
付録 5 平 成 26 年 消 費 者

年月 事 項

26. 1 中間年見直し 現行品目である「パソコン（ノート型）」について，タブレット端末による価格も取り込み，従来

のノートパソコンとタブレット端末とを合成した指数を作成（指数作成方法等の詳細は付録７参照）

基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1052 生中華めん ３食入り（３３０ｇ入り），スープ付
き，普通品

●商標指定

２食入り（２２０～２６０ｇ入り），
普通品

2 1112 いか するめいか，丸 するめいか

3 1133 ほたて貝 むき身（天然ものを除く），ゆでもの
又は蒸しもの

養殖もの，むき身（ゆでもの）

4 1581 バナナ フィリピン産（高地栽培などを除く）

5 1701 ようかん 練りようかん，あずき，１本（１００
～６００ｇ），普通品

練りようかん，普通品

6 1702 まんじゅう 蒸しまんじゅう，小麦粉製，あずきあ
ん入り，普通品

小麦粉製，あずきあん入り，並

7 1821 コロッケ ポテトタイプ，並 並

8 1842 からあげ 鶏肉，骨なし，並 鶏肉，骨なし

9 1851 冷凍調理コ
ロッケ

油調理済みコロッケ，ポテトタイプ，
袋入り（５又は６個入り），内容量１
３０～１６８ｇ

●商標指定

油調理済みコロッケ，ポテトタイプ，
パッケージ入り

10 4141 カーテン 既製品，ドレープ，〔素材〕ポリエス
テル１００％，〔サイズ〕幅１００×
丈１７８ｃｍ程度，２枚入り，防炎加
工を除く，普通品

既製品， ドレープ， 先染，〔素材〕
ポリエステル１００％，〔サイズ〕幅
１００ｃｍ・丈１７８ｃｍ程度，１．
５倍ひだ，２枚入り，防炎加工を除
く，中級品

11 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〕Ｗ７６～９４ｃｍ，中級品

調査月 ３月～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 ３月～８月

12 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），〔サイ
ズ〕「７～１１Ｒ」又は「Ｍ」，普通
品

調査月 ４月～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 ４月～８月

13 9111 ボールペン 油性，ノック式，ラバーグリップ付
き，〔インクの色〕１色，「レックス
グリップ」，「ベリー楽ノック」又は
「タプリクリップ」

油性ボールペン，ノック式，〔軸〕透
明，ラバーグリップ付き，〔インクの
色〕１色，「パイロットボールペン
スーパーグリップ」，「三菱ボールペ
ン楽ノック」又は「ゼブラボールペン
ジムノック」

14 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」

セルフ化粧品，チューブタイプ，
「マジョリカマジョルカ ハニーポン
プグロスＮＥＯ」

内 容



 物  価  指  数  年  譜

年 月 事 項

26. 1 基本銘柄の改正

15 単位を100ｇから１ｋｇに変更した品目

 1031 ゆでうどん，1041 干しうどん，1042 スパゲッティ，1333 ヨーグルト，1407 もやし，

 1410 アスパラガス，1421 しょうが，1430 えだまめ，1432 さやいんげん， 1437 ピーマン，

 1438 生しいたけ，1442 えのきだけ，1443 しめじ，1471 豆腐，1472 油揚げ，1481 こんにゃく，

 1482 梅干し，1483 だいこん漬，1486 はくさい漬，1487 キムチ，1485 こんぶつくだ煮，

 1571 いちご，1572 さくらんぼ

16 単位を１袋から10袋に変更した品目

 1911 紅茶

17 単位を100ｍＬから1000ｍＬに変更した品目

  1971 乳酸菌飲料Ａ，4442 柔軟仕上剤，6181 コンタクトレンズ用剤，9622 シャンプー，

  9624 ヘアコンディショナー

18 単位を１枚から10枚に変更した品目

  6142 紙おむつ（大人用）

取扱い… 2～9,11～13：直接接続

1,10,14：オーバーラップ法により接続

15～18：容量比リンクにより接続

高速バス代の改定 料金改定による値上げ（青森県，岩手県）

（平成25年12月20日実施）

電気代の改定 燃料費調整単価の値上げ（北海道電力，北陸電力，四国電力，沖縄電力）

（１月１日実施） 燃料費調整単価の値下げ（東北電力，東京電力，中部電力，関西電力，中国電力，九州電力）

都市ガス代の改定 原料費調整単価の値上げ（盛岡ガス，日本ガス，沖縄ガス）

（１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）

都市高速道路料金 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終了による値上げ

の改定

（１月１日実施）

26. 2 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 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（７
枚，１２６ｇ又は８枚，１４４ｇ入
り）

