除く

※　商標・品番指定



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

22. 2 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

14 5641 子供靴 女児用，〔甲〕合成皮革，ベルト付
き，〔サイズ〕１８～１９ｃｍ，中級
品

女児用，合成皮革製，ボタン付き，１
９ｃｍ程度

15 5721 履物修理代 婦人パンプスのかかと（３．５×３．
５ｃｍ以内），リフト交換，〔リフト
素材〕合成ゴム

婦人パンプス，かかと（合成ゴムリフ
ト）修理

16 6001 感冒薬 第２類医薬品，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，散剤，箱入り（４４包入
り），「パブロンゴールドＡ微粒」

17 6002 解熱鎮痛剤 第２類医薬品，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」

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」

18 6012 胃腸薬 第２類医薬品，複合胃腸薬，細粒剤，
箱入り（５６包入り），「新三共胃腸
薬　〔細粒〕」

複合胃腸薬，錠剤，瓶入り（３２０錠
入り），「新キャベジンコーワＳ」

19 6021 ビタミン剤Ａ 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」

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」

20 6022 ビタミン剤Ｂ 第３類医薬品，ビタミン主薬製剤，ビ
タミンＢ１・Ｂ６・Ｂ１２主薬製剤，
錠剤，瓶入り（２７０錠入り），「ア
リナミンＥＸプラス」

ビタミン主薬製剤，ビタミンＢ１・Ｂ
６・Ｂ１２主薬製剤，錠剤，瓶入り
（２７０錠入り），「アリナミンＥＸ
プラス」

内 容

21 6091 漢方薬 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」

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８
５」

22 8201 補習教育（中
学校）

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

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，週２～３回

※　塾・コース指定

23 8203 補習教育（小
学校）

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

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，週２～３回

※　塾・コース指定

取扱い…1～3,6,9,10,13～17,19～23：直接接続

4,5,7,8,11,12,18：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（東北電力，東京電力，中部電力，関西電力，中国電力，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，北陸電力，四国電力，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）

（２月１日実施）
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年月 事 項

22. 3 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1487 キムチ はくさいキムチ，〔内容量〕２００～
６００ｇ，並

はくさいキムチ（瓶詰を除く）

2 1644 ジャム いちごジャム，プレザーブスタイル，
瓶詰（１６５ｇ入り），「アヲハタ５
５　イチゴジャム」

いちごジャム，プレザーブスタイル，
瓶詰（１７０ｇ入り），「アヲハタ５
５　イチゴジャム」

3 1652 カレールウ 固形，箱入り（２３８ｇ入り），
「バーモントカレー」

固形，箱入り（２５０ｇ入り），
「バーモントカレー」

4 2161 サンドイッチ ミックスサンドイッチ（野菜類，肉類
を含む３～５種類）

ミックスサンドイッチ

5 6061 はり薬 第３類医薬品，外用鎮痛消炎薬（貼付
薬），パップ剤，〔サイズ〕１０×１
４ｃｍ，箱入り（２４枚入り），「の
びのびサロンシップｓ」又は「パテッ
クスうすぴたシップ」

鎮痛消炎貼付薬，プラスター剤，〔サ
イズ〕４．２×６．５ｃｍ，箱入り
（４０枚入り），「サロンパスＡｅ」
又は「トクホン」

6 6062 目薬 第２類医薬品，点眼薬，一般点眼薬，
１２ｍＬ入り，「ロートジーファイ
ニュー」

点眼薬，疲れ目用，１２ｍＬ又は１３
ｍＬ入り，「新Ｖ・ロートＥＸ」又は
「ロートジーファイニュー」

7 7201 自転車 シティ車，２６型，変速機付き（３段
変速），自転車安全基準適合車（ＢＡ
Ａマーク付き），中級品

※　商標・型式番号指定

軽快車，２６型，変速機なし，自転車
安全基準適合車（ＢＡＡマーク付
き），中級品

※　商標・型式番号指定

テ オセ ポ ネ ト テ オセ ト ポ ネ ト テ オセ ト

内 容

8 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５Ｗ＋５Ｗ～
３０Ｗ＋３０Ｗ，２スピーカー，携帯
型オーディオプレーヤー連携機能付
き，アナログ伝送方式，ＣＤプレー
ヤー付き，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２０Ｗ＋２０
Ｗ，２スピーカー，〔チューナー〕Ｆ
Ｍ／ＡＭ，携帯型オーディオプレー
ヤー連携機能付き，ＣＤプレーヤー付
き，特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

