
付録 5 平 成 27 年 消 費 者

年月 事 項

27. 1 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1104 かつお 生，刺身用，さく 刺身用，さく

2 1211 豚肉Ａ バラ（黒豚を除く） ロース（黒豚を除く）

3 1795 すし（弁当） にぎりずし（飲食店を除く），８～１
０個入り，並

持ち帰りずし，にぎりずし，８～１０
個入り，並

4 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」

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」

5 2164 フライドチキ
ン

ファーストフード店におけるフライド
チキン，骨付き

※企業・商標指定

ファーストフード店におけるフライド
チキン代，骨付き

6 2163 ドーナツ 飲食のできる店におけるドーナツ

※企業・商標指定

飲食のできる店におけるドーナツ代，
リングドーナツ

7 2171 ビール（外
食）

居酒屋におけるビール，淡色，中瓶
（５００ｍＬ入り）

飲食店におけるビール代，淡色，中瓶
（５００ｍＬ入り）

8 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・再生可能エネル
ギー発電促進賦課金単価・口座振替割
引

※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，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

9 4501 家事代行料 ハウスクリーニング，換気扇，レンジ
フードタイプ（幅９５ｃｍ未満）

通い，家事労働（８時間）

※ 家政婦紹介所指定

10 4701 モップレンタ
ル料

フロアタイプ，４週間

※企業・商標指定

フロアタイプ，４週間，「ダスキンフ
ロアモップＦ」

11 7050 一般路線バス
代

12 7433 運送料 宅配便運賃，縦・横・高さの合計１０
０ｃｍ，同一都道府県内配送運賃

※宅配便名指定

宅配便運賃，重量５ｋｇ，縦・横・高
さの合計８０ｃｍのものを宅配便取扱
店に持ち込んだ場合の運賃，同一都道
府県内配送運賃

※宅配便名指定

13 8020 公立高校授業
料

公立高等学校，全日制，普通科，授業
料・入学金

公立高等学校，全日制，普通課程，授
業料・入学金

14 8030 私立高校授業
料

私立高等学校，全日制，普通科，授業
料・入学金

私立高等学校，全日制，普通課程，授
業料・入学金

15 8100 学習参考教材 高校生用，英語,「総合英語Forest」 高校生用，英語,「基礎英語長文問題精
講」

16 8100 学習参考教材 高校生用，国語,「入試現代文へのアク
セス基本編」

高校生用，国語,「入試現代文へのアク
セス」

17 9051 ピアノ アップライト，８８鍵，３本ペダル，
黒，「ヤマハ ＹＵ１１」

アップライト，８８鍵，３本ペダル，
黒，「ヤマハ ＹＵ３３」

内 容

選定する価格を「６km運賃」から「７km運賃」に改正



 物  価  指  数  年  譜

年 月 事 項

27. 1 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

18 9341 映画観覧料 一般

※企業指定

一般

19 9342 演劇観覧料 ミュージカル演劇，Ｓ席，一般

※劇場指定

ミュージカル演劇，「劇団四季」，Ｓ
席（一般）

20 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
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 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」

21 9722 ハンドバッグ
（輸入品）

輸入品，フランス製又はイタリア製，
手提げ型（ショルダー兼用型を含む）

※企業・製品指定

輸入品，フランス製，手提げ型，布製
（塩化ビニールコーティング），「ル
イ・ヴィトン（アルマ）」

22 9921 保育所保育料 公立保育所，２歳児，１人が入所，所
得税額１３０，０００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２４９，５００円の世帯が支払
う保育料