● 商標指定

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」

内 容



付録 5 平 成 26 年 消 費 者

年月 事 項

26. 2 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

2 9082 電子辞書 学生タイプ又は生活タイプ，〔収録コ
ンテンツ〕１５０，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 ブ
レーン」

※ 品番指定

学生タイプ又は生活タイプ，〔収録コ
ンテンツ〕１３０，１４０又は１６
５，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 ブレーン」

※ 品番指定

3 9042 ビデオカメラ 〔記録媒体・容量〕内蔵メモリー（３
２ＧＢ），〔総画素数〕２５１万，
〔光学ズーム〕３０～５０倍，特殊機
能付きは除く

※ 商標・型式番号指定

〔記録媒体・容量〕内蔵メモリー（６
４ＧＢ），メモリーカード対応，〔動
画記録方式〕ハイビジョン（垂直画素
数１０８０），〔総画素数〕３０５万
以上，〔ズーム倍率〕光学１０～１５
倍

※ 商標・型式番号指定

取扱い… 2：直接接続

3：オーバーラップ法により接続

1：容量比リンクにより接続

注）1は，基本銘柄で規定する単位を１袋から100gに変更

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，

（２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）

（２月１日実施） 原料費調整単価の値下げ（日本ガス）

26. 3 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1602 マーガリン ファットスプレッド，ポリ容器入り
（３００ｇ入り），「雪印 ネオソフ
ト」又は「明治コーンソフト」

ファットスプレッド，ポリ容器入り
（３００ｇ入り），「雪印 ネオソフ
ト」

2 1645 ドレッシング 乳化液状ドレッシング，瓶入り（１５
０ｍＬ入り），「キユーピー深煎りご
まドレッシング」

乳化液状ドレッシング，瓶入り（１７
０ｍＬ入り），「キユーピー深煎りご
まドレッシング」

3 1652 カレールウ 固形，箱入り（１２皿分），「バーモ
ントカレー」

固形，箱入り（２３８ｇ入り），
「バーモントカレー」

4 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１３２～１６８ｇ

● 商標指定

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

5 1921 インスタント
コーヒー

瓶入り（９０～１００ｇ入り），「ネ
スカフェ ゴールドブレンド」

瓶入り（９０ｇ入り），「ネスカフェ
ゴールドブレンド」

6 4441 洗濯用洗剤 合成洗剤，綿・麻・合成繊維用，液
体，詰め替え用，袋入り（８１０～１
０００ｇ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」

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」

内 容



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

26. 3 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

7 9154 家庭用ゲーム
機（据置型）

据置型，〔ＨＤＤ容量〕５００ＧＢ，
ワイヤレスコントローラ付き，無線Ｌ
ＡＮ対応，「ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ
４」

※ 型式番号指定

据置型，〔ＨＤＤ容量〕２５０ＧＢ，
ワイヤレスコントローラ付き，無線Ｌ
ＡＮ対応，「ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ
３」

※ 型式番号指定

取扱い… 1,4：直接接続

6,7：オーバーラップ法により接続

2,3,5：容量比リンクにより接続

注）5は，基本銘柄で規定する単位を１本から100gに変更

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，

（３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）

（３月１日実施）

26. 4 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 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」，「グランドテ
イスト コク深いリッチブレンド」又
は「ブレンディ ドリップテイスト 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（４００～４５０ｇ入
り），「ＵＣＣゴールドスペシャル
スペシャルブレンド」，「グランド
ロースト コク深く香りたつブレン
ド」又は「ブレンディ ドリップテイ
ストスペシャル・ブレンド」

