
付録 5　　平　成　23　年　消　費　者

年 月 事 項

23. 1 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 9013 テレビ 液晶テレビ，３２Ｖ型，ハイビジョン
対応パネル，ＬＥＤバックライト搭
載，特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

液晶テレビ，３２Ｖ型，地上・ＢＳ・
１１０度ＣＳデジタルチューナー内
蔵，ハイビジョン対応パネル，ＨＤＭ
Ｉ端子付き，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

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，

（１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）

（１月１日実施） 料金改定による値下げ（岡山ガス，沖縄ガス）

23. 2 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 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，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

学生タイプ又は生活タイプ，〔収録コ
ンテンツ〕１２５～１３０，〔本体メ
モリー容量〕約５０ＭＢ，音声出力機
能付き，特殊機能付きは除く，「カシ

内 容

シオ エクスワ ド」又は「シャ プ
ブレーン」

※　品番指定

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

取扱い… 1：直接接続

電気代の改定 燃料費調整単価の値下げ（東北電力，東京電力，北陸電力，中部電力，関西電力，中国電力，

（２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（盛岡ガス，東部ガス，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）

普通運賃(ＪＲ以外) 沖縄都市モノレールの料金改定による値下げ（沖縄市）

の改定

通学定期(ＪＲ以外)

の改定

通勤定期(ＪＲ以外)

の改定

（２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

（２月１日実施）

 沖縄都市モノレールの料金改定による値上げ（沖縄市）



 物  価  指  数  年  譜  

年 月 事 項

23. 3 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1502 りんごＢ ふじ，１個２００～４００ｇ

調査月　１月～７月，１１月～１２月

ふじ，１個２５０～３８５ｇ

調査月　１月～７月，１１月～１２月

2 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 ガム＜ライムミ
ント＞」又は「キシリトール ガム＜
フレッシュミント＞」

シュガーレスガム，粒ガム，１４粒入
り，「キシリトール ネオ」

3 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〕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

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〕１，２０
０～１，４００Ｗ，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

4 7446 携帯電話機 ＫＤＤＩ（ａｕ）又は沖縄セルラー，
カメラ（有効画素数１３２０万～１４
１０万）付き，ワンセグ機能付き，海
外対応，ＧＰＳ機能付き，機種変更，
シンプルコース，オプション未加入，
一括払い

※　品番指定

ＫＤＤＩ（ａｕ）又は沖縄セルラー，
カメラ（有効画素数１２１０万以上）
付き，ワンセグ機能付き，海外対応，
ＧＰＳ機能付き，機種変更，シンプル
コース，オプション未加入，一括払い

※　品番指定

5 7446 携帯電話機 ソフトバンクモバイル カメラ（有効 ソフトバンクモバイル カメラ（有効

内 容

5 7446 携帯電話機 ソフトバンクモバイル，カメラ（有効
画素数１３２０万～１４１０万）付
き，ワンセグ機能付き，海外対応，Ｇ
ＰＳ機能付き，Ｗｉ－Ｆｉ機能付き，
機種変更，新スーパーボーナス，一括
払い

※　品番指定

ソフトバンクモバイル，カメラ（有効
画素数８００万～１２１０万）付き，
ワンセグ機能付き，海外対応，ＧＰＳ
機能付き，Ｗｉ－Ｆｉ機能付き，機種
変更，新スーパーボーナスコース，一
括払い

※　品番指定

6 9155 家庭用ゲーム
機（携帯型）

携帯型，〔ディスプレイ〕上下２画面
（上画面；裸眼立体視機能付き・３．
５３型，下画面；タッチ入力機能付
き・３．０２型），〔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３ＤＳ」

※　品番指定

携帯型，〔ディスプレイ〕上下２画面
（下の画面はアナログタッチスクリー
ン付き），ＴＦＴカラー液晶，３．２
５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」

