
【 食 料 】
＇ 穀 類 （

うるち米
国内産，精米，単一原料米＇産地，品種及び産
年が同一のもの（，袋入り＇５ｋｇ入り（，「コシヒカリ」

さけ
トラウトサーモン，ぎんざけ，アトランティックサー
モン＇ノルウェーサーモン（，べにざけ又はキング
サーモン，切り身，塩加工を除く

うるち米
国内産，精米，単一原料米＇産地，品種及び産
年が同一のもの（，袋入り＇５ｋｇ入り（，コシヒカリを
除く

さば まさば又はごまさば，切り身

もち米
国内産，精米，複数原料米，袋入り＇１～２ｋｇ入
り（

さんま 丸＇長さ約２５ｃｍ以上（

食パン 普通品 たい まだい，刺身用，さく

あんパン あずきあん入り，丸型，普通品 ぶり 切り身

カレーパン 揚げパン，普通品 いか するめいか

ゆでうどん １食入り＇２００～２５０ｇ入り（，普通品 たこ まだこ＇ゆでもの（

干しうどん 袋入り＇３００～６００ｇ入り（，普通品 えび
輸入品，冷凍，「パック包装」又は「真空包装」，
無頭＇１０～１２尾入り（

スパゲッティ
袋入り＇３００ｇ入り（，ＪＡＳ規格品，「マ・マースパ
ゲッティ」又は「オーマイスパゲッティ」

あさり 殻付き

即席めん
中華タイプ，カップ入り＇７７ｇ入り（，「カップヌード
ル」

かき＇貝（ まがき，むき身

生中華めん ２食入り＇２２０～２６０ｇ入り（，普通品 ほたて貝 養殖もの，むき身＇ゆでもの（

小麦粉
薄力粉，袋入り＇１ｋｇ入り（，「日清フラワー
チャック付」

塩さけ ぎんざけ，切り身

もち 包装生もち，袋入り＇１ｋｇ入り（，普通品 たらこ 並

＇ 魚 介 類 （ まぐろ めばち又はきはだ，刺身用，さく，赤身 しらす干し 並

あじ まあじ，丸＇長さ約１５ｃｍ以上（ 干しあじ まあじ，開き，並

いわし まいわし，丸＇長さ約１２ｃｍ以上（ 煮干し かたくちいわし，並

かつお 刺身用，さく ししゃも
子持ちししゃも，カラフトシシャモ＇カペリン（，パッ
ク入り＇８～１２匹入り（，並

かれい
まがれい，あかがれい，むしがれい又はまこがれ
い，丸＇長さ約２０cm以上（

さつま揚げ 並
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費目 品        名 銘                 柄 費目 品        名 銘                 柄

ちくわ 焼きちくわ＇冷凍ものを除く（，並 牛乳 牛乳，店頭売り，紙容器入り＇１，０００ｍＬ入り（

かまぼこ
蒸かまぼこ，板付き，〔内容量〕８０～１４０ｇ，普通
品

粉ミルク 調製粉乳，缶入り＇８５０ｇ入り（，「明治ほほえみ」

かつお節
かつおかれぶし削りぶし，パック入り＇３ｇ×１０袋
入り（，普通品

バター カルトン入り＇２００ｇ入り（

塩辛 いかの塩辛，並 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」

魚みそ漬 さわら又はさけ，並 チーズ
輸入品，フランス産，ナチュラルチーズ，カマン
ベール，紙容器入り＇１２５ｇ入り（

魚介つくだ煮 小女子，ちりめん又はしらす，並 ヨーグルト
プレーンヨーグルト，４００～４５０ｇ入り，「明治ブ
ルガリアヨーグルトＬＢ８１プレーン」，「ビヒダス
ヨーグルトＢＢ５３６」又は「ナチュレ恵ｍｅｇｕｍｉ」

いくら さけ卵，塩漬又はしょうゆ漬，並 鶏卵 白色卵，Ｌサイズ，パック詰＇１０個入り（

まぐろ缶詰
油漬，きはだまぐろ，フレーク，内容量８０ｇ入り，３
缶パック又は４缶パック，「シーチキンＬフレーク」

＇ 野 菜 ・ 海 藻 （ キャベツ 　

＇ 肉 類 （ 牛肉 国産品，ロース ほうれんそう 　

牛肉 輸入品，チルド＇冷蔵（，肩ロース又はもも はくさい 山東菜を除く

豚肉 ロース ねぎ 　

豚肉 もも肉 レタス 玉レタス

鶏肉 ブロイラー，もも肉 もやし 緑豆もやし，根切りもやしは除く

レバー 豚レバー ブロッコリー 　

ハム ロースハム，ＪＡＳ格付けなし，普通品 アスパラガス グリーンアスパラガス

ソーセージ ウインナーソーセージ，袋入り，ＪＡＳ規格品・特級 さつまいも

ベーコン ベーコン，ＪＡＳ規格なし，普通品 じゃがいも 　

＇ 乳 卵 類 （ 牛乳
牛乳，配達１本月ぎめ，瓶入り＇１８０ｍＬ入り（，瓶
代を除く

さといも こいも，土付き
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費目 品        名 銘                 柄 費目 品        名 銘                 柄

だいこん 　 干ししいたけ こうしん，国産品，並

にんじん 　 のり 焼きのり，袋入り＇全形１０枚入り（，普通品

ごぼう 　 わかめ
生わかめ，湯通し塩蔵わかめ，養殖もの，国産
品，並

たまねぎ 赤玉ねぎを除く こんぶ 板こんぶ，国産品，並

れんこん 　 ひじき 乾燥ひじき，芽ひじき，国産品，並

ながいも 　 豆腐 木綿豆腐，並

しょうが 根しょうが 油揚げ 薄揚げ

えだまめ 袋入り 納豆
糸ひき納豆，丸大豆納豆，小粒又は極小粒，「５
０ｇ×３個」又は「４５ｇ×３個」

さやいんげん 　 こんにゃく 板こんにゃく

かぼちゃ 　 梅干し 調味梅干し，並

きゅうり 　 たくあん漬 並

なす 　 こんぶつくだ煮 並

トマト 　 はくさい漬 塩漬

ピーマン 　 キムチ はくさいキムチ，〔内容量〕２００～６００ｇ，並

生しいたけ 　 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，「アヲハタ・十勝コーン」

えのきだけ 　 ＇ 果 物 （ りんご つがる，１個２００～４００ｇ

しめじ ぶなしめじ りんご ふじ，１個２００～４００ｇ

あずき 国産品＇大納言を除く（，並 みかん
温州みかん＇ハウスみかんを除く（，１個７０～１３０
ｇ
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費目 品        名 銘                 柄 費目 品        名 銘                 柄

レモン 輸入品，１個１００～１６０ｇ 食塩 家庭用，袋入り＇１ｋｇ入り（，「食塩」

グレープフルーツ １個３５０～５２０ｇ しょう油
本醸造，こいくちしょうゆ，ＪＡＳ規格品＇特級（，ポ
リ容器入り＇１Ｌ入り（，「キッコーマンしょうゆ」又は
「ヤマサしょうゆ」