2 3500 電気代 従量電灯，アンペア制又は最低料金
制，基本料金又は最低料金・電力量料
金・燃料費調整単価・太陽光発電促進
付加金単価・再生可能エネルギー発電
促進賦課金単価

※企業指定，使用電力量パターン別

従量電灯，アンペア制又は最低料金
制，早収料金，基本料金又は最低料
金・電力量料金・燃料費調整単価・太
陽光発電促進付加金単価・再生可能エ
ネルギー発電促進賦課金単価

※企業指定，使用電力量パターン別

3 3600 都市ガス代 一般家庭用，基本料金・従量料金・燃
料費調整単価

※企業指定，使用熱量パターン別

一般家庭用，早収料金，基本料金・従
量料金・燃料費調整単価

※企業指定，使用熱量パターン別

4 7527 普通運賃（Ｊ
Ｒ）

旅客鉄道（ＪＲ），最低料金（各種割
引運賃を除く），大人，片道，普通旅
客運賃

※企業指定

旅客鉄道（ＪＲ），大人，片道，普通
旅客運賃

※企業指定

5 7008 普通運賃（Ｊ
Ｒ以外）

旅客鉄道（ＪＲ以外），最低料金（各
種割引運賃を除く），大人，片道，普
通旅客運賃

※企業・路線指定

旅客鉄道（ＪＲ以外），大人，片道，
普通旅客運賃

※企業・路線指定

6 7050 一般路線バス
代

一般乗合旅客自動車，一般バス，初乗
運賃，最低料金（各種割引運賃を除
く），大人

※企業・路線指定

一般乗合旅客自動車，一般バス，初乗
運賃，大人

※企業・路線指定

内 容



付録 5 平 成 26 年 消 費 者

年月 事 項

26. 4 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

7 7050 一般路線バス
代

一般乗合旅客自動車，一般バス，６ｋ
ｍ，最低料金（各種割引運賃を除
く），大人

※企業・路線指定

一般乗合旅客自動車，一般バス，６ｋ
ｍ，大人

※企業・路線指定

8 7057 高速バス代 一般乗合旅客自動車，高速バス，始発
から終着（１２０～１７０ｋｍ），最
低料金（各種割引運賃を除く），高速
道路利用，昼行便，大人

※企業・路線指定

一般乗合旅客自動車，高速バス，始発
から終着（１２０～１７０ｋｍ），高
速道路利用，昼行便，大人

※企業・路線指定

9 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（１．７ｋｇ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，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」

10 9920 振込手数料 ゆうちょ銀行並びに都市銀行及びネッ
ト銀行，手数料区分（３万円未満，３
万円以上），利用形態（ＡＴＭ利用
（カード，自行宛），ＡＴＭ利用
（カード，他行宛，電信），インター
ネットバンキング（自行宛），イン
ターネットバンキング（他行宛））

※企業指定

ゆうちょ銀行並びに都市銀行及びネッ
ト銀行，手数料区分（３万円未満，３
万円以上），利用形態（窓口利用（自
行宛），ＡＴＭ利用（現金，自行
宛），ＡＴＭ利用（カード，他行宛，
電信））

※企業指定

取扱い… 1～8：直接接続

10：オーバーラップ法により接続

9：容量比リンクにより接続

モデル品目の 診療代（70 歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置の見直しによる受診者負担

計算方法の改正 分価格の変動を毎年４月に反映させるよう改正）

高校授業料（「8020 公立高校授業料」及び「8030 私立高校授業料」においては，就学支援金を控

除した価格とし，複数の所得区分を選定するよう改正）

消費税率引上げ 税率５％から８％へ引上げ注）

注）非課税品目，経過措置の扱いについては付録８を参照。

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，

（４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 料金改定による値上げ（東京ガス（一部），長野都市ガス）

（４月１日実施） 料金改定による値下げ（四国ガス）

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）

リサイクル料金 消費税率引上げによる値上げ

の改定

（４月１日実施）

内 容



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

26. 4 診療代の改定 診療報酬の改定，70 歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置の見直し等による