7 9156 ゲームソフト 家庭用ゲーム機（携帯型）用ソフト，
ニンテンドー３ＤＳ専用，限定版は除
く

※　タイトル指定

家庭用ゲーム機（携帯型）用ソフト，
ニンテンドーＤＳ専用，限定版は除く

※　タイトル指定

8 9622 シャンプー 液体，詰め替え用，袋入り（３８０～
４４０ｍＬ入り），「アジエンス
シャンプー しっとりリッチタイ
プ」，「ＴＳＵＢＡＫＩ 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（３８０～
４４０ｍＬ入り），「アジエンス イ
ンナー・リッチ シャンプー」，「Ｔ
ＳＵＢＡＫＩ 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」



付録 5　　平　成　23　年　消　費　者

年 月 事 項

23. 3 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

9 9624 ヘアコンディ
ショナー

液体，詰め替え用，袋入り（３８０～
４４０ｍＬ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 しっとりリッチタイ
プ」

液体，詰め替え用，袋入り（３８０～
４４０ｍＬ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 エクストラ
コンディショナー」又は「アジエンス
インナー・リッチ コンディショ
ナー」

10 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 ライティング ホワイトパウ
ダリー ＵＶ」

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」（１
０ｇ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 Ｕ
Ｖ」（１２ｇ入り）

取扱い… 1,2,4,5,8～10：直接接続

3,6,7：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）

都市ガス代の改定

内 容

都市ガス代の改定

（３月１日実施） 原料費調整単価の値上げ（西部ガス等）

原料費調整単価の値下げ（大阪ガス等）

（３月23日実施） 標準熱量変更による値上げ（仙台市）

料金（ＪＲ、在来 ＪＲ九州の料金改定による値下げ

線）の改定

（３月12日実施）

都市高速道路料金の 名古屋高速道路におけるＥＴＣ普通車土日祝日料金引下げ社会実験終了による値上げ

改定

（３月27日実施）

23. 4 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 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」又は「新
鮮卵の焼プリン」

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）」

2 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」又は「ブレン
ディ まろやか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（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」



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

23. 4 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

3 2041 ワイン 国産品，瓶詰（７２０ｍＬ入り），
赤，「ビストロ」

国産品，瓶詰（７２０ｍＬ入り），
赤，「ビストロ」又は「モンフレー
ル」

4 4032 電気掃除機 床移動形，〔集塵方式〕紙パック式，
〔吸込仕事率〕 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

床移動形，〔集塵方式〕紙パック式，
〔吸込仕事率〕 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

取扱い… 1～3：直接接続

4：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及び太陽光発電促進付加金の適用による値上げ（北海道電力，東北電力，

（４月１日実施） 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 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）

（４月１日実施） 料金改定による値下げ（佐賀ガス）

水道料の改定 東日本大震災の影響による減免（水戸市）

内 容

（４月１日実施）

下水道料の改定 東日本大震災の影響による減免（水戸市）

（４月１日実施） 料金改定による値上げ（松江市）

リサイクル料金の 一部製品の料金改定による値下げ

改定

（４月１日実施）

自動車保険料（自 保険料改定による値上げ

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下げ

意）の改定

（４月１日実施）

都市高速道路料金の

改定

（４月２日実施） 阪神高速の土日祝日におけるＥＴＣ割引率変更による値上げ

（４月３日実施） 首都高速の日曜祝日におけるＥＴＣ割引率変更による値上げ



付録 5　　平　成　23　年　消　費　者

年 月 事 項

23. 4 タクシー代の改定 料金改定による値上げ（岡山市）

（４月12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

（４月23日実施）

23. 5 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－６７
４」又は「テルモ電子体温計 ＥＴ－
Ｃ２３１Ｐ」

一般用，電子式，予測・実測兼用，わ
き専用，「けんおんくん ＭＣ－６７
０」又は「テルモ電子体温計 ＥＴ－
Ｃ２０２Ｐ０１」

2 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

※　医療機関指定

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

3 9034 ビデオレコー
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（１２～１５倍），３Ｄ再生対
応，ＢＤＸＬ対応