23 単位を100ｇから１個に変更した品目

1712 ケーキ

取扱い… 1,3,13,14,16：直接接続

2,4～12,15,17～23：オーバーラップ法により接続

注）9及び22は，基本銘柄で規定する単位をそれぞれ１人から１回，１か月から１か年に変更

モデル品目の 電気代（太陽光発電促進付加金の再生可能エネルギー発電促進賦課金への移行終了等に対応し，

計算方法の改正 銘柄を改正）

し尿処理手数料（モデルケースとする処理量・世帯人員を更新）

リサイクル料金（廃家電４製品別の価格を，引取台数をウエイトとして加重平均する算式に改正）

携帯電話機（スマートフォンについて，ＯＳごとに代表的な機種の価格を選定するよう改正）

公立幼稚園保育料，私立幼稚園保育料（子ども・子育て支援新制度（平成27年４月施行）に

対応し，就園奨励費等を控除した保育料を指数に反映するよう改正）

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）

（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，沖縄電力）

都市ガス代の改定 料金改定による値下げ（大阪ガス，西部ガス）

（１月１日実施） 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）

原料費調整単価の値下げ（盛岡ガス，日本ガス，沖縄ガス等）

内 容



付録 5 平 成 27 年 消 費 者

年月 事 項

27. 1 水道料の改定 料金改定による値上げ（松江市）

（１月１日実施）

固定電話通信料 ユニバーサルサービス料の値下げ

の改定

（１月１日実施）

高速バス代の改定 一部路線で乗車日別運賃への移行に伴う料金改定（大阪府）

（１月19日実施）

27. 2 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 ２食入り（２２０～２６０ｇ入り），
スープ付き，普通品

● 商標指定

３食入り（３３０ｇ入り），スープ付
き，普通品

● 商標指定

2 4032 電気掃除機 〔集じん方式〕サイクロン式（コード
レスを除く），パワーブラシ，〔吸込
仕事率〕最大２９０～３４０Ｗ，〔運
転音〕最大５９～６３ｄＢ，アイドリ
ングオフ機能付き，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６４０Ｗ，パワー
ブラシ，特殊機能付きは除く

※ 商標・型式番号指定

3 4361 タオル 〔素材〕綿１００％，無地，〔長さ〕
８０～９０ｃｍ，〔重さ〕８０～１１
０ｇ，１枚，普通品

綿１００％，無地，〔長さ〕８０～９
０ｃｍ，〔重さ〕９０～１１０ｇ，普
通品

4 6222 人間ドック受
診料

一日ドック（オプションを除く），
〔胃の検査〕Ｘ線検査

※ 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

※ 医療機関指定

5 9082 電子辞書 学生タイプ又は生活タイプ，〔収録コ
ンテンツ〕１５０，１６０又は１７
０，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

6 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」又は「エスエ
スケイ」

※ シリーズ・品番指定

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

取扱い… 3～6：直接接続

1,2：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） 原料費調整単価の値下げ（盛岡ガス，日本ガス，沖縄ガス等）

内 容



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

27. 2 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上げ（沖縄県）

の改定

（２月１日実施）

27. 3 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1852 冷凍調理ハン
バーグ

牛肉・豚肉を主材料としたハンバー
グ，袋入り（５又は６個入り），内容
量１２５～１４４ｇ

● 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１３２～１６８ｇ

● 商標指定

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），９．２ｇ入り，「マキ
アージュ ドラマティックパウダリー
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），１０ｇ入り，「マキ
アージュ トゥルーパウダリー Ｕ
Ｖ」

取扱い… 1：直接接続

2：オーバーラップ法により接続

注）1は，基本銘柄で単位を100gと規定

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）

（３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）

（３月１日実施） 原料費調整単価の値下げ（盛岡ガス，東部瓦斯（秋田），沖縄ガス等）

27. 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（４００～４６０ｇ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 まろやかまろやか
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（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」

2 3101 システムバス 戸建住宅用（寒冷地用は除く），一階
用，〔サイズ〕１．０坪（１６１
６），〔壁〕一面アクセント張り（パ
ネル），〔床〕速乾；断熱構造，〔洗
い場水栓〕回転式又はライトプッシュ
式，〔カウンター〕ドレッサーカウン
ター又は洗面器置台カウンター，〔浴
槽〕材質：ＦＲＰ（保温構造付き）；
満水容量：２６０～２６５Ｌ，特殊機
能付きは除く，「Ａｒｉｓｅ Ｍ ｔ
ｙｐｅ」，「Ａｒｉｓｅ Ｚ ｔｙｐ
ｅ」，「サザナ Ｔタイプ」又は「サ
ザナ Ｓタイプ」