9 9141 グローブ 軟式野球用，大人用，牛革製，〔ポジ
ション〕オールラウンド用，中級品，
「ミズノ」，「ゼット」，「ローリン
グス」又は「エスエスケイ」

※シリーズ・品番指定

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

10 9652 化粧クリーム
Ｂ

セルフ化粧品，ポリ容器入り（３０ｇ
入り），「アクアレーベル　ホワイト
アップクリーム」

セルフ化粧品，栄養クリーム，５０ｇ
入り，「ドルックス　ナイトクリー
ム」

11 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　ホワイトＣ　ローション
（さっぱり又はしっとり）ＡＡ」

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」

12 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　ラスティングパウダリー
ＵＶ　ＥＸ」

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　ラスティングパウダリー
ＵＶ（春・夏）」（１１ｇ入り）又は
「マキアージュ　モイスチャーフィ
ニッシュ　パウダリー　ＵＶ（秋・
冬）」（１２ｇ入り）



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

22. 3 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

13 9680 口紅Ａ 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」

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」

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」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」

セルフ化粧品，ポリ容器入り（１３０
ｍＬ入り），「アクアレーベル　ＷＴ
エマルジョン（Ｓ又はＲ）」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）ｒ」

取扱い…1,8,11～14：直接接続

2,3：容量リンクにより接続

4～7,9,10：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（東北電力，東京電力，中部電力，関西電力，九州電力）

（３月１日実施） 燃料費調整単価の値下げ（北陸電力，四国電力，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）

内 容

（３月１日実施）

22. 4 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６００Ｗ，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５８０又は５９０
Ｗ，パワーブラシ，特殊機能付きは除
く

※　商標・型式番号指定

2 6062 目薬 第２類医薬品，点眼薬，一般点眼薬，
１２ｍＬ入り，「ロートジーｂ」

第２類医薬品，点眼薬，一般点眼薬，
１２ｍＬ入り，「ロートジーファイ
ニュー」

取扱い…1,2：オーバーラップ法により接続

調査単位の変更 8010　私立中学校授業料：１か月→１か年　オーバーラップ法により接続

8020　公立高校授業料：１か月→１か年　オーバーラップ法により接続

8030　私立高校授業料：１か月→１か年　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，

（４月１日実施） 中国電力，四国電力，九州電力，沖縄電力）
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年月 事 項

22. 4 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）

（４月１日実施） 料金改定による値上げ（松江市）

料金改定による値上げ（仙台市）

水道代の改定 料金改定による値上げ（徳島市）

（４月１日実施） 料金改定による値下げ（福島市）

診療代の改定 診療報酬改定による値上げ

（４月１日実施）

タクシー代の改定 料金改定による値上げ

（４月１，12日実施）（岡山市）

（４月５日実施） （新潟市）

航空運賃の改定 割引運賃の大幅値下げ

（４月１日実施）

レンタカー料金の 一部採用企業の値下げ

改定

内 容

改定

（４月１日実施）

都市高速道路料金の

改定

（４月１日実施） 首都高速の料金割引社会実験終了による値上げ（さいたま市，千葉市，東京都区部，横浜市，

川崎市）

阪神高速の料金割引社会実験終了による値上げ（京都市，大阪市，神戸市，奈良市）

（４月16日実施） 福岡北九州都市高速の１区間割引き社会実験開始による値下げ（福岡市，北九州市）

（４月26日実施） 広島都市高速のETC利用促進割引終了及び通勤時間帯割引率変更による値上げ（広島市）

22. 5 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 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〕５００ＧＢ，
地上・ＢＳ・１１０度ＣＳデジタル
チューナー内蔵（２基），長時間録画
機能（１０倍）

※　商標・型式番号指定

ブルーレイディスクレコーダー，ＨＤ
Ｄ内蔵，〔ＨＤＤ容量〕３２０ＧＢ，
地上・ＢＳ・１１０度ＣＳデジタル
チューナー内蔵（２基），ＨＤＭＩ端
子付き，長時間録画機能（８～８．５
倍）