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

内 容

※　商標・型式番号指定 ※　商標・型式番号指定

取扱い… 1～3：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，

（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）

23. 6 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1572 さくらんぼ 国産品

調査月　６月～７月

国内品

調査月　６月～７月

2 4003 電子レンジ オーブンレンジ，〔高周波出力〕 高
出力１，０００Ｗ，〔庫内容量〕３０
～３３Ｌ，グリルとレンジ同時使用機
能付き，〔オーブン温度〕 高温度３
００℃，過熱水蒸気機能付き，高性能
ヒーター付き，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〕 高
出力１，０００Ｗ，〔庫内容量〕３０
～３３Ｌ，グリル機能付き，〔オーブ
ン温度〕 高温度３００～３５０℃，
過熱水蒸気機能付き，高性能ヒーター
付き，特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

23. 6 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

3 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 高活性バイオＥＸ」又は
「トップ プラチナクリア」

合成洗剤，綿・麻・合成繊維用，粉
末，箱入り（１．０ｋｇ入り），「ア
タック」又は「トップ」

4 5011 婦人着物 注文仕立て上がり，〔袖の長さ〕１１
０ｃｍ程度，あわせ，〔素材〕絹１０
０％，型染，中級品

注文仕立て上がり，振袖，あわせ，平
綸子（絹１００％，７５０ｇ付き程
度），型染，中級品

5 5041 婦人帯 錦織，〔素材〕「絹１００％」又は
「絹８０％以上・化学繊維混用」，中
級品

錦織（絹１００％），中級品

6 6141 紙おむつ（乳
幼児用）

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」

乳幼児用，パンツ型，Ｌサイズ，４２
枚入り

●　商標指定

取扱い… 1,3,4：直接接続

2,5,6：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，

（６月１日実施） 中国電力，四国電力，九州電力，沖縄電力）

内 容

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） 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 東日本大震災の影響による減免解除（水戸市）

（６月１日実施）

下水道料の改定 東日本大震災の影響による減免解除（水戸市）

（６月１日実施）

タクシー代の改定 料金改定による値下げ（熊本市）

（６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

改定

（６月１日実施）

高速自動車国道料金 無料化社会実験終了による値上げ

（６月20日実施）



付録 5　　平　成　23　年　消　費　者

年 月 事 項

23. 7 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（３００～６００ｇ入り），普
通品

袋入り（２５０～３００ｇ入り），普
通品

2 1104 かつお 刺身用，さく

調査月　３月～１０月

切り身（刺身用）

調査月　３月～１０月

3 1153 かまぼこ 蒸かまぼこ，板付き，〔内容量〕８０
～１４０ｇ，普通品

蒸かまぼこ，板付き，〔内容量〕１０
０～１６０ｇ，普通品

4 1407 もやし 緑豆もやし，根切りもやしは除く だいずもやしを除く

5 1591 果物缶詰 輸入品，シラップづけ，並ぶた缶，内
容総量４２５ｇ入り，普通品

シラップづけ，並ぶた缶，内容総量４
２５ｇ入り，普通品

6 1633 酢 醸造酢，穀物酢，ＪＡＳ規格品，瓶詰
（５００ｍＬ入り），「穀物酢（ミツ
カン）」

醸造酢，穀物酢，ＪＡＳ規格品，瓶詰
（５００ｍＬ入り），「ミツカン酢
（黒マーク）」

7 1654 風味調味料 かつお風味，箱入り（１２０～１５０
ｇ入り），「ほんだし」

かつお風味，箱入り（４０ｇ袋×
３），「ほんだし」

8 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又は７個入
り），内容量１４４～１６８ｇ

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

9 1930 果実ジュース 果実ジュース，オレンジジュース（濃 ジュース（濃縮還元），オレンジ

内 容

果 果 ， 濃
縮還元），紙容器入り（１，０００ｍ
Ｌ入り）

●　商標指定

濃縮 ，
ジュース，紙容器入り（１，０００ｍ
Ｌ入り）

●　商標指定

10 1931 果汁入り飲料 果汁入り飲料，２０～５０％果汁入
り，ペットボトル入り（１，５００ｍ
Ｌ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（１，５００
ｍＬ入り）