戸建住宅用（寒冷地用は除く），一階
用，〔サイズ〕１．０坪（１６１
６），〔壁〕一面アクセント張り（パ
ネル），〔床〕速乾，断熱構造，〔洗
い場水栓〕回転式又はプッシュ式，
〔浴槽〕材質：ＦＲＰ（保温構造付
き），満水容量：２６０～２６５Ｌ，
特殊機能付きは除く，「Ｋｉｒｅｉｙ
ｕ Ｍ ｔｙｐｅ」，「Ｋｉｒｅｉｙ
ｕ Ｚ ｔｙｐｅ」，「サザナ Ｔタ
イプ（浴槽の保温構造付き）」又は
「サザナ Ｓタイプ（浴槽の保温構造
付き）」

3 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（７７０～８
５０ｇ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，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」

内 容



付録 5 平 成 27 年 消 費 者

年月 事 項

27. 4 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

4 9153 組立がん具 プラスチック製，レゴクラシック「黄
色のアイデアボックス＜スペシャル
＞」

プラスチック製，幼児用，「レゴ基本
セット・赤いバケツ」

5 9622 シャンプー 詰め替え用，袋入り（３４０～３８０
ｍＬ入り），「アジエンス シャン
プー」又は「ＴＳＵＢＡＫＩ エクス
トラモイスト＜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」

6 9624 ヘアコンディ
ショナー

詰め替え用，袋入り（３４０～３８０
ｍＬ入り），「アジエンス コンディ
ショナー」又は「ＴＳＵＢＡＫＩ エ
クストラモイスト＜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」

7 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 ローション（ホワイト）Ｎ」

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 ローション（ホワイト）」

8 9921 保育所保育料 公立保育所及び公立認定こども園（保
育所型又は幼保連携型），２歳児，１
人が入所，保育標準時間，市町村民税
所得割課税額１５０，０００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１３０，０００円の世帯が支払
う保育料

取扱い… 1,3,5～8：直接接続

2,4：オーバーラップ法により接続

注）1は，基本銘柄で単位を100gと規定

3は，基本銘柄で単位を1kgと規定

5及び6は，基本銘柄で単位を1000mLと規定

モデル品目の 公立幼稚園保育料，私立幼稚園保育料（子ども・子育て支援新制度に対応し，所得区分を複数

計算方法の改正 選定するよう改正）

普通運賃（ＪＲ），料金（ＪＲ，新幹線），通学定期（ＪＲ），通勤定期（ＪＲ）（北陸新幹線

の長野・金沢間開業及び並行在来線の運営主体変更に対応し，銘柄を改正）

診療代の引上げ 「診療代」について，2014年度に実施された70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減

特例措置の改正により，2015年度に71歳となる者の受診者負担分価格が引上げとなる分を反映

高校授業料の引上げ 「公立高校授業料」及び「私立高校授業料」について，2014年度に実施された高等学校等の就学

支援金制度の改正により，2015年度に高校２年生となる者の授業料が引上げとなる分を反映

電気代の改定 料金改定による値上げ（北海道電力）

（４月１日実施） 燃料費調整単価の値上げ（中部電力）

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，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） 原料費調整単価の値下げ（盛岡ガス，東部瓦斯（秋田），日本ガス，沖縄ガス等）