オレンジ
輸入品，バレンシアオレンジ又はネーブルオレン
ジ，１個１７０～３１０ｇ

みそ 米みそ，カップ入り＇７５０ｇ入り（，並

いよかん １個２００～３００ｇ 砂糖 上白，袋入り＇１ｋｇ入り（

なし 幸水又は豊水，１個３００～４５０ｇ 酢
醸造酢，穀物酢，JＡＳ規格品，瓶詰＇５００ｍＬ入
り（，「穀物酢＇ミツカン（」

ぶどう デラウェア ソース
濃厚ソース，ＪＡＳ規格品・特級，ポリ容器入り＇５０
０ｍＬ入り（

ぶどう 「巨峰」 トマトケチャップ
ポリ容器入り＇５００ｇ入り（，「カゴメトマトケチャッ
プ」又は「デルモンテトマトケチャップ」

かき＇果物（ １個１９０～２６０ｇ マヨネーズ
ポリ容器入り＇５００ｇ入り（，「キューピーマヨネー
ズ」

もも １個２００～３５０ｇ 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５５　イチゴジャム」

すいか 赤肉＇小玉すいかを除く（ ドレッシング
乳化液状ドレッシング，瓶入り＇１７０ｍＬ入り（，
「キユーピー深煎りごまドレッシング」

メロン ネット系メロン カレールウ 固形，箱入り＇２３８ｇ入り（，「バーモントカレー」

いちご 　 即席スープ
粉末，ポタージュ，コーンクリーム，箱入り＇８袋，１
５３．６ｇ入り（，「クノールカップスープ　コーンク
リーム」

さくらんぼ 国産品 風味調味料
かつお風味，箱入り＇１２０～１５０ｇ入り（，「ほんだ
し」

バナナ 　 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」

キウイフルーツ １個８５～１４４ｇ ふりかけ 袋入り＇６２ｇ入り（，「丸美屋のりたま」

みかん缶詰
輸入品，シラップづけ，並ぶた缶，内容総量４２５
ｇ入り，普通品

中華合わせ調味料
麻婆豆腐の素，箱入り＇１６２ｇ入り（，「丸美屋麻
婆豆腐の素」

＇ 油 脂 ・ 調 味 料 （ 食用油
キャノーラ＇なたね（油，ポリ容器入り＇１，０００g入
り（

パスタソース

レトルトパウチ食品，ミートソース，袋入り＇２６０ｇ
入り（，「マ・マー　トマトの果肉たっぷりのミート
ソース」又は「キユーピー　パスタ倶楽部　ミート
ソース」

マーガリン
ファットスプレッド，ポリ容器入り＇３２０ｇ入り（，「雪
印ネオソフト」又は「明治コーンソフト」

＇ 菓 子 類 （ ようかん 練りようかん，普通品
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費目 品        名 銘                 柄 費目 品        名 銘                 柄

まんじゅう 小麦粉製，あずきあん入り，並 冷凍調理ピラフ えびピラフ，袋入り＇４３０～５００ｇ入り（

だいふく餅 白だいふく餅，あずきあん入り，普通品 すし＇弁当（ 持ち帰りずし，にぎりずし，８～１０個入り，並

カステラ 普通品 調理パスタ 冷凍スパゲッティ，袋入り＇２６０～３０１ｇ入り（

ケーキ いちごショートケーキ＇１個６０～１００ｇ（ うなぎかば焼き 国産品，長焼き，１匹＇１２０～２１０ｇ（，並

シュークリーム カスタードクリーム入り 焼き魚 さば，切り身，塩焼き

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」

サラダ ポテトサラダ，並

ビスケット 箱入り＇３枚パック×８袋入り（，「森永マリー」 煮豆 金時豆，並

あめ のど飴，袋入り＇個包装紙込み　９０ｇ入り（ きんぴら ごぼうとにんじんのきんぴら

せんべい
うるち米製せんべい，しょう油味，個装タイプ袋入
り，普通品

コロッケ 並

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」

豚カツ ロース，並

落花生 バターピーナッツ，普通品 からあげ 鶏肉，骨なし

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>」

やきとり 鶏肉，もも

アイスクリーム
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」

冷凍調理コロッケ
油調理済みコロッケ，ポテトタイプ，パッケージ入
り

ポテトチップス
袋入り＇６０～９５ｇ入り（，成型ポテトチップスを除
く

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

ゼリー
フルーツゼリー，果肉入り，カップ入り＇１５０～２０
０ｇ入り（，普通品

調理カレー

レトルトカレー，箱入り＇２００ｇ入り（，「カリー屋カ
レー」
※「カリー屋カレー」の「カリー」は通常表示されない漢字を使
用しているため、便宜カタカナでの表記としている。

＇ 調 理 食 品 （ 弁当 持ち帰り弁当，幕の内弁当，並 ぎょうざ チルド，肉入り，１０～１５個入り

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（」

混ぜごはんのもと
五目ずしの素，袋入り＇２９５．４ｇ入り（，「ミツカン
五目ちらし」

おにぎり 鮭入り，並 ＇ 飲 料 （ 緑茶 せん茶，中
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費目 品        名 銘                 柄 費目 品        名 銘                 柄

紅茶
ティーバッグ，２５袋入り，「リプトンイエローラベル
ティーバッグ」又は「日東紅茶デイリークラブ
ティーバッグ」

ビール風アルコール飲料
その他の醸造酒＇発泡性（，缶入り＇３５０ｍＬ入
り（，６缶入り

茶飲料 緑茶飲料，ペットボトル入り＇５００ｍＬ入り（ ウイスキー
瓶入り＇７００ｍＬ入り（，アルコール分４０度以上４
１度未満，「サントリーウイスキー　角瓶」

インスタントコーヒー
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」

ワイン
国産品，瓶入り又はペットボトル入り＇７２０ｍＬ入
り（，赤，「ビストロ」

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」，「グランドロースト　コク深く香り
たつブレンド」又は「ブレンディ　まろやかスペシャ
ルブレンド」