●　商標指定

11 4121 カーペット タフテッドカーペット，ラグ，〔素
材〕化学繊維１００％（ナイロン１０
０％を除く），〔サイズ〕１４０×２
００ｃｍ程度，中級品

タフテッドカーペット，ラグ，〔素
材〕「アクリル１００％」又は「ポリ
エステル１００％」，〔サイズ〕「１
８５×１８５ｃｍ」又は「１９０×１
９０ｃｍ」，中級品

12 4362 マット バスマット，〔素材〕アクリル１０
０％，〔サイズ〕４５×６０ｃｍ程度
又は４５×６５ｃｍ程度，すべり止め
加工付き，普通品

バスマット，〔素材〕アクリル１０
０％，〔サイズ〕４５×６５ｃｍ程
度，すべり止め加工付き，普通品

13 5572 マフラー 女性用，毛（カシミヤ１００％），無
地，〔サイズ〕幅２５～３０ｃｍ・長
さ１６０～１８０ｃｍ，中級品

調査月　１月～２月，１０月～１２月

女性用，毛（カシミヤ１００％），無
地，〔サイズ〕幅３０ｃｍ・長さ１５
０～１８０ｃｍ，中級品

調査月　１月～２月，１０月～１２月

14 6031 ドリンク剤 指定医薬部外品，箱入り（１００ｍＬ
×１０本入り），「リポビタンＤ」

医薬部外品，瓶入り（１００ｍＬ入
り），「リポビタンＤ」

15 6161 コンタクトレ
ンズ

ソフトレンズ，使い捨てレンズ，１日
交換タイプ，近視用，箱入り（３０枚
入り），「ワンデー アキュビュー モ
イスト」

ソフトレンズ，使い捨てレンズ，１日
交換タイプ，近視用，箱入り（３０枚
入り），「ワンデー アキュビュー」



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

23. 7 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

16 7311 自動車タイヤ ラジアルタイヤ（冬用タイヤを除
く），〔サイズ〕１９５／６５Ｒ１５
９１Ｈ，低燃費タイヤガイドライン適
合タイヤ（低燃費タイヤマーク付き）

※　商標・品名指定

小型乗用車用，ラジアルタイヤ，
チューブレスタイヤ，〔サイズ〕１７
５／７０Ｒ１４ ８４Ｓ

※　商標・品名指定

17 7446 携帯電話機 ＮＴＴドコモ（スマートフォンを除
く），カメラ（有効画素数１２２０万
～１３２０万）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

ＮＴＴドコモ，カメラ（有効画素数８
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

18 7446 携帯電話機 ＫＤＤＩ（ａｕ）又は沖縄セルラー
（スマートフォンを除く），カメラ
（有効画素数８０８万）付き，ワンセ
グ機能付き，海外対応，ＧＰＳ機能付
き，機種変更，シンプルコース，オプ
ション未加入，一括払い

※　品番指定

ＫＤＤＩ（ａｕ）又は沖縄セルラー，
カメラ（有効画素数１３２０万～１４
１０万）付き，ワンセグ機能付き，海
外対応，ＧＰＳ機能付き，機種変更，
シンプルコース，オプション未加入，
一括払い

※　品番指定

19 9154 家庭用ゲーム
機（据置型）

据置型，〔ＨＤＤ容量〕１６０ＧＢ，
ワイヤレスコントローラ付き，無線Ｌ
ＡＮ対応，「ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ
３」