（４月１日実施） 窓口自己負担割合の引上げ

鉄道運賃（ＪＲ） 消費税率引上げによる値上げ（ＪＲ北海道，ＪＲ東日本，ＪＲ東海，ＪＲ西日本，ＪＲ四国，

の改定 ＪＲ九州）

（４月１日実施）

鉄道運賃（ＪＲ以 消費税率引上げ等による価格改定（一部鉄道会社を除く）（東京都等）

外）の改定

（４月１日実施）

一般路線バス代 消費税率引上げ等による価格改定（一部バス会社を除く）（東京都区部等）

の改定

（４月１日実施）

高速バス代の改定 消費税率引上げ等による価格改定（東京都等）

（４月１日実施）

タクシー代の改定 消費税率引上げ等による価格改定（東京都区部等）

（４月１日実施）

高速自動車国道料金 ＥＴＣ時間帯別割引の一部廃止及び縮小，消費税率引上げによる値上げ

の改定

（４月１日実施）

都市高速道路料金 消費税率引上げによる値上げ

の改定

（４月１日実施）

固定電話通信料 消費税率引上げによる値上げ（一部通信事業者）（付録８参照）

の改定

（４月１日実施）

携帯電話通信料 消費税率引上げによる値上げ（一部通信事業者を除く）（付録８参照）

の改定

（４月１日実施）

放送受信料（ＮＨ 消費税率引上げによる値上げ

Ｋ）の改定

（４月１日実施）

内 容



付録 5 平 成 26 年 消 費 者

年月 事 項

26. 4 放送受信料（ＮＨ 消費税率引上げによる値上げ

Ｋ・ケーブル以外）

の改定

（４月１日実施）

たばこ（国産品）， 消費税率引上げ等による値上げ

たばこ（輸入品）

の改定

（４月１日実施）

介護料の改定 介護報酬の改定による値上げ

（４月１日実施）

26. 5 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 5202 ワイシャツ
（長袖）

長袖，シングルカフス，〔素材〕ポリ
エステル・綿混用，白（白織柄を含
む），〔サイズ〕えり回り３９～４１
ｃｍ・ゆき８０～８４ｃｍ又はＭ～
Ｌ，普通品

長袖，シングルカフス，ブロード，ポ
リエステル・綿混紡，白，標準タイ
プ，普通品

2 5203 ワイシャツ
（半袖）

半袖，〔素材〕ポリエステル・綿混
用， 白（白織柄を含む），〔サイ
ズ〕えり回り３９～４１ｃｍ又はＭ～
Ｌ，普通品

調査月 ５月～８月

半袖，ブロード，ポリエステル・綿混
紡， 白， 標準タイプ，普通品

調査月 ５月～８月

3 6091 漢方薬 第２類医薬品， 防風通聖散，錠剤，
瓶入り（３３６錠入り），「ナイシ
トールＧ」

第２類医薬品， 防風通聖散，錠剤，
瓶入り（３３６錠入り），「ナイシ
トール８５」

取扱い… 1,2：直接接続

3：オーバーラップ法により接続

電気代の改定 消費税率引上げによる値上げ（付録８参照）

（５月１日実施） 料金改定による値上げ（中部電力）

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，

中国電力，四国電力，九州電力，沖縄電力）

再生可能エネルギー発電促進賦課金の見直しによる値上げ（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，中国電力，四国電力，九州電力，沖縄電力）

太陽光発電促進付加金の見直しによる値上げ（北海道電力，東北電力，北陸電力）

太陽光発電促進付加金の見直しによる値下げ（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 消費税率引上げによる値上げ（付録８参照）

（５月１日実施） 料金改定による値上げ（福井市）

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）

内 容



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

26. 5 水道料の改定 消費税率引上げ等による価格改定（東京都区部等）（付録８参照）

（５月１日実施）

下水道料の改定 消費税率引上げ等による価格改定（東京都区部等）（付録８参照）

（５月１日実施）

固定電話通信料 消費税率引上げによる値上げ（一部通信事業者を除く）（付録８参照）

の改定

（５月１日実施）

携帯電話通信料 消費税率引上げによる値上げ（一部通信事業者）（付録８参照）

の改定

（５月１日実施）

26. 6 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1796 調理パスタ 冷凍スパゲッティ，袋入り（２６０～
３３０ｇ入り）