ワイン
輸入品，フランス産，瓶詰＇７５０ｍＬ入り（，赤，
Ａ．Ｏ．Ｃ．ワイン，「Ａｐｐｅｌｌａｔｉｏｎ Ｂｏｒｄｅａｕｘ Ｃｏ
ｎｔｒｏｌｅｅ＇ボルドー（」

コーヒー飲料 コーヒー，缶入り＇１９０ｇ入り（ ＇ 外 食 （ うどん きつねうどん

果実飲料
果実ジュース，オレンジジュース＇濃縮還元（，紙
容器入り＇１，０００ｍＬ入り（ 中華そば ラーメン，しょう油味＇豚骨しょう油味を含む（

果実飲料
果汁入り飲料，２０～５０％果汁入り，ペットボトル
入り＇１，５００ｍＬ入り（

スパゲッティ＇外食（ ミート・ソース

野菜ジュース
野菜汁５０％・果汁５０％入り，紙容器入り＇２００ｍ
Ｌ入り（

すし＇外食（ にぎりずし＇江戸前（，並

コーラ ペットボトル入り＇５００mＬ入り（，「コカ・コーラ」 すし＇外食（
回転ずし店におけるにぎりずし，まぐろ＇赤身（，２
個

乳酸菌飲料 「カルピス，紙容器入り＇５００～６００ｍＬ入り（」 親子どんぶり 並

乳酸菌飲料
配達，プラスチック容器入り＇８０ｍＬ入り（，「ヤク
ルト４００ＬＴ」又は「ヤクルト４００」

天どん えび天どん，並

スポーツドリンク
ペットボトル入り＇５００ｍＬ入り（，「ポカリスエット」
又は「アクエリアス」

カレーライス

ミネラルウォーター
ペットボトル入り＇２，０００ｍＬ入り（，「サントリー天
然水」，「森の水だより」又は「六甲のおいしい水」

ぎょうざ＇外食（ 焼きぎょうざ，５又は６個

＇ 酒 類 （ 清酒
普通酒，紙容器入り＇２，０００ｍＬ入り（，アルコー
ル分１３度以上１６度未満

ハンバーガー ハンバーガー店におけるチーズバーガー

焼ちゅう
単式蒸留しょうちゅう，〔主原料〕麦又はさつまい
も，紙容器入り＇１，８００ｍＬ入り（，アルコール分
２５度

牛どん 並

チューハイ 缶入り＇３５０ｍＬ入り（ ハンバーグ 定食

ビール 淡色，缶入り＇３５０ｍＬ入り（，６缶入り フライ 豚カツ ＇ロース（ 定食

発泡酒
麦芽使用率２５％未満，缶入り＇３５０ｍＬ入り（，６
缶入り

お子様ランチ ハンバーグを含む５品以上の盛り合わせ
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費目 品        名 銘                 柄 費目 品        名 銘                 柄

ピザパイ＇配達（
宅配ピザ，ミックスピザ＇野菜類３種類，肉・魚介
類２種類程度（，〔サイズ〕Ｍ＇約２５cm（

板材
集成材，パイン，〔サイズ〕厚さ１４～１８ｍｍ・幅３
００ｍｍ・長さ９００～９１０ｍｍ

焼肉 牛カルビ，並 錠
シリンダー錠，玄関ドア用，シリンダー，カギ３本
付き，「ＭＩＷＡ　Ｕ９シリンダー」

サンドイッチ＇外食（
ミックスサンドイッチ＇野菜類，肉類を含む３～５種
類（

塗料
合成樹脂塗料＇水系（，水性塗料＇エマルション
ペイント（，多用途用，１回塗り，つやあり，０．７Ｌ
入り

コーヒー 喫茶店におけるコーヒー代 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

ドーナツ
飲食のできる店におけるドーナツ代，リングドー
ナツ

板ガラス取替費
フロート板ガラス，透明，厚さ３ｍｍ，８１ｃｍ×９１ｃ
ｍ，〔枠〕アルミサッシ，出張施工，材料費及び工
賃を含む

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代，骨
付き

ふすま張替費
和ふすま，押し入れ＇表面（，〔上張り紙〕新鳥の
子，〔下張り〕袋張り１回，材料費を含む

ビール＇外食（
飲食店におけるビール代，淡色，中瓶＇５００ｍＬ
入り（

大工手間代 家屋修理手間代，常用１人分

学校給食費
小学校給食費，公立小学校，完全給食，低学年
＇２年生（

左官手間代 壁塗り，木造，常用１人分

学校給食費
小学校給食費，公立小学校，完全給食，高学年
＇５年生（

植木職手間代 庭木樹木せん定手間代，１人分日当

学校給食費 中学校給食費，公立中学校，完全給食，２年生 塀工事費
〔ブロック〕Ａ種，厚さ１００ｍｍ，〔鉄筋〕軟鋼，丸
鋼＇直径９ｍｍ（，〔基礎〕鉄筋コンクリート＇高さ３０
ｃｍ，厚さ１０ｃｍ（，材料費及び労務費を含む

【 住 居 】
＇ 家 賃 （

家賃＇民営借家（ 民営家賃 水道工事費
給水工事，宅地内埋設工事費，塩化ビニール管
＇口径２０ｍｍ（使用，材料費を含む

家賃(公的住宅及び都市再
生機構住宅の平均)

公的住宅及び都市再生機構住宅の平均 ルームエアコン取付け料
標準取付工事，配管パイプ４ｍまで，セパレート
型，〔定格時能力〕冷房２．８ｋW，１台

家賃＇公的住宅（ 都道府県営住宅家賃 火災保険料
住宅物件，耐火構造，契約期間１か年，保険金
額１千円に対する保険料

家賃＇公的住宅（ 市町村営住宅家賃 火災保険料
住宅物件，非耐火構造，契約期間１か年，保険
金額１千円に対する保険料

＇ 設 備 修 繕 ・ 維 持 （ 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＇１６
１６（，〔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ＦＥＰ，
満水容量:２８０～３００Ｌ，特殊機能付きは除く，「ラ・バス　Ｍ
ｔｙｐｅ」，「ラ・バス　Ｚ　ｔｙｐｅ」，「サザナ　Ｔタイプ」又は「サザナ
Ｓタイプ」

火災保険料
住宅物件，マンション構造，契約期間１か年，保
険金額１千円に対する保険料

温水洗浄便座
シートタイプ，脱臭機能付き，温風乾燥機能付
き，リモコン付き，特殊機能付きは除く

＇ 電 気 代 （ 電気代
従量電灯，アンペア制又は最低料金制，早収料
金，基本料金＇契約電流10アンペア（又は最低料
金

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

電気代
従量電灯，アンペア制，早収料金，電力量料金，
１

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」

電気代
従量電灯，アンペア制，早収料金，電力量料金，
２



消費者物価指数採用品目一覧表（平成22年基準）

費目 品        名 銘                 柄 費目 品        名 銘                 柄

電気代
従量電灯，アンペア制，早収料金，電力量料金，
３

下水道料金
一般家庭用，水道汚水，基本料金＇基本排出量
㎥まで（

電気代
従量電灯，アンペア制又は最低料金制，早収料
金，燃料費調整単価又は電力量料金調整

下水道料金
一般家庭用，水道汚水，超過料金，　㎥から　㎥
まで

＇ ガ ス 代 （ ガス代 一般家庭用，早収料金，標準熱量 下水道料金
一般家庭用，水道汚水，超過料金，　㎥から　㎥
まで

ガス代 一般家庭用，早収料金，基本料金 下水道料金
一般家庭用，水道汚水，超過料金，　㎥から　㎥
まで

ガス代 一般家庭用，早収料金，従量料金 下水道料金
一般家庭用，水道汚水，超過料金，　㎥から ㎥
まで

ガス代 一般家庭用，早収料金，1465.12MJ
【 家 事 ・ 家 具 用 品 】
＇ 家 庭 用 耐 久 財 （

自動炊飯器
ジャー炊飯器，〔加熱方式〕ＩＨ式；シングルＩＨタ
イプ，〔最大炊飯容量〕１．０Ｌ，〔消費電力〕１，００
０～１，２５０Ｗ，特殊機能付きは除く

プロパンガス 基本料金及び10㎥＇従量料金（を使用した料金 電子レンジ

オーブンレンジ，〔高周波出力〕最高出力１，０００
Ｗ，〔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〕最高温度３００℃，
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

プロパンガス 一般家庭用，二部料金制，基本料金 電気ポット
電気ジャーポット，まほうびん構造，電動給湯式，
〔容量〕２．９～３．０Ｌ

プロパンガス 一般家庭用，二部料金制，従量料金 ガステーブル

２口コンロ，グリル付き＇片面焼き（，調理油過熱
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５９．０～５９．６ｃｍ，特殊機能付きは
除く