内 容



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

27. 4 リサイクル料金 冷蔵庫・冷凍庫，洗濯機・衣類乾燥機，エアコンのリサイクル料金の値下げ

の改定

（４月１日実施）

高速バス代の改定 一部路線で期間限定運賃適用による値下げ（神奈川県）

（４月１日実施）

幼稚園保育料及び 子ども・子育て支援新制度の施行による保育料改定（保育料改定幅や改定時期は自治体により

保育所保育料の改定 異なる）

（４月１日実施）

介護料の改定 介護報酬の改定による値下げ

（４月１日実施）

27. 5 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 6012 胃腸薬 第２類医薬品，複合胃腸薬，細粒剤，
箱入り（６０包入り），「第一三共胃
腸薬〔細粒〕ａ」

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〕」

2 9115 マーキングペ
ン

水性，蛍光ペン，太・細両用書き（ツ
インタイプ（直液式などを除く））

● 商標指定

水性，蛍光ペン，太・細両用書き（ツ
インタイプ），「蛍光オプテックス
２」，「ｕｎｉプロパスウインド
ウ」，「スポットライター２」又は
「蛍コート」

3 9143 テニスラケッ
ト

硬式用，男女兼用，フレーム（ストリ
ング又はガットを除く），〔主素材〕
グラファイト又はカーボン，〔平均
ウェイト〕２７０ｇ以上，〔フェイス
サイズ〕９５～１００平方インチ，
ケース付き，中級品，「ダンロッ
プ」，「ウイルソン」，「ヨネック
ス」又は「プリンス」

※ シリーズ・品番指定

硬式用，フレーム（ガットを除く），
〔主素材〕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〕１００～１１０平方
インチ，ケース付き，「ウイルソ
ン」，「ヨネックス」，「プリンス」
又は「ダンロップ」

※ 品番指定

4 9626 ボディーソー
プ

詰め替え用，袋入り（３８０ｍＬ入
り），「ビオレｕ」

詰め替え用，袋入り（４００ｍＬ入
り），「ビオレｕ」

取扱い… 2,3：直接接続

1,4：容量比リンクにより接続

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，

（５月１日実施） 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）

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）

（５月１日実施）

内 容



付録 5 平 成 27 年 消 費 者

年月 事 項

27. 6 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1941 野菜ジュース 野菜汁・果汁１００％（野菜汁６０～
６５％入り），紙容器入り（２００ｍ
Ｌ入り）

● 商標指定

野菜汁５０％・果汁５０％入り，紙容
器入り（２００ｍＬ入り）

● 商標指定

2 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 ハイグレード」，「タ
カラエマージュ 足元スライドタイプ
ハイグレード」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；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」

取扱い… 1,2：直接接続

電気代の改定 料金改定による値上げ（関西電力）

（６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，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 料金改定による値下げ（金沢市）

（６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）

たばこ（輸入品） 一部たばこ製品の値上げ

の改定

（６月１日実施）

高速バス代の改定 料金改定による値上げ（宮城県）

（６月15日実施）

27. 7 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1656 ふりかけ 袋入り（５８ｇ入り），「丸美屋のり
たま」

袋入り（６２ｇ入り），「丸美屋のり
たま」

2 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〕１８９ｍｍ×１７７ｍｍ，箱入り
（１６枚入り），「Ｚｉｐｌｏｃ フ
リーザーバッグ Ｍ」

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〕１９６ｍｍ×１７７ｍｍ，箱入り
（１８枚入り），「Ｚｉｐｌｏｃ Ｆ
ＲＥＥＺＥＲ ＢＡＧ」

取扱い… 1,2：容量比リンクにより接続

内 容



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

27. 7 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，

（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下げ（東京ガス，東邦ガス，大阪ガス，西部ガス等）

（７月１日実施）

タクシー代の改定 料金改定による値上げ（水戸市）

（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終了による値上げ

の改定

（７月１日実施）

27. 8 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 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＞」