● 商標指定

冷凍スパゲッティ，袋入り（２６０～
３０１ｇ入り）

● 商標指定

2 1914 茶飲料 緑茶飲料，ペットボトル入り（５００
～５５０ｍＬ入り）

● 商標指定

緑茶飲料，ペットボトル入り（５００
ｍＬ入り）

● 商標指定

3 9622 シャンプー 詰め替え用，袋入り（３４０～４００
ｍＬ入り），「アジエンス シャン
プー」又は「ＴＳＵＢＡＫＩ シャイ
ニング シャンプー」

詰め替え用，袋入り（３４０～４４０
ｍＬ入り），「アジエンス シャン
プー しっとりまとまるタイプ」又は
「ＴＳＵＢＡＫＩ シャイニング
シャンプー」

4 9624 ヘアコンディ
ショナー

詰め替え用，袋入り（３４０～４００
ｍＬ入り），「アジエンス コンディ
ショナー」又は「ＴＳＵＢＡＫＩ
シャイニング コンディショナー」

詰め替え用，袋入り（３４０～４４０
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
とりまとまるタイプ」

取扱い… 1,3,4：直接接続

2：容量比リンクにより接続

注）2は，基本銘柄で規定する単位を１本から1000mLに変更

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）

（６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）

石油石炭税（地球温暖化対策のための課税の特例）転嫁に伴う料金改定による値上げ（北陸電力，

中国電力）

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） 原料費調整単価の値下げ（盛岡ガス，日本ガス等）

鉄道運賃（ＪＲ以 消費税率引上げによる値上げ（４月料金改定未実施の一部鉄道会社）（東京都，神奈川県）

外）の改定

（６月１日実施）

内 容



付録 5 平 成 26 年 消 費 者

年月 事 項

26. 7 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1111 ぶり 切り身（刺身用を除く） 切り身

2 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

● 商標指定

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」

3 1761 チョコレート 板チョコレート，５０～５５ｇ，「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，５５ｇ，「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」

4 1782 アイスクリー
ム

バニラアイスクリーム，カップ入り
（１１０ｍＬ入り），「ハーゲンダッ
ツ バニラ」

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」

5 1902 緑茶 煎茶（抹茶入りを含む），袋入り（１
００～３００ｇ入り）

せん茶，中

6 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；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，「サンウエーブサン
ヴァリエ〈アレスタ〉 スライドス
トッカータイプ ポケットなし グルー
プ１」，「タカラリテラ 足元スライ
ドタイプ」又は「クリナップクリンレ
ディ シンプルプラン Ｄクラス」

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
ンウエーブサンヴァリエ〈アミィ〉
スライドストッカータイプ スマート
ポケットなし グループ１」又は「ク
リナップクリンレディ シンプルプラ
ン Ｄクラス」

7 4331 なべ 片手なべ，ステンレス鋼製，〔サイ
ズ〕１８ｃｍ，〔満水容量〕２．０～
２．５Ｌ，〔底の厚さ〕０．４～１．
０ｍｍ，ふた付き，普通品

両手なべ，アルミニウム製（アルマイ
ト加工），〔サイズ〕２０ｃｍ，〔満
水容量〕２．６～３．０Ｌ，〔底の厚
さ〕０．７～１．３ｍｍ，中級品

8 5531 婦人ストッキ
ング

〔素材〕ナイロン・ポリウレタン混
用，プレーン（無地），〔サイズ〕Ｍ
～Ｌ，中級品，「満足」，「ＡＳＴＩ
ＧＵ（アスティーグ）」又は「ＳＡＢ
ＲＩＮＡ（サブリナ）」

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」，「Ｓ
ＡＢＲＩＮＡサブリナ」又は「ＡＳＴ
ＩＧＵアスティーグ」