＇ 他 の 光 熱 （ 灯油 白灯油，詰め替え売り，店頭売り 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

＇ 水 道 料 （ 水道料 計量制，専用栓，一般家庭用，20㎥ 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６２０Ｗ，パワーブラシ，特殊機能付きは除く

水道料
計量制，専用栓，一般家庭用，基本料金＇基本
水量　㎥まで（

電気洗濯機
全自動洗濯機，インバーター内蔵，〔洗濯・脱水
容量〕７．０ｋｇ

水道料
計量制，専用栓，一般家庭用，超過料金，　㎥か
ら　㎥まで

電気洗濯機

全自動洗濯乾燥機，〔洗濯方式〕ドラム式，〔乾燥
方式〕ヒ―トポンプ方式又はヒ―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

水道料
計量制，専用栓，一般家庭用，超過料金，　㎥か
ら　㎥まで

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

水道料 計量制， 専用栓，一般家庭用，量水器使用料金 ルームエアコン

冷房・ヒートポンプ暖房兼用タイプ，セパレート
型，壁掛型，〔定格時能力〕冷房２．８ｋＷ，暖房
３．６ｋＷ，〔通年エネルギー消費効率〕６．７～７．
２，フィルター自動清掃機能付き，高性能機能付
き

水道料
計量制，専用栓，一般家庭用，超過料金， ㎥か
ら ㎥まで

石油暖房器具
石油ファンヒーター，〔暖房出力〕３．１９～３．４０ｋ
Ｗ，〔油タンク容量〕５．０L，特殊機能付きは除く

水道料
計量制，専用栓，一般家庭用，超過料金， ㎥か
ら ㎥まで

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１
００％，中級品

下水道料金 一般家庭，水道汚水，２０㎥ 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



消費者物価指数採用品目一覧表（平成22年基準）

費目 品        名 銘                 柄 費目 品        名 銘                 柄

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，ガラス扉又はガラ
ス引き戸２～３，家電収納棚２，引き出し２以上，
中級品

フライパン
〔本体〕アルミニウム又はアルミニウム合金，ふっ
素樹脂加工，〔寸法＇サイズ（〕２６ｃｍ，ＩＨ対応，
普通品

食堂セット

５点セット＇テーブル１台・いす４脚（，〔主材〕ラ
バーウッド，〔テーブル〕幅１３５～１５０ｃｍ・奥行８
０～８５ｃｍ・高さ６８～７２ｃｍ，甲板表面材：天然
木，〔いす〕背もたれ付き，肘なし，中級品

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

＇ 室 内 装 備 品 （ 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

照明ランプ 蛍光ランプ，環形，３波長形，３０Ｗ形

照明器具
蛍光灯器具，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，枠あり，丸型，特殊機能付きは除く

タオル
綿１００％，無地，〔長さ〕８０～９０ｃｍ，〔重さ〕９０
～１１０ｇ，普通品

カーペット
タフテッドカーペット，ラグ，〔素材〕化学繊維１０
０％＇ナイロン１００％を除く（，〔サイズ〕１４０×２０
０ｃｍ程度，中級品

マット
バスマット，〔素材〕アクリル１００％，〔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

カーテン
既製品，ドレープ，先染，〔素材〕ポリエステル１０
０％，〔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

ビニールホース 塩化ビニール製，内径１５ｍｍ，外径２０ｍｍ

＇ 寝 具 類 （ ベッド

普通ベッド＇付属機能付きを除く（，木製，〔サイ
ズ〕シングル＇幅１００ｃｍ・長さ２００ｃｍ程度（，
〔マットレス〕シングルクッション＇スプリング（，中級
品

ヘルスメーター

体組成計，〔測定項目〕体重・体脂肪率・内臓脂
肪レベル・筋肉量・基礎代謝量・体内年齢・ＢＭ
Ｉ，〔測定方式〕足式，登録人数５人，測定者自動
識別機能付き，特殊機能付きは除く

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〕４．０～５．０ｋｇ，〔サイ
ズ〕１００ｃｍ×２００～２１０ｃｍ，普通品

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１０
Ｌ使用した場合（，特殊機能付きは除く

毛布
マイヤー毛布，アクリル１００％，柄物，トリコット生
地縁取り，〔サイズ〕１４０ｃｍ×２００ｃｍ程度，中級
品

＇ 家 事 用 消 耗 品 （ 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」

敷布
綿１００％，シングルサイズ＇ベッド用を除く（，普
通品

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〕１９６ｍｍ×１７７ｍｍ，箱
入り＇１８枚入り（，「Ｚｉｐｌｏｃ　ＦＲＥＥＺＥＲ　ＢＡＧ」

布団カバー
掛布団用，綿１００％，［サイズ］１５０ｃｍ×２１０ｃ
ｍ，中級品

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」

＇ 家 事 雑 貨 （ 飯茶わん 陶磁器製，直径１０～１２ｃｍ，普通品 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」

皿 洋皿，ミート皿，径２３～２４ｃｍ，普通品 トイレットペーパー
再生紙１００％，白，〔長さ〕５５ｍ，６０ｍ，２枚重ね
２７．５ｍ又は２枚重ね３０ｍ，１２ロール入り

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

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（，「除菌ジョイ」

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：ポリエ
チレン（，角型，〔耐熱温度〕本体；１４０℃以上，
〔容量〕５４０～７００ｍL

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」

ワイングラス
クリスタルガラス製，無地，〔容量〕１８０～３００ｍ
Ｌ，中級品

柔軟仕上剤
洗濯用，詰め替え用，袋入り＇５４０～６００ｍＬ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」

コーヒーわん皿 陶磁器製，柄物，普通サイズ，中級品 殺虫剤
エアゾールタイプ，缶入り＇４５０ｍL入り（，「キン
チョール」

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

防虫剤
ピレスロイド系＇エムペントリン製剤（，引き出し・衣
装ケース用，箱入り＇２４個入り（，有効期間１年，
「ムシューダ」



消費者物価指数採用品目一覧表（平成22年基準）

費目 品        名 銘                 柄 費目 品        名 銘                 柄

芳香消臭剤
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」

ワンピース
春夏物，〔素材〕「綿１００％」又は「綿５０％以上・
化学繊維混用」，〔サイズ〕「７～１１号」又は「Ｍ」，
中級品

＇ 家 事 サ ー ビ ス （ 家政婦給料 通い，家事労働＇８時間（ 婦人スーツ

秋冬物，長袖，〔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」，〔百貨店・専門店ブランド〕「２３区」，「自由
区」又は「ＵＮＴＩＴＬＥＤ＇アンタイトル（」

清掃代
し尿処理手数料， 一般世帯，従量制， 225L又
は3.19人当たり

ワンピース
秋冬物，総裏，〔表地〕化学繊維１００％，〔サイ
ズ〕「７～１１号」又は「Ｍ」，中級品

清掃代
し尿処理手数料， 一般世帯，従量制， 従量料
金＇　　Lまで（

婦人スーツ

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「ＵＮＴＩＴＬＥＤ＇アンタイトル（」

リサイクル料金
家電リサイクル法に基づく家電製品のリサイクル
料金

婦人スーツ
春夏物，〔素材〕「綿・化学繊維混用」又は「化学
繊維１００％」，〔サイズ〕「７～１１号」又は「Ｍ」，百
貨店を除く，普通品

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」 婦人スーツ
秋冬物，長袖，〔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」，百貨店を除く，普通品