※　商標・型式番号指定

取扱い…オーバーラップ法により接続



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

22. 5 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，

（５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）

（５月１日実施）

下水道代の改定 料金改定による値上げ（盛岡市）

（５月１日実施）

都市高速道路料金の 福岡北九州都市高速の１区間割引社会実験における料金変更による値上げ（福岡市，北九州市）

改定

（５月１日実施）

タクシー代の改定 料金改定による値上げ（大阪市）

（５月21日実施）

22. 6 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

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 ズパ ツ び び

内 容

　商標指定

ツ」又は「メリーズパンツ　のびのび
Ｗａｌｋｅｒ」

取扱い…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）

水道代の改定 料金改定による値上げ（長野市）

（６月１日実施）

下水道代の改定 料金改定による値上げ（さいたま市，高松市）

（６月１日実施）

高速自動車国道料金 無料化社会実験開始による値下げ

の改定

（６月28日実施）
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年月 事 項

22. 7 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 7313 カーナビゲー
ション

一体型，〔記憶媒体〕メモリータイ
プ，〔記憶容量〕８ＧＢ，〔画面サイ
ズ〕７型，地上デジタルチューナー内
蔵，特殊機能付きは除く

※商標・型式番号指定

一体型，〔記憶メディア〕ＨＤＤ，
〔記憶容量〕４０ＧＢ，〔画面サイ
ズ〕７型，地上デジタルチューナー内
蔵，ＷＶＧＡディスプレイ付き，特殊
機能付きは除く

※商標・型式番号指定

2 7441 固定電話機 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，〔親機画面サイズ〕３．８
型以上，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，ハンドスキャナなし，特殊
機能付きは除く

※商標・型式番号指定

取扱い…1：オーバーラップ法により接続

2：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，

（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）

内 容

（７月１日実施）

水道代の改定 料金改定による値下げ（金沢市）

（７月１日実施）

下水道代の改定 料金改定による値上げ（佐賀市）

（７月１日実施）

都市高速道路料金の 福岡北九州都市高速の１区間割引社会実験における料金変更による値上げ（福岡市，北九州市）

改定

（７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下げ

意）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 　　北総鉄道の料金改定による値下げ（千葉市）

通勤定期(ＪＲ以外)

の改定

（７月17日実施）



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

22. 7 バス代の改定 料金改定による値上げ（山口市）

（７月21日実施）

22. 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） 料金改定による値下げ（山形ガス）

水道代の改定 料金改定による値下げ（長崎市）

（８月１日実施）

22. 9 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 5211 スポーツシャ
ツ（長袖）

男子用，ポロシャツ，長袖，ニット
（鹿の子編），〔素材〕「綿１０
０％」又は「綿・ポリエステル混
用」，〔サイズ〕チェスト８８～９６
ｃｍ・身長１６５～１７５ｃｍ・ＭＡ
（Ｍ），普通品

調査月　１月～３月，９月～１２月

男子用，ポロシャツ，長袖，ニット
（鹿の子編），綿１００％，無地，
〔サイズ〕チェスト８８～９６ｃｍ・
身長１６５～１７５ｃｍ・ＭＡ
（Ｍ），普通品

調査月　１月～３月，９月～１２月

内 容

2 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），「マキアージュ　ラス
ティングパウダリー　ＵＶ　ＥＸ」
（１０ｇ入り）又は「マキアージュ
モイスチャー　フォルミングパウダ
リー　ＵＶ」（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
（レフィル），１０ｇ入り，「マキ
アージュ　ラスティングパウダリー
ＵＶ　ＥＸ」

3 9672 ファンデー
ションＢ

セルフ化粧品，パウダータイプ，オー
ルシーズン用，詰め替え用（レフィ
ル），１１ｇ入り，「インテグレート
グレイシィ　ホワイトパクトＮ」又は
「インテグレート　グレイシィ　モイ
ストパクト」

セルフ化粧品，パウダータイプ，オー
ルシーズン用，詰め替え用（レフィ
ル），１２．５ｇ入り，「アクアレー
ベル　ホワイトパクト」

取扱い…1,3：オーバーラップ法により接続

2：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，

（９月１日実施） 中国電力，四国電力，九州電力，沖縄電力）
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年月 事 項

22. 9 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）

（９月１日実施） 原料費調整単価の値下げ（盛岡ガス，沖縄ガス）

水道代の改定 料金改定による値下げ（名古屋市）

（９月１日実施）

都市高速道路料金の 福岡北九州都市高速の１区間割引社会実験終了による値上げ（福岡市，北九州市）

改定

（９月１日実施）

22.10 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 4074 電気カーペッ
ト

〔サイズ〕２畳相当，〔消費電力〕全
面暖房時５００～５４０Ｗ，ダニ対策
機能付き，切り忘れ防止機能付き，
〔カバー〕ポリエステル１００％又は
アクリル１００％，中級品