9 7446 携帯電話機 ＮＴＴドコモ（スマートフォンを除
く），機種変更，バリューコース，オ
プション未加入，一括払い，「ドコモ
Ｐ―０１Ｆ」

ＮＴＴドコモ（スマートフォンを除
く），機種変更，バリューコース，オ
プション未加入，一括払い，「ドコモ
ＳＨ―０３Ｅ」

取扱い… 1,2,5,6,8：直接接続

7,9：オーバーラップ法により接続

3,4：容量比リンクにより接続

注）3は，基本銘柄で規定する単位を１枚から100gに変更

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（日本ガス）

（７月１日実施） 原料費調整単価の値下げ（東京ガス，東邦ガス，大阪ガス等）

内 容



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

26. 7 下水道料の改定 料金改定による値上げ（さいたま市）

（７月１日実施）

航空運賃の改定 普通運賃及び往復割引運賃の値上げ

（７月１日実施）

高速自動車国道料金 地方部におけるＥＴＣ休日割引の縮小による値上げ

の改定

（７月１日実施）

都市高速道路料金 名古屋高速道路におけるＥＴＣ特定区間割引社会実験開始による値下げ

の改定

（７月１日実施）

自動車保険料（任 保険料改定による値上げ

意）の改定

（７月１日実施）

タクシー代の改定 料金改定による値上げ（徳島市）

（７月30日実施）

26. 8 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，

（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（日本ガス）

（８月１日実施） 原料費調整単価の値下げ（東京ガス，東邦ガス，大阪ガス等）

26. 9 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1491 スイートコー
ン缶詰

ホールカーネル（つぶ状），固形量１
２０～１３０ｇ入り，１缶

● 商標指定

ホールカーネル（つぶ状），内容総量
１９０ｇ・固形量１３０ｇ入り

● 商標指定

2 1602 マーガリン ファットスプレッド，ポリ容器入り
（３００～３２０ｇ入り），「雪印
ネオソフト」又は「明治コーンソフ
ト」

ファットスプレッド，ポリ容器入り
（３００ｇ入り），「雪印 ネオソフ
ト」又は「明治コーンソフト」

3 4442 柔軟仕上剤 液体，詰め替え用，袋入り（４８０～
５３０ｍＬ入り），「フレアフレグラ
ンス」又は「ハミングファイン」

洗濯用，詰め替え用，袋入り（５４０
～６００ｍＬ入り），「ハミング」又
は「フローラル ハミング」

4 5101 背広服（夏
物，中級品）

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」，「ブラックレー
ベル・バーバリー」又は「ダーバン」

調査月 ３月～８月

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

内 容



付録 5 平 成 26 年 消 費 者

年月 事 項

26. 9 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

5 5102 背広服（冬
物，中級品）

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．ＰＲ
ＥＳＳ」，「ブラックレーベル・バー
バリー」又は「ダーバン」

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〕毛１００％，〔サイズ〕Ａ体
型（Ａ４～Ａ６），〔百貨店・専門店
ブランド〕「五大陸」， 「Ｊ．ＰＲ
ＥＳＳ」，「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

6 9082 電子辞書 学生タイプ又は生活タイプ，〔収録コ
ンテンツ〕１５０又は１６０，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 ブレーン」

※ 品番指定

学生タイプ又は生活タイプ，〔収録コ
ンテンツ〕１５０，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 ブ
レーン」

※ 品番指定

7 9081 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〕２４
００ｄｐｉ，〔モニター〕カラー液晶
３．５型，〔インターフェイス〕無線
ＬＡＮ対応，「ＰＩＸＵＳ ＭＧ７５
３０」

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〕２４
００ｄｐｉ， 〔モニター〕カラー液
晶３．５型，〔インターフェイス〕無
線ＬＡＮ対応，「ＰＩＸＵＳ ＭＧ７
１３０」

取扱い… 4～7：直接接続

3：オーバーラップ法により接続

1,2：容量比リンクにより接続

     注）1及び2は，基本銘柄で規定する単位をそれぞれ１缶から１kg，１箱から１kgに変更

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，

（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，大阪ガス等）

（９月１日実施）

一般路線バス代 消費税率引上げによる値上げ（４月料金改定未実施の一部バス会社）（名古屋市）

の改定

（９月１日実施）

鉄道運賃（ＪＲ以 消費税率引上げによる値上げ（４月料金改定未実施の一部鉄道会社）（愛知県）

外）の改定

（９月１日実施）

自動車保険料（任 保険料改定による値上げ

意）の改定

（９月１日実施）

傷害保険料の改定 保険料改定による値上げ

（９月１日実施）

内 容



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

26. 9 タクシー代の改定 料金改定による値下げ（大阪市）

（９月21日実施）

26. 10 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，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」