【 被 服 及 び 履 物 】
＇ 和 服 （

振袖
注文仕立て上がり，〔袖の長さ〕１１０ｃｍ程度，あ
わせ，〔素材〕絹１００％，型染，中級品

スカート
春夏物，〔素材〕ポリエステル１００％，〔サイズ〕Ｗ
６４～７０cm，中級品

袋帯
錦織，〔素材〕「絹１００％」又は「絹８０％以上・化
学繊維混用」，中級品

スカート
秋冬物，〔素材〕「毛１００％」又は「毛５０％以上・
化学繊維混用」，〔サイズ〕Ｗ６４～７０ｃｍ，中級
品

＇ 洋 服 （ 背広服

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．ＰＲＥＳ
Ｓ」，「ダーバン」又は「バーバリー・ブラックレーベ
ル」

婦人スラックス
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〕Ｗ
６４～７０ｃｍ，中級品

背広服

秋冬物，シングル上下，並型，総裏，〔表地〕毛１
００％，〔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」

婦人スラックス
秋冬物，〔素材〕「毛１００％」又は「毛９５％以上・
ポリウレタン混用」，〔サイズ〕Ｗ６４～７０ｃｍ，中級
品

背広服

夏物，シングル上下，並型，半裏又は背抜き，
〔表地〕「毛１００％」又は「毛５０％以上・ポリエステ
ル混用」，〔サイズ〕Ａ体型＇Ａ４～Ａ６（，百貨店を
除く，普通品

婦人オーバー

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

背広服

秋冬物，シングル上下，並型，総裏，〔表地〕「毛
１００％」又は「毛７０％以上・ポリエステル混用」，
〔サイズ〕Ａ体型＇Ａ４～Ａ６（，百貨店を除く，普通
品

婦人ブレザー
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〕「７～１
１号」又は「Ｍ」，中級品

男子上着
替上着，シングル，並型，〔表地〕ツイード＇毛１０
０％（，〔サイズ〕Ａ体型＇Ａ４～Ａ６（，中級品

女子学生服
公立中学校用，冬服，〔上衣〕セーラー型，〔ス
カート〕プリーツスカート，〔素材〕ポリエステル・毛
混用，〔サイズ〕身長１５５cm・Ａ体型

男子ズボン
秋冬物，スラックス，〔素材〕毛１００％，〔サイズ〕
Ｗ７６～８２ｃｍ，中級品

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

男子ズボン
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

女児スカート
〔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

男子ズボン
ブルージーンズ，〔素材〕デニム＇綿１００％（，〔サ
イズ〕Ｗ７６～８２ｃｍ＇又はＷ３０～３２（，中級品

乳児服
ドレス兼用カバーオール，長袖，〔素材〕綿１０
０％，〔サイズ〕５０，６０又は７０，普通品

男子コート

秋冬物，シングル，並型，〔表地〕「ポリエステル１
００％」，ライニング付き，〔サイズ〕チェスト８８～９
６ｃｍ・身長１６５～１７５ｃｍ・ＭＡ＇Ｍ（，〔着丈〕７７
～９２ｃｍ，中級品

＇シャツ・セーター類（ ワイシャツ
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

男子学生服
公立中学校用，詰め襟上下，〔素材〕「ポリエステ
ル１００％」又は「ポリエステル５０％以上・毛混
用」，〔サイズ〕身長１６０ｃｍ・Ａ体型

ワイシャツ
半袖，ブロード，ポリエステル・綿混紡，白，標準
タイプ，普通品



消費者物価指数採用品目一覧表（平成22年基準）

費目 品        名 銘                 柄 費目 品        名 銘                 柄

スポーツシャツ

男子用，ポロシャツ，長袖，ニット＇鹿の子編（，
〔素材〕 「綿１００％」又は「綿・ポリエステル混
用」， 〔サイズ〕チェスト８８～９６ｃｍ・身長１６５～１
７５ｃｍ・ＭＡ＇Ｍ（，普通品

＇ 他 の 被 服 （ 帽子
キャップ，大人用，〔素材〕化学繊維１００％，メー
カーマーク刺しゅう付き，〔サイズ〕Ｍ又はＬ，普通
品

スポーツシャツ

男子用，ポロシャツ，半袖，ニット＇鹿の子編（，
〔素材〕「綿１００％」又は「綿・ポリエステル混用」，
〔サイズ〕チェスト８８～９６ｃｍ・身長１６５～１７５ｃ
ｍ・ＭＡ＇Ｍ（，普通品

ネクタイ 幅ネクタイ，絹１００％，中級品

男子セーター
プルオーバー，長袖，毛１００％，無地，〔サイズ〕
チェスト８８～９６ｃｍ・身長１６５～１７５ｃｍ・ＭＡ
＇Ｍ（，普通品

男子靴下
綿・化学繊維混用，無地，〔サイズ〕２５ｃｍ，普通
品

婦人ブラウス
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

パンティストッキング

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」，
「ＳＡＢＲＩＮＡサブリナ」又は「ＡＳＴＩＧＵアス
ティーグ」

婦人ブラウス
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

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〕２３ｃｍ，普通品

婦人Ｔシャツ
長袖又は７分袖，〔素材〕綿・化学繊維混用，柄
物，〔サイズ〕Ｍ，普通品

ベルト
紳士用，牛皮，張り合わせ，〔幅〕３ｃｍ程度，フ
リーサイズ，中級品

婦人Ｔシャツ 半袖，綿１００％，プリント，〔サイズ〕Ｍ，普通品 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

婦人セーター
カーディガン，「長袖」又は「７分袖」，〔素材〕「毛・
化学繊維混用」，〔サイズ〕Ｍ，普通品

＇ 履 物 類 （ 男子靴
短靴，黒，〔甲〕牛革，〔底〕「合成ゴム」又は「ウレ
タン」，〔底の製法〕張り付け，〔サイズ〕２５～２６ｃ
ｍ，中級品

婦人セーター
プルオーバー，半袖，〔素材〕「綿・化学繊維混
用」又は「化学繊維１００％」，〔サイズ〕Ｍ，普通品

婦人靴
パンプス，〔甲〕牛革，〔底〕合成ゴム，〔底の製法〕
張り付け，〔サイズ〕２３～２４ｃｍ，中級品

子供Ｔシャツ
男児用，長袖，〔素材〕綿１００％，柄物，〔サイズ〕
１２０又は１３０，普通品

運動靴

大人用，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，〔サイズ〕２４．０～
２７．０ｃｍ，中級品，「マックスランライト」，「スポル
ディング」，「ブリヂストン」又は「チャンピオン」