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」

取扱い… 1：直接接続

モデル品目の 介護料（介護保険制度の改正に対応し，利用者負担額を所得区分別に算出するようモデル式を

計算方法の改正 改正）

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）

（８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（沖縄ガス等）

（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，西部ガス等）

介護料の改定 介護報酬の改定による値下げ

（８月１日実施） 高所得者における介護サービス利用料の自己負担割合の引上げによる値上げ

27. 9 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－ＷＬ４０３」又は「ＴＡ
－ＦＶ４２０」

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」

2 4431 台所用洗剤 合成洗剤，液体，詰め替え用，ポリ容
器入り（３１５～３２５ｍＬ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（３１５ｍＬ入り），「除菌
ジョイ コンパクト」

内 容



付録 5 平 成 27 年 消 費 者

年月 事 項

27. 9 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，液
体，詰め替え用，袋入り（７７０～８
５０ｇ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 サイエン
スプラス イオンパワージェル」

合成洗剤，綿・麻・合成繊維用，液
体，詰め替え用，袋入り（７７０～８
５０ｇ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」

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・クレストブリッジ」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」，「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

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．ＰＲＥ
ＳＳ」，「ブラックレーベル・クレス
トブリッジ」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．ＰＲＥ
ＳＳ」，「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

6 9082 電子辞書 学生タイプ又は生活タイプ，〔収録コ
ンテンツ数〕１７０又は１８０，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」

※ 品番指定

学生タイプ又は生活タイプ，〔収録コ
ンテンツ〕１５０，１６０又は１７
０，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，〔スキャナー光学解
像度〕２４００×４８００ｄｐｉ，
〔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 ＭＧ７７３０」

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」

8 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，大容量，ブラック，
「キヤノン ＢＣＩ－３７１ＸＬＢ
Ｋ」

インクジェットプリンタ用，独立タイ
プ，染料インク，大容量，ブラック，
「キヤノン ＢＣＩ－３５１ＸＬＢ
Ｋ」

取扱い… 1,3～8：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（北海道電力，北陸電力，沖縄電力）

（９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 料金改定による値下げ（北海道ガス，京葉ガス，東邦ガス，中部ガス，沖縄ガス）

（９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）

内 容



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

27. 10 基本銘柄の改正

符号 品目 新基本銘柄 旧基本銘柄

1 1721 ビスケット 箱入り（３枚パック×７袋入り），
「森永マリー」

箱入り（３枚パック×８袋入り），
「森永マリー」

2 3103 温水洗浄便座 シートタイプ，瞬間式，脱臭機能付
き，洗浄位置調節機能付き，リモコン
付き，温風乾燥機能なし，特殊機能付
きは除く

※ 商標・型式番号指定

シートタイプ，瞬間式，脱臭機能付
き，リモコン付き，温風乾燥機能な
し，特殊機能付きは除く

※ 商標・型式番号指定

3 4115 照明器具 ＬＥＤシーリングライト，〔明るさ〕
最大適用畳数８畳（３，３００～４，
２９９ｌｍ），〔平均演色評価数〕Ｒ
ａ８３～８５，調光・調色機能付き，
省エネ自動調光機能なし，間接光・ス
ポット光なし，丸型，〔枠〕木製・特
殊な枠は除く，特殊機能付きは除く

※ 商標・型式番号指定

ＬＥＤ照明器具，ＬＥＤシーリングラ
イト，最大適用畳数１２畳，調光・調
色機能付き，中級品，特殊機能付きは
除く

※ 商標・型式番号指定

4 4323 台所用密閉容
器

プラスチック製（本体：ポリプロピレ
ン，ふた：ポリプロピレン），角型，
〔容量〕２００～６１０ｍＬ，３～４
個入り，「早ワザレンジ名人」，「Ｓ
ＭＡＲＴ ＦＬＡＰ」又は「Ｚｉｐｌ
ｏｃ コンテナー」

プラスチック製（本体：ポリプロピレ
ン，ふた：ポリエチレン），角型，
〔耐熱温度〕本体：１４０℃以上，
〔容量〕５４０～７００ｍＬ

5 5123 男子ズボン
（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〕Ｗ７
６～８２ｃｍ（又はＷ３０～３２イン
チ），中級品