板チョコレート，５０～５５ｇ，「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 1891 混ぜごはんの
もと

五目ずしの素，袋入り（２３０ｇ入
り），「ミツカン五目ちらし」

五目ずしの素，袋入り（２６４．４ｇ
入り），「ミツカン五目ちらし」

3 4074 電気カーペッ
ト

〔サイズ〕２畳相当，〔消費電力〕全
面暖房時４９０～５２０Ｗ，〔暖房面
積切換〕２面３通り，〔ヒーターの機
能〕トリプル断熱；室温センサー付
き，〔カバーの素材〕ポリエステル１
００％，中級品

※ 商標・型式番号指定

調査月 １月～３月，１０月～１２月

〔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

※ 商標・型式番号指定

調査月 １月～３月，１０月～１２月

4 4431 台所用洗剤 合成洗剤，液体，詰め替え用，ポリ容
器入り（３１５ｍＬ入り），「除菌
ジョイ コンパクト」

合成洗剤，液体，詰め替え用，ポリ容
器入り（３９５～４１０ｍＬ入り），
「除菌ジョイ」又は「キュキュット」

5 7446 携帯電話機 ＮＴＴドコモ，スマートフォン，〔Ｏ
Ｓ（基本ソフト）〕ｉＯＳ ８，〔Ｃ
ＰＵ〕Ａ８チップ，〔記憶容量〕１６
ＧＢ，〔ディスプレイ〕Ｒｅｔｉｎａ
ＨＤ（サイズ：４．７インチ），契約
変更（ＦＯＭＡからＸｉ），オプショ
ン未加入，一括払い，「ドコモ ｉＰ
ｈｏｎｅ ６」

ＮＴＴドコモ，スマートフォン，〔Ｏ
Ｓ（基本ソフト）〕ｉＯＳ ７，〔Ｃ
ＰＵ〕Ａ７チップ，〔記憶容量〕３２
ＧＢ，〔ディスプレイ〕Ｒｅｔｉｎａ
（サイズ：４インチ），契約変更（Ｆ
ＯＭＡからＸｉ），オプション未加
入，一括払い，「ドコモ ｉＰｈｏｎ
ｅ ５ｓ」

6 7446 携帯電話機 ＫＤＤＩ（ａｕ）又は沖縄セルラー，
スマートフォン，〔ＯＳ（基本ソフ
ト）〕ｉＯＳ ８，〔ＣＰＵ〕Ａ８
チップ，〔記憶容量〕１６ＧＢ，
〔ディスプレイ〕Ｒｅｔｉｎａ ＨＤ
（サイズ：４．７インチ），機種変
更，オプション未加入，一括払い，
「ａｕ ｉＰｈｏｎｅ ６」

ＫＤＤＩ（ａｕ）又は沖縄セルラー，
スマートフォン，〔ＯＳ（基本ソフ
ト）〕ｉＯＳ ７，〔ＣＰＵ〕Ａ７
チップ，〔記憶容量〕３２ＧＢ，
〔ディスプレイ〕Ｒｅｔｉｎａ（サイ
ズ：４インチ）， 機種変更，オプ
ション未加入，一括払い，「ａｕ ｉ
Ｐｈｏｎｅ ５ｓ」

7 7446 携帯電話機 ソフトバンクモバイル，スマートフォ
ン，〔ＯＳ（基本ソフト）〕ｉＯＳ
８，〔ＣＰＵ〕Ａ８チップ，〔記憶容
量〕１６ＧＢ，〔ディスプレイ〕Ｒｅ
ｔｉｎａ ＨＤ（サイズ：４．７イン
チ）， 契約変更（３Ｇから４Ｇ ＬＴ
Ｅ），一括払い，「ソフトバンク ｉ
Ｐｈｏｎｅ ６」