子供Ｔシャツ
男児用，半袖，綿１００％，プリント，〔サイズ〕１２０
又は１３０，普通品

子供靴
女児用，〔甲〕合成皮革，ベルト付き，〔サイズ〕１８
～１９ｃｍ，中級品

＇ 下 着 類 （ 男子シャツ
半袖，メリヤス，〔素材〕綿１００％，〔サイズ〕チェス
ト９６～１０４ｃｍ・ＬＡ＇Ｌ（，２枚入り，白，普通品，
特殊加工は除く

スリッパ
吊り込みタイプ，〔甲〕布，〔中敷き〕布，大人用，
普通品

男子パンツ

ボクサーブリーフ，〔素材〕「綿１００％」又は「綿５
０％以上・化学繊維混用」，〔サイズ〕ウエスト８４～
９４ｃｍ・ＬＡ＇Ｌ（，２枚入り，普通品，特殊加工は
除く

婦人サンダル
〔甲〕合成皮革，〔底〕合成底，〔かかとの高さ〕３．
５～４．５ｃｍ，普通品

男子パジャマ
長袖，開襟，前開き，長ズボン，〔素材〕綿１０
０％，〔サイズ〕チェスト８８～９６cm・身長１６５～１
７５cm・ＭＡ＇Ｍ（，普通品

＇被服関連サービス（ 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

ブラジャー
〔カップ〕レース又はシームレス，〔サイズ〕Ｃ７０又
はＣ７５，中級品，「ワコール」，「ウイング」又は「ト
リンプ」

洗濯代
背広服上下，ドライクリーニング，持ち込み，料金
前払い，配達なし

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８７～９５ｃｍ・Ｍ，普通品，特殊加工は除く

靴修理代
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

ランジェリー
キャミソール，〔サイズ〕バスト８０又は８５・Ｍ，中級
品，「ワコール」，「ウイング」又は「トリンプ」

被服賃借料 モーニング一式，貸出期間２泊３日

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

【 保 険 医 療 】
＇ 医 薬 品 （

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」



消費者物価指数採用品目一覧表（平成22年基準）

費目 品        名 銘                 柄 費目 品        名 銘                 柄

感冒薬
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」

血圧計
電子式，オシロメトリック方式，上腕式，自動加
圧，ファジイ機能付き

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Ｓ」

コンタクトレンズ用剤
ソフトレンズ用，コールド消毒液，１液タイプ，箱
入り＇総容量４７０～５００ｍＬ入り（

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〕」

＇保健医療サービス（ 診察料＇国民健康保険（
国民健康保険，被保険者の一部負担金の割合
＇６歳未満及び７０歳以上を除く（

ビタミン剤
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」

診察料＇国民健康保険によるも
のを除く。（

健康保険，政府管掌健康保険，被保険者の一部
負担金の割合＇３歳未満及び７０歳以上を除く（

ビタミン剤
第３類医薬品，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」

診察料＇国民健康保険によるも
のを除く。（

老人保健，老人医療受給対象者の一部負担金の割合
＇一定以上の報酬を有する者を除く（

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」

入院費
国立病院又は公立病院，正常分娩料及び入院
料，入院日数７日

皮膚病薬
第２類医薬品，外用湿疹・皮膚炎用薬，箱入り＇９
０ｇ入り（，「メンソレータムＡＤクリーム」

入院費 国立病院又は公立病院，正常分娩に伴う入院料

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〕１０×１４ｃｍ，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」

入院費 国立病院又は公立病院，正常分娩に伴う分娩料

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」

マッサージ料金
保険適用外の全身マッサージ，施術時間１時間
程度

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」

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

サプリメント
栄養機能食品，マルチビタミン，粒状，袋入り＇３
０日分（，「ＤＨＣ　マルチビタミン」，通信販売によ
るもの

予防接種料
任意接種，インフルエンザ，大人＇６５歳以上を除
く（

浴用剤
薬用入浴剤，錠剤，箱入り＇４０ｇ×２０錠入り（，
「バブ」

【 交 通 ・ 通 信 】
＇ 交 通 （

鉄道運賃
旅客鉄道＇ＪＲ以外（，大人，片道，普通旅客運
賃，最低運賃

＇保健医療用品・器具（ 生理用ナプキン
昼用，スリム，羽つき，２０～２２個入り，「ソフィ　は
だおもい」又は「ウィスパー　ふいに立っても安心
ふっくらスリム」

鉄道運賃
旅客鉄道＇ＪＲ以外（，大人，通学定期旅客運賃，
１０ｋｍ

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，ＵＶ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