据置型，ワイヤレスコントローラ付
き，無線ＬＡＮ対応，「Ｗｉｉ」

内 容

３」

※　型式番号指定 ※　品番指定

20 9193 ペットフード
（ドッグフー
ド）

ドッグフード，総合栄養食，成犬用，
ドライタイプ，袋入り（２ｋｇ入
り），「サイエンス・ダイエット ア
ダルト 成犬用」

ドッグフード，ドライタイプ，成犬
用，袋入り（２．２ｋｇ入り），普通
品，「ペディグリー」

21 9196 ペットフード
（キャット
フード）

キャットフード，総合栄養食，成猫
用，ウェットタイプ，缶入り（１６０
ｇ入り），３缶入り，普通品

●　商標指定

キャットフード，ウェットタイプ，缶
入り（８０ｇ入り），「モンプチ Ｇ
ＯＬＤ」又は「純缶」

22 9622 シャンプー 液体，詰め替え用，袋入り(３８０～
４４０ｍＬ入り)，「アジエンス シャ
ンプー　しっとりリッチタイプ」，
「ＴＳＵＢＡＫＩ シャイニング ＜
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(３８０～
４４０ｍＬ入り)，「アジエンス シャ
ンプー しっとりリッチタイプ」，
「ＴＳＵＢＡＫＩ 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」

23 9624 ヘアコンディ
ショナー

液体，詰め替え用，袋入り(３８０～
４４０ｍＬ入り)，「ＴＳＵＢＡＫＩ
シャイニング ＜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 しっとり
リッチタイプ」

液体，詰め替え用，袋入り(３８０～
４４０ｍＬ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 しっとりリッチタイ
プ」

取扱い… 1～6,8～10,12,13,17,18,22,23：直接接続

7,11,14～16,19～21：オーバーラップ法により接続



付録 5　　平　成　23　年　消　費　者

年 月 事 項

23. 7 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） 原料費調整単価の値下げ（盛岡ガス，東部ガス，沖縄ガス）

都市高速道路料金の 名古屋高速道路におけるＥＴＣ平日昼間時間帯割引社会実験による値下げ

改定

（７月１日実施）

23. 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）

通学定期(ＪＲ以外) 大阪市営地下鉄の料金改定による値下げ（大阪市）

の改定

（８月１日実施）

内 容

23. 9 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1511 みかん 温州みかん（ハウスみかんを除く），
１個７０～１３０ｇ

調査月 １月～３月，９月～１２月

温州みかん，１個７０～１３０ｇ

調査月 １月～３月，９月～１２月

2 5241 婦人セーター
（長袖）

カーディガン，長袖又は「七分袖」，
〔素材〕毛・化学繊維混用，〔サイ
ズ〕Ｍ，普通品

調査月 １月～３月，９月～１２月

プルオーバー，長袖，〔素材〕「毛１
００％」又は「毛５０％以上・化学繊
維混用」，無地，〔サイズ〕Ｍ，普通
品

調査月 １月～３月，９月～１２月

3 9081 プリンタ インクジェットプリンタ，複合機，
〔 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
ＭＧ６２３０」

インクジェットプリンタ，複合機，
〔 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」

4 9627 洗顔料 洗顔フォーム，チューブ入り（１３０
ｇ入り），「ビオレ スキンケア洗顔
料」

洗顔フォーム，チューブ入り（１１０
ｇ入り），「ビオレ 洗顔フォーム」
又は「ダヴ ビューティーモイス
チャー」



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

23. 9 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

5 9622 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「ＴＳＵ
ＢＡＫＩ シャイニング ＜シャンプー
＞」

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

6 9624 ヘアコンディ
ショナー

詰め替え用，袋入り(３８０～４４０
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
とりリッチタイプ」

液体，詰め替え用，袋入り(３８０～
４４０ｍＬ入り)，「ＴＳＵＢＡＫＩ
シャイニング ＜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 しっとり
リッチタイプ」

取扱い… 1,3,5,6：直接接続

2：オーバーラップ法により接続

4：容量リンクにより接続

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，

（９月１日実施） 中国電力，四国電力，九州電力，沖縄電力）

都市ガ 代 改定 原料費調整単価 値上げ（東京ガ 東邦ガ 大阪ガ 西部ガ 等）

内 容

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）

23. 10 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 4072 温風ヒーター 石油ファンヒーター，〔暖房出力〕
大３．１９～３．４０ｋＷ，〔タンク
容量〕５．０Ｌ，特殊機能付きは除く