ソフトバンクモバイル，スマートフォ
ン，〔ＯＳ（基本ソフト）〕ｉＯＳ
７，〔ＣＰＵ〕Ａ７チップ，〔記憶容
量〕３２ＧＢ，〔ディスプレイ〕Ｒｅ
ｔｉｎａ（サイズ：４インチ）， 契
約変更（３Ｇから４Ｇ ＬＴＥ），一
括払い，「ソフトバンク ｉＰｈｏｎ
ｅ ５ｓ」

8 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（３Ｄ
ブレ防止機能搭載）・３．８８型，下
画面；タッチ入力機能付き・３．３３
型），「Ｎｅｗニンテンドー３ＤＳ」

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

内 容
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年月 事 項

26. 10 基本銘柄の改正 取扱い… 8：直接接続

3～7：オーバーラップ法により接続

1,2：容量比リンクにより接続

注）1は，基本銘柄で規定する単位を100gから１枚に変更

26. 10 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，

（10月１日実施） 四国電力，九州電力，沖縄電力）

太陽光発電促進付加金の終了による値下げ（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，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（盛岡ガス，沖縄ガス）

（10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）

鉄道運賃（ＪＲ以 消費税率引上げによる値上げ（４月料金改定未実施の一部鉄道会社）（北海道）

外）の改定

（10月１日実施）

一般路線バス代 料金改定による値上げ（津市）

の改定

（10月１日実施）

自動車保険料（任 保険料改定による値上げ

意）の改定

（10月１日実施）

航空運賃の改定 普通運賃及び往復割引運賃の値上げ

（10月26日実施）

26. 11 基本銘柄の改正

符号 品目 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〕１２０～１８０秒，〔か
け面〕シルバーチタンコート；高・中
温スチーム（スチーム孔１７～３２
個），〔消費電力〕１，２００～１，
４００Ｗ，ハンガーショット付き，
〔機能〕霧吹きなし；電源自動オフな
し，「ＮＩ－ＷＬ４０２」又は「ＴＡ
－ＦＶ４２０」

スチームアイロン，コードレス，
〔蓄熱持続時間〕１８０秒，〔かけ
面〕ニッケルコート又はボロンコー
ト，〔消費電力〕１，２００～１，４
００Ｗ，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

2 9033 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，〔機能〕デジタ
ルノイズキャンセリング；再生スピー
ドコントロール；区間リピート，付属
スピーカーなし，「ウォークマン Ｎ
Ｗ－Ｓ１４」

〔記録媒体〕フラッシュメモリー，
〔記録容量〕８ＧＢ，デジタルノイズ
キャンセリング機能付き，再生スピー
ドコントロール機能付き，区間リピー
ト機能付き，付属スピーカーなし，
「ウォークマン ＮＷ－Ｓ７８４」

内 容



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

26. 11 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

3 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 Ｗ 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 Ｗ Ⅱ」

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」

取扱い… 2,3：直接接続

1：オーバーラップ法により接続

電気代の改定 料金改定による値上げ（北海道電力）

（11月１日実施） 燃料費調整単価の値下げ（東北電力，東京電力，中部電力，関西電力，中国電力，四国電力，

九州電力）

都市ガス代の改定 原料費調整単価の値上げ（盛岡ガス，日本ガス，沖縄ガス）

（11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）

26. 12 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 7446 携帯電話機 ＮＴＴドコモ（スマートフォンを除
く），機種変更，バリューコース，オ
プション未加入，一括払い，「ドコモ
Ｐ―０１Ｇ」

ＮＴＴドコモ（スマートフォンを除
く），機種変更，バリューコース，オ
プション未加入，一括払い，「ドコモ
Ｐ―０１Ｆ」

2 9680 口紅Ａ カウンセリング化粧品，スティックタ
イプ，４．１ｇ入り，「マキアージュ
ドラマティックルージュ」

カウンセリング化粧品，スティックタ
イプ，４ｇ入り，「マキアージュ
トゥルールージュ」

取扱い… 2：直接接続

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，

（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）

内 容