鉄道運賃
旅客鉄道＇ＪＲ以外（，大人，通学定期旅客運賃，
５㎞

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－６７４」又は「テルモ電子体
温計　ＥＴ－Ｃ２３１Ｐ」

鉄道運賃
旅客鉄道＇ＪＲ以外（，大人，通勤定期旅客運賃，
１５ｋｍ

紙おむつ

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」

鉄道運賃
旅客鉄道＇ＪＲ以外（，大人，通勤定期旅客運賃，
５㎞

紙おむつ
大人用，パンツ型，うす型，Ｍ又はＭ～Ｌサイズ，
２２枚入り

鉄道運賃
旅客鉄道＇ＪＲ（，大人，片道，普通旅客運賃，幹
線，最低運賃

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」

鉄道運賃
旅客鉄道＇ＪＲ（，大人，指定席特別急行料金，新
幹線



消費者物価指数採用品目一覧表（平成22年基準）

費目 品        名 銘                 柄 費目 品        名 銘                 柄

鉄道運賃
旅客鉄道＇ＪＲ（，大人，指定席特別急行料金，在
来線

航空運賃 大人，片道，普通旅客運賃，東京～福岡

鉄道運賃
旅客鉄道＇ＪＲ（，大人，特別車両＇グリーン（料
金，特急・急行

航空運賃 大人，片道，普通旅客運賃，東京～沖縄＇那覇（

鉄道運賃
旅客鉄道＇ＪＲ（，大人，特別車両＇グリーン（料
金，普通

航空運賃 大人，片道，普通旅客運賃，東京～熊本

鉄道運賃
旅客鉄道＇ＪＲ（，通学定期旅客運賃＇大学生用，
１５ｋｍ（，幹線

航空運賃 大人，片道，普通旅客運賃，東京～金沢＇小松（

鉄道運賃
旅客鉄道＇ＪＲ（，通学定期旅客運賃＇大学生用，
１５ｋｍ（，地方交通線

航空運賃 大人，片道，普通旅客運賃，東京～松山

鉄道運賃
旅客鉄道＇ＪＲ（，通学定期旅客運賃＇大学生用，
１５ｋｍ（，山手線内・大阪環状線内

航空運賃 大人，片道，普通旅客運賃，東京～広島

鉄道運賃
旅客鉄道＇ＪＲ（，大人，通勤定期旅客運賃＇２０ｋ
ｍ（，幹線

航空運賃 大人，片道，普通旅客運賃，東京～長崎

鉄道運賃
旅客鉄道＇ＪＲ（，大人，通勤定期旅客運賃＇２０ｋ
ｍ（，地方交通線

航空運賃 大人，片道，普通旅客運賃，東京～鹿児島

鉄道運賃
旅客鉄道＇ＪＲ（，大人，通勤定期旅客運賃＇２０ｋ
ｍ（，山手線内・大阪環状線内

航空運賃 大人，片道，往復割引運賃，東京～札幌

バス代
一般乗合旅客自動車，一般バス，初乗運賃，大
人

航空運賃 大人，片道，往復割引運賃，東京～大阪

バス代 一般乗合旅客自動車，一般バス，６ｋｍ，大人 航空運賃 大人，片道，往復割引運賃，東京～福岡

バス代
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

航空運賃 大人，片道，往復割引運賃，東京～沖縄＇那覇（

タクシー代
距離制運賃，初乗運賃，〔車種〕小型車，中型車
又は普通車

航空運賃 大人，片道，往復割引運賃，東京～熊本

タクシー代
距離制運賃，初乗距離，〔車種〕小型車，中型車
又は普通車

航空運賃 大人，片道，往復割引運賃，東京～金沢＇小松（

タクシー代
距離制運賃，加算運賃，〔車種〕小型車，中型車
又は普通車

鉄道運賃
旅客鉄道＇ＪＲ（，通学定期旅客運賃＇高校生用，
１５ｋｍ（，幹線

タクシー代
距離制運賃，加算距離，〔車種〕小型車，中型車
又は普通車

鉄道運賃
旅客鉄道＇ＪＲ（，通学定期旅客運賃＇高校生用，
１５ｋｍ（，地方交通線

航空運賃 大人，片道，普通旅客運賃，東京～札幌 鉄道運賃
旅客鉄道＇ＪＲ（，通学定期旅客運賃＇高校生用，
１５ｋｍ（，山手線内・大阪環状線内

航空運賃 大人，片道，普通旅客運賃，東京～大阪 航空運賃 大人，片道，往復割引運賃，東京～松山



消費者物価指数採用品目一覧表（平成22年基準）

費目 品        名 銘                 柄 費目 品        名 銘                 柄

航空運賃 大人，片道，往復割引運賃，東京～広島 自動車整備費
パンク修理，乗用車，ラジアルタイヤ，タイヤの取
り外し及び取り付けを含む，材料費を含む

航空運賃 大人，片道，往復割引運賃，東京～長崎 自動車オイル交換料
エンジンオイル交換＇オイルエレメントの交換及び
清掃等は除く（，排気量１．５Lクラス，オイル代
＇オイル量３L（を含む，オイル中級品

航空運賃 大人，片道，往復割引運賃，東京～鹿児島 車庫借料
月極駐車料金，屋根なし駐車場，アスファルト舗
装，小型自動車

＇ 自 動 車 等 関 連 費 （ 乗用車
軽乗用車，国産品，道路運送車両法で規定され
る軽自動車

駐車料金 時間貸し駐車料金，平日，昼間，小型自動車

乗用車
小型乗用車，国産品，道路運送車両法で規定さ
れる小型自動車のうち排気量１．５０Ｌ以下のもの

レンタカー料金
乗用車，セダン１，０００ｃｃクラス，出発時の店舗
に返却，２４時間借りた場合の車種時間料金(免
責補償料を含む。)，本州・四国・九州・沖縄

乗用車
小型乗用車，国産品，道路運送車両法で規定さ
れる小型自動車のうち排気量１．５０Ｌ超のもの

レンタカー料金
乗用車，セダン１，０００ｃｃクラス，出発時の店舗
に返却，２４時間借りた場合の車種時間料金(免
責補償料を含む。)，北海道

乗用車
小型乗用車，輸入品，道路運送車両法で規定さ
れる小型自動車

洗車代
洗車機による洗車，店員の操作による洗車，シャ
ンプー＇洗浄液（洗車，小型乗用車

乗用車
普通乗用車，国産品，道路運送車両法で規定さ
れる普通自動車のうち排気量２．００Ｌ超のもの

自動車免許手数料
第一種運転免許，普通自動車免許，更新手数
料＇講習料を含む（，優良運転者

乗用車
普通乗用車，輸入品，道路運送車両法で規定さ
れる普通自動車

＇ 運 送 料 （ 高速自動車道路料金
高速自動車国道料金，普通車，ＥＴＣを利用した
場合の料金，東京～御殿場

乗用車
普通乗用車，国産品，道路運送車両法で規定さ
れる普通自動車のうち排気量２．００Ｌ以下のもの

高速自動車道路料金
高速自動車都道府県道路料金，普通車，ＥＴＣ
を利用した場合の料金，首都高速道路

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＇ＢＡＡマーク付き（，中級品

高速自動車道路料金
高速自動車国道料金，普通車，ＥＴＣを利用した
場合の料金，札幌～滝川

自動車ガソリン レギュラーガソリン，セルフサービス式を除く 高速自動車道路料金
高速自動車国道料金，普通車，ＥＴＣを利用した
場合の料金，西宮＇名神（～栗東

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（

高速自動車道路料金
高速自動車国道料金，普通車，ＥＴＣを利用した
場合の料金，高松中央～土居

自動車バッテリー
小型乗用車用，〔ＪＩＳ形式〕４０Ｂ１９Ｒ＇Ｌ（，普通
品

高速自動車道路料金
高速自動車国道料金，普通車，ＥＴＣを利用した
場合の料金，福岡＇九州（～菊水

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〕
１６～２０ＧＢ，〔画面サイズ〕７型，地上デジタル
チューナー内蔵

高速自動車道路料金
高速自動車都道府県道路料金，普通車，ＥＴＣ
を利用した場合の料金，阪神高速道路

ＥＴＣ車載器
自動四輪車用，アンテナ分離型，音声案内機能
付き，カード抜き忘れ防止機能付き

自動車保険料

自家用小型乗用車自動車保険，リスク細分型保険料，ノンフ
リート等級６等級，対人賠償保険金額無制限，対物賠償保険
金額無制限，人身傷害補償保険金額３，０００万円，搭乗者
傷害保険金額１，０００万円＇部位・症状別（，車両保険金額２
００万円＇免責金額１回目：０円，２回目以降：１０万円（，保険
期間１か年＇一括払い（，新車割引適用

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」

自動車保険料
自動車損害賠償責任保険料，自家用乗用車，
保険期間２４か月

自動車整備費
乗用車１，５００ｃｃクラス，自動車点検基準による
１２か月定期点検

自動車保険料
自動車損害賠償責任保険料，軽自動車＇検査対
象車（，保険期間２４か月



消費者物価指数採用品目一覧表（平成22年基準）

費目 品        名 銘                 柄 費目 品        名 銘                 柄

自動車保険料

自家用小型乗用車自動車保険，リスク細分型保険料，ノンフ
リート等級６等級，対人賠償保険金額無制限，対物賠償保険
金額無制限，人身傷害補償保険金額３，０００万円，搭乗者
傷害保険金額１，０００万円＇部位・症状別（，車両保険金額２
００万円＇免責金額１回目：０円，２回目以降：１０万円（，保険
期間１か年＇一括払い（，新車割引適用