調査月　１月～３月，１０月～１２月

※　商標・型式番号指定

〔サイズ〕２畳相当，〔消費電力〕全
面暖房時５００～５５０Ｗ，ダニ対策
機能付き，切り忘れ防止機能付き，特
殊機能付きは除く，〔カバー〕アクリ
ル１００％，中級品

調査月　１月～３月，１０月～１２月

※　商標・型式番号指定

2 6101 生理用ナプキ
ン

昼用，スリム，羽つき，２０個入り，
「ソフ ボデ フ ト ふわピタ

昼用，スリム，羽つき，２４個入り，
「ソフ ボデ フ トふわピタスリ

内 容

ン 「ソフィ　ボディフィット　ふわピタ
スリム」

「ソフィボディフィットふわピタスリ
ム」

3 9033 携帯オーディ
オ機器

〔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

〔記録媒体〕フラッシュメモリー，
〔記録容量〕８ＧＢ，ビデオ撮影・再
生機能付き，曲名表示機能付き，「ｉ
Ｐｏｄ　ｎａｎｏ」

※　品番指定

4 9081 パソコン用プ
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〕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
ＭＧ６１３０」

インクジェットプリンタ，複合機能付
き，〔最高解像度〕９６００×２４０
０ｄｐｉ，〔インク〕５色独立型，
〔印刷機能〕自動両面印刷，レーベル
印刷，ダイレクトプリント，〔スキャ
ナ〕４８００ｄｐｉ，ＣＩＳ，〔コ
ピー〕両面，〔モニタ〕カラー液晶
３．０型，〔用紙サイズ〕最大Ａ４，
〔インタフェース〕Ｈｉ－Ｓｐｅｅｄ
ＵＳＢ，無線ＬＡＮ対応，「ＰＩＸＵ
Ｓ　ＭＰ６４０」

5 9650 化粧クリーム
Ａ

カウンセリング化粧品，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」

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」



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

22.10 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

6 9690 乳液Ａ カウンセリング化粧品，１３０ｍＬ入
り，「エリクシール　シュペリエル
リフトモイスト　エマルジョン　Ⅰ」
又は「エリクシール　シュペリエル
リフトモイスト　エマルジョン　Ⅱ」

カウンセリング化粧品，瓶入り（１３
０ｍＬ入り），「エリクシール　シュ
ペリエルＣＥエマルジョンⅠ」又は
「エリクシール　シュペリエルＣＥエ
マルジョンⅡ」

取扱い…1,4,5,6：直接接続

2：容量リンクにより接続

3：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（中部電力，中国電力）

（10月１日実施） 燃料費調整単価の値下げ（北海道電力，東京電力）

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）

（10月１日実施） 料金改定による値上げ（青森ガス）

診療代の改定 材料価格改定による値上げ

（10月１日実施）

内 容

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）

たばこ税の改正 たばこ税の引上げによる値上げ

（10月１日実施）

傷害保険料の改定 保険料改定による値上げ

（10月１日実施）

22.11 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1051 即席めん 中華タイプ，カップ入り（７７ｇ入
り），「カップヌードル」

即席カップめん，中華タイプ，カップ
入り（７７ｇ入り），「カップヌード
ル」

2 1464 ひじき 乾燥ひじき，芽ひじき，国産品，並 乾燥もの，芽ひじき，国内産，並

3 1714 プリン チルドタイプ，カップ入り（１４０ｇ
入り），「森永の焼プリン（森永乳
業）」又は「焼プリン（オハヨー乳
業）」

チルドタイプ，カップ入り（７５ｇ×
３個），「グリコプッチンプリン」

4 1761 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」

板チョコレート，５８ｇ，「明治ミル
クチョコレート」
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年月 事 項