調査月 １月～３月，１０月～１２月

※商標・型式番号指定

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

調査月 １月～３月，１０月～１２月

※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

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，北陸電力，中部電力，関西電力，中国電力，

（10月１日実施） 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，大阪ガス等）

（10月１日実施） 標準熱量変更による値上げ（西部ガス，佐賀ガス）

原料費調整単価の値下げ（盛岡ガス，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上げ

意）の改定

（10月１日実施）



付録 5　　平　成　23　年　消　費　者

年 月 事 項

23. 11 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 4043 電気洗濯機
（洗濯乾燥
機）

全自動洗濯乾燥機，〔洗濯方式〕ドラ
ム式，〔乾燥方式〕ヒートポンプ方式
又はヒートリサイクル乾燥方式，〔洗
濯・脱水容量〕９ｇ，〔乾燥容量〕６
㎏，エコ機能付き，特殊機能付きは除
く

※商標・型式番号指定

全自動洗濯乾燥機，〔洗濯方式〕ドラ
ム式，〔乾燥方式〕水冷除湿方式，
〔洗濯・脱水容量〕９．０ｋｇ，〔乾
燥容量〕６．０～７．０㎏

※商標・型式番号指定

2 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箱入り，「スコッティ フラワー
ボックス」，「エリエール キュー
ト」又は「ネピア ネピネピ」

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，「スコッティ」，「エリ
エール キュート」又は「ネピア ネピ
ネピ」

3 7313 カーナビゲー
ション

一体型，〔記録媒体〕メモリータイ
プ，〔記憶容量〕１６～２０ＧＢ，
〔画面サイズ〕７型，地上デジタル
チューナー内蔵

※商標・型式番号指定

一体型，〔記録媒体〕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

※商標・型式番号指定

4 7446 携帯電話機 ＫＤＤＩ（ａｕ）又は沖縄セルラー
（スマートフォンを除く），カメラ
（有効画素数１３１０万）付き，ワン
セグ機能付き，海外対応，ＧＰＳ機能
付き，機種変更，シンプルコース，オ
プション未加入，一括払い，「ａｕ
Ｆ００１」

ＫＤＤＩ（ａｕ）又は沖縄セルラー
（スマートフォンを除く），カメラ
（有効画素数８０８万）付き，ワンセ
グ機能付き，海外対応，ＧＰＳ機能付
き，機種変更，シンプルコース，オプ
ション未加入，一括払い

内 容

※ 品番指定

5 9153 組立がん具 プラスチック製，幼児用，「レゴ基本
セット・赤いバケツ」

プラスチック製，幼児向き，レゴシス
テム，「レゴ基本セット・赤いバケ
ツ」

6 9626 ボディーソー
プ

詰め替え用，袋入り（４００ｍＬ入
り），「ビオレｕ」

詰め替え用，袋入り（４２０ｍＬ入
り），「ビオレｕ」

取扱い… 2,4,5：直接接続

1,3：オーバーラップ法により接続

6：容量リンクにより接続

電気代の改定 燃料費調整単価の値上げ（東北電力，東京電力，中部電力，関西電力，中国電力，九州電力）

（11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）

（11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）

料金改定による値下げ（福島ガス）

インターネット接続 一部プロバイダの料金改定による値下げ

料の改定

（11月１日実施）



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

23. 12 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 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
ＸＩＯ７（ゼクシオセブン）ＭＰ７０
０」

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」

取扱い… 1：容量リンクにより接続

電気代の改定 燃料費調整単価の値上げ（中部電力，九州電力）

（12月１日実施） 燃料費調整単価の値下げ（北海道電力，東北電力，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）

（12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）

高速自動車国道料金 東北地方の高速道路の無料開放開始による値下げ

の改定

（12月１日実施）

内 容

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

改定

（12月１日実施）