ブルージーンズ，〔素材〕デニム（綿
１００％），〔サイズ〕Ｗ７６～８２
ｃｍ（又はＷ３０～３２），中級品

6 9111 ボールペン 水性，ゲルインキボールペン，クリッ
プスライドノック式，ラバーグリップ
付き，〔インクの色〕１色，〔インク
の特徴〕こすると消えるタイプ，「フ
リクションボール ノック０５」又は
「フリクションボール ノック０７」

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」

7 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）・４．８８型，下
画面；タッチ入力機能付き・４．１８
型），「Ｎｅｗニンテンドー３ＤＳ
ＬＬ」

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」

8 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，基本チャンネ
ル，５０チャンネル以上，一戸建住宅

※ 企業指定

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

取扱い… 1,5：直接接続

2,3,4,6～8：オーバーラップ法により接続

注）1は，基本銘柄で単位を100gと規定

    4は，基本銘柄で規定する単位を１個から１パックに変更

モデル品目の 自動車保険料（任意）（モデルケースの見直しを行い，年齢区分などで加入条件を複数選定して

計算方法の改正 いたのに加え，ノンフリート等級などの条件も複数選定するよう改正）

携帯電話通信料（近年のデータ通信量の増加や料金プランの多様化を鑑み，スマートフォンの

通話時間，パケット通信量利用パターンを３パターンから９パターンに改正）

内 容



付録 5 平 成 27 年 消 費 者

年月 事 項

27. 10 電気代の改定 料金改定による値上げ（関西電力）

（10月１日実施） 燃料費調整単価の値上げ（北海道電力，北陸電力，関西電力，四国電力，沖縄電力）

燃料費調整単価の値下げ（東北電力，東京電力，中部電力，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）

下水道料の改定 料金改定による値上げ（山口市）

（10月１日実施）

火災保険料の改定 保険料改定による値上げ（地域，契約条件によっては値下げの場合もある）

（10月１日実施）

普通運賃(ＪＲ以外)

の改定

通学定期(ＪＲ以外) 遠州鉄道の料金改定による値上げ（静岡県）

の改定 若桜鉄道の消費税率引上げによる値上げ（平成26年４月料金改定未実施）（鳥取県）

通勤定期(ＪＲ以外)

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（浜松市，長崎市）

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下げ（契約条件によっては値上げの場合もある）

意）の改定

（10月１日実施）

固定電話通信料 料金改定による値上げ（通話条件によっては値下げの場合もある）

の改定

（10月１日実施）

27. 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〕１０ｋｇ，〔乾燥容
量〕６ｋｇ，エコ機能付き，温水洗浄
機能なし，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〕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〕９ｋｇ，〔乾燥容量〕
６ｋｇ，エコ機能付き，特殊機能付き
は除く

※ 商標・型式番号指定

2 6003 鼻炎薬 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Ｓα」

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」

取扱い… 2：直接接続

1：オーバーラップ法により接続

内 容



 物  価  指  数  年  譜  (続き)

年 月 事 項

27. 11 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，中部電力，関西電力，中国電力，

（11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 料金改定による値下げ（佐賀ガス）

（11月１日実施） 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）

原料費調整単価の値下げ（盛岡ガス，東部瓦斯，日本ガス等）

タクシー代の改定 料金改定による値上げ（鳥取市）

（11月20日実施）

タクシー代の改定 料金改定による値上げ（岡山市）

（11月28日実施）

27. 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
ＸＩＯ９（ゼクシオナイン）ＭＰ９０
０」

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
ＸＩＯ８（ゼクシオエイト）ＭＰ８０
０」

取扱い… 1：直接接続

電気代の改定 燃料費調整単価の値上げ（中部電力）

（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，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 料金改定による値下げ（東京ガス）

（12月１日実施） 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）

原料費調整単価の値下げ（盛岡ガス，東部瓦斯，日本ガス等）

内 容