22.11 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

5 1831 カツレツ ロース，並 ロース１００ｇ程度を揚げたもの

6 1881 ぎょうざ チルド，肉入り，１０～１５個入り 蒸しぎょうざ，チルド（冷蔵），肉入
り，１０～１５個入り

7 1972 乳酸菌飲料Ｂ 配達，プラスチック容器入り（８０ｍ
Ｌ入り），「ヤクルト４００ＬＴ」又
は「ヤクルト４００」

配達１本月ぎめ，「ヤクルト４００
（８０ｍＬ入り）」

8 4081 整理だんす 〔正面板表面材〕天然木，〔サイズ〕
幅１００～１１０×奥行４０～５０×
高さ１３０～１４５ｃｍ，総引き出し
（６段又は７段），中級品

〔正面板表面材〕天然木，〔サイズ〕
幅９０ｃｍ・高さ１３０ｃｍ程度，総
引き出し・６段又は７段，中級品

9 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ＭＤＦ，〔サイズ〕幅
１００～１１０×奥行４２～５０×高
さ１９０～２１０ｃｍ，ガラス扉又は
引き戸２～３，家電収納棚２，引き出
し２以上，中級品

〔正面枠板材〕天然木無垢板；「ナ
ラ」又は「ブナ」，〔側面板材〕プリ
ント紙化粧合板，〔サイズ〕幅１２０
ｃｍ・奥行４５ｃｍ・高さ１９０ｃｍ
程度，ガラス扉３，引き出し３～６，
木製扉付き，中級品

10 4342 たわし 台所用，スポンジたわし，貼り合わせ
（２層），〔材質〕ナイロン不織布・
ポリウレタンフォーム，〔サイズ〕長
さ１１～１２ｃｍ，普通品

台所用，貼り合わせたわし，〔材質〕
ナイロン不織布，ポリウレタンフォー
ム，普通品

11 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」

洗濯用，詰め替え用，袋入り（５４０
ｍＬ入り） 「ハミング」 「フロー

内 容

～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」

ｍＬ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」

12 5191 男児ズボン 長ズボン，〔素材〕「綿１００％」又
は「綿９５％以上・化学繊維混用」，
〔サイズ〕１４０又は１５０，普通品

５分丈ズボン，〔素材〕綿１００％，
〔サイズ〕１２０又は１３０，普通品

13 5193 乳児服 ドレス兼用カバーオール，長袖，〔素
材〕綿１００％，〔サイズ〕５０，６
０又は７０，普通品

ドレス兼用カバーオール，長袖，綿１
００％，無地，〔サイズ〕５０，６０
又は７０，普通品

14 5212 スポーツシャ
ツ（半袖）

男子用，ポロシャツ，半袖，ニット
（鹿の子編），〔素材〕「綿１０
０％」又は「綿・ポリエステル混
用」，〔サイズ〕チェスト８８～９６
ｃｍ・身長１６５～１７５ｃｍ・ＭＡ
（Ｍ），普通品

調査月　４月～８月

男子用，ポロシャツ，半袖，ニット
（鹿の子編），綿１００％，無地，
〔サイズ〕チェスト８８～９６ｃｍ・
身長１６５～１７５ｃｍ・ＭＡ
（Ｍ），普通品

調査月　４月～８月

15 5351 婦人ショーツ メリヤス，〔素材〕綿・化学繊維混
用，〔サイズ〕ヒップ８７～９５ｃ
ｍ・Ｍ，普通品，特殊加工は除く

メリヤス，綿１００％，〔サイズ〕
ヒップ８７～９５ｃｍ・Ｍ，無地，普
通品，特殊加工は除く

16 5361 スリップ 〔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

〔素材〕ポリエステル１００％，〔サ
イズ〕バスト８０又は８５，丈７５～
９０ｃｍ，中級品，「ワコール」，
「ウイング」又は「トリンプ」

※　品番指定



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

22.11 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

17 5372 子供シャツ 男児用，半袖，メリヤス，〔素材〕綿
１００％，〔サイズ〕１４０，１５０
又は１６０，２枚入り，白，普通品

男児用，半袖，メリヤス，綿１０
０％，〔サイズ〕１２０又は１３０，
２枚入り，白，普通品，特殊加工は除
く

18 5541 婦人ソックス 〔素材〕「化学繊維混用」又は「綿・
化学繊維混用」，〔サイズ〕２３ｃ
ｍ，普通品

「化学繊維混用」又は「綿・化学繊維
混用」，無地，〔サイズ〕２３ｃｍ，
普通品

19 6012 胃腸薬 第２類医薬品，複合胃腸薬，細粒剤，
箱入り（５６包入り），「第一三共胃
腸薬〔細粒〕」

第２類医薬品，複合胃腸薬，細粒剤，
箱入り（５６包入り），「新三共胃腸
薬〔細粒〕」

20 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〕５００ＧＢ，
地上・ＢＳ・１１０度ＣＳデジタル
チューナー内蔵（２基），長時間録画
機能（１０～１２．５倍），３Ｄ再生
対応，ＢＤＸＬ対応

※　商標・型式番号指定

ブルーレイディスクレコーダー，ＨＤ
Ｄ内蔵，〔ＨＤＤ容量〕５００ＧＢ，
地上・ＢＳ・１１０度ＣＳデジタル
チューナー内蔵（２基），長時間録画
機能（１０倍）

※　商標・型式番号指定

21 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，ブラック，「キヤノ
ン　ＢＣＩ－３２６ＢＫ」

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－３２１ＢＫ」

22 9320 自動車教習料 公安委員会指定自動車教習所，第一種
普通免許（ＡＴ限定），所持免許な
し 般 ス 入所から卒業までの

公安委員会指定自動車教習所，第一種
普通免許（ＭＴ車），所持免許なし，
般 ス 入所から卒業までの総費

内 容

し，一般コース，入所から卒業までの
総費用

※　教習所指定

一般コース，入所から卒業までの総費
用

※　教習所指定

23 9328 月 謝 （ 英 会
話）

英会話教室，一般，日常英会話，グ
ループレッスン，初心者クラス，週１
回

英会話教室，日常英会話，グループ
レッスン，初心者クラス，週２回，終
了期間１年

24 9359 プール使用料 公営プール，屋内，一般，２時間

※　施設指定

公営プール，屋内，一般

※　施設指定

25 9395 カラオケルー
ム使用料

ルーム料とカラオケ料込み（飲食代を
除く），１人当たりの時間制，ビジ
ター料金，平日（金曜日を除く），午
後８時～９時の１時間料金

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
間料金

26 9521 パーマネント
代

パーマネント（シャンプー，カット，
ブロー又はセット込み），ショート，
女性（高校生以下を除く）

パーマネント（シャンプー，カット，
ブロー又はセット込み），ショート

27 9531 ヘアーカット
代

ヘアーカット（ブロー込み），ショー
ト，女性（高校生以下を除く）

ヘアーカット（ブロー込み），女性
（高校生以下を除く）

28 9532 ヘアカラーリ
ング代

白髪染め（シャンプー，ブロー又は
セット込み），ショート，女性

白髪染め（ヘアダイ），ショート



付録 5　　平　成　22　年　消　費　者

年月 事 項

22.11 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

29 9631 整髪料 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」，「ウー
ノ　ホールドキングＮ」又は「ウーノ
ウルトラソリッドＮ」

液状整髪料，１８０ｍ入り，「アウ
スレーゼ　へアリキッドＮ」又は「ア
ウスレーゼ　ボリュームセットリキッ
ド」

取扱い…1,2,4,6,7,10,15,18,19,26：直接接続

3,5,8,9,11～14,16,17,20～25,27～29：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，

（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下げ（東京ガス，東邦ガス，大阪ガス，西部ガス等）

（11月１日実施）

22.12 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 ＮＴＴドコモ，カメラ（有効画素数８
１ 万 ９６ 万）付き ワ セグ機

ＮＴＴドコモ，カメラ（有効画素数８
万 ８１ 万）付き ワ セグ機

内 容

１０万～９６０万）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

００万～８１０万）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 9154 家庭用ゲーム
機（据置型）

据置型，ワイヤレスコントローラ付
き，無線ＬＡＮ対応，「Ｗｉｉ」

※　品番指定

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

取扱い…1,2：直接接続

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下げ（東京ガス，東邦ガス，大阪ガス，西部ガス等）

（12月１日実施） 熱量転換による値上げ（北陸ガス）

タクシー代の改定 料金改定による値上げ（徳島市）

（12月１日実施）



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

22.12 都市高速道路料金の 福岡北九州都市高速の１区間割引社会実験開始による値下げ（福岡市，北九州市）

改定

（12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下げ

意）の改定

（12月１日実施）

通学定期(ＪＲ以外) 青い森鉄道の料金改定による値下げ（青森市）

の改定

（12月４日実施）

通勤定期(ＪＲ以外) ＩＧＲいわて銀河鉄道の料金改定による値下げ（盛岡市）

の改定

（12月４日実施）

内 容