【 教 育 】
＇ 授 業 料 等 （

ＰＴＡ会費
公立小学校，ＰＴＡ会則による会費，１家庭児童１
人通学

自動車保険料
自動車損害賠償責任保険料(沖縄分)，自家用乗
用車，保険期間２４か月

ＰＴＡ会費
公立中学校，ＰＴＡ会則による会費，１家庭生徒１
人通学

自動車保険料
自動車損害賠償責任保険料(沖縄分)，軽自動車
(検査対象車)，保険期間２４か月

中学校授業料 私立中学校，授業料

信書送達料 通常はがき＇第二種郵便物（ 中学校授業料 私立中学校，入学金

信書送達料 封書＇第一種郵便物（，定形郵便物，２５ｇまで 高等学校授業料 公立高等学校，全日制，普通課程，授業料

通話料
固定電話，加入電話，住宅用，区域内，加入電
話との通話料

高等学校授業料 公立高等学校，全日制，普通課程，入学金

通話料
固定電話，加入電話，住宅用，回線使用料，ユ
ニバーサルサービス料を含む

高等学校授業料 私立高等学校，全日制，普通課程，授業料

通話料 固定電話，加入電話，住宅用，配線使用料 高等学校授業料 私立高等学校，全日制，普通課程，入学金

通話料
ＩＰ電話，月額基本料，ユニバーサルサービス料
を含む

高等学校授業料 私立高等学校，全日制，商業課程，授業料

通話料 ＩＰ電話，住宅用，加入電話との通話料 高等学校授業料 私立高等学校，全日制，商業課程，入学金

通話料
携帯電話，基本料金＇無料通話分を含む。（，ユ
ニバーサルサービス料を含む

大学授業料 国立大学，昼間部，理工系，授業料

通話料 携帯電話，国内通話料 大学授業料 国立大学，昼間部，理工系，入学金

通話料 携帯電話，パケット通信サービス料金 大学授業料 公立大学，昼間部，法文経系，授業料

運送料
宅配便運賃，重量５ｋｇ，縦・横・高さの合計８０ｃ
ｍ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

大学授業料 公立大学，昼間部，法文経系，入学金

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

大学授業料 私立大学，昼間部，法文経系，授業料

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＇ＦＯＭＡからＦ
ＯＭＡ（，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，「ドコモ　Ｆ―０４Ｄ」

大学授業料 私立大学，昼間部，法文経系，入学金

携帯電話機

ＫＤＤＩ＇ａｕ（又は沖縄セルラー＇スマートフォンは
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」

大学授業料 私立大学，昼間部，理工系，授業料

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，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

大学授業料 私立大学，昼間部，理工系，入学金



消費者物価指数採用品目一覧表（平成22年基準）

費目 品        名 銘                 柄 費目 品        名 銘                 柄

短期大学授業料 私立短期大学，昼間部，家政系，授業料 ビデオレコーダー

ブルーレイディスクレコーダー，ＨＤＤ内蔵，〔Ｈ
ＤＤ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＇１
２．５～１５倍（，３Ｄ再生対応，ＢＤＸＬ対応

短期大学授業料 私立短期大学，昼間部，家政系，入学金 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〕８Ｇ
Ｂ，マルチタッチディスプレイ付き，曲名表示付
き，「ｉＰｏｄ ｎａｎｏ」

専門学校授業料
私立専門学校，昼間部，看護学科，修業年限３
年，授業料

カメラ

デジタルカメラ，コンパクトカメラ，〔有効画素数〕１
２１０万～１６２０万，〔光学ズーム〕４～５倍，〔液晶
サイズ〕３．０～３．５型，タッチ操作機能付き，特
殊機能付きは除く

専門学校授業料
私立専門学校，昼間部，看護学科，修業年限３
年，入学金

ビデオカメラ

〔記録媒体・容量〕内蔵メモリー＇６４ＧＢ（・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

幼稚園保育料 公立幼稚園，２年保育，保育料 ピアノ
アップライト，８８鍵，３本ペダル，黒，「ヤマハ　Ｙ
Ｕ３３」

幼稚園保育料 公立幼稚園，２年保育，入園料 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

幼稚園保育料 私立幼稚園，保育料，３年保育 パーソナルコンピュータ ノート型

幼稚園保育料 私立幼稚園，入園料，３年保育 プリンタ

インクジェットプリンタ，複合機，〔最高解像度〕９６００×
２４００ｄｐｉ，〔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」

学習参考書 高校生用，英語,「基礎英語長文問題精講」 電子辞書

学生タイプ又は生活タイプ，〔収録コンテンツ〕１３
０～１４０，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　ブ
レーン」

学習参考書 高校生用，国語，「入試現代文へのアクセス」 ＇ 教 養 娯 楽 用 品 （ ボールペン

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」

学習参考書
高校生用，数学，「チャート式基礎からの数学Ⅰ
＋Ａ」

マーキングペン
水性，蛍光ペン，細・太両用書き＇ツインタイプ（，
「蛍光オプテックスケア」，「プロパス２」，「スポット
ライター２」又は「蛍コート」

教科書 高等学校用，「国語総合」 ノートブック
学習・事務用，普通ノート，〔サイズ〕６号＇１７９ｍ
ｍ×２５２ｍｍ（，罫入り，中紙枚数３０枚

教科書 高等学校用，「数学Ⅰ」 セロハン粘着テープ
透明セロハン，幅１８ｍｍ×長さ３５ｍ，「セロテー
プ」又は「セキスイセロテープ」

教科書 高等学校用，「英語Ⅰ」 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

＇ 補 習 教 育 （ 月謝＇学習塾（
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

ＯＡ用紙
コピー用紙＇ＰＰＣ用紙（，Ａ４サイズ，白，〔紙厚〕
６４ｇ／㎡，５００枚

月謝＇学習塾（
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

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」

予備校授業料
高等学校卒業生対象，私立大学文系コース又は
私立大学理系コース，授業料＇通信衛星授業を
含む（

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」

【 教 養 娯 楽 】
＇教養娯楽用耐久財（

テレビ
液晶テレビ，３２Ｖ型，地上デジタルチューナー２
基内蔵,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

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，「ＸＸＩＯ７＇ゼクシオセブン（ＭＰ７０
０」



消費者物価指数採用品目一覧表（平成22年基準）

費目 品        名 銘                 柄 費目 品        名 銘                 柄

テニスラケット

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」

植木鉢 素焼き鉢，丸鉢，５号＇上口直径１５ｃｍ程度（

釣ざお
磯ざお，振出しざお，カーボン製＇カーボン含有
率９５～９９％（，全長５．２０～５．５０m，継数５本
又は６本，錘負荷１～６号，中級品

ペットフード
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」

トレーニングパンツ
ロングパンツ，〔素材〕ポリエステル１００％，〔サイ
ズ〕Ｓ～Ｌ，中級品，「アディダス」，「ナイキ」又は
「プーマ」

乾電池 筒形アルカリ乾電池，単３形，４個入り

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」

ペットフード
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＇１６０ｇ入り（，３缶入り，普通品

人形 コレクション人形，「シルバニアファミリー＇お母さん（」 記録型ディスク
ＤＶＤ，録画用，ＤＶＤ－Ｒ，〔記録容量〕４．７Ｇ
Ｂ，１～１６倍速対応，ＣＰＲＭ対応，１０枚入り，特
殊加工を除く

がん具自動車 ミニカー，「トミカ＇Ｎｏ．１～Ｎｏ．１２０（」 メモリーカード
ＳＤメモリーカード，ＳＤＨＣカード，４ＧＢ，〔ＳＤス
ピードクラス〕ＣＬＡＳＳ４

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」

＇書籍・他の印刷 物（ 新聞代＇地方・ブロック紙（ 日刊，一般新聞，「朝刊」又は「統合版」，月ぎめ

家庭用ゲーム機
据置型，〔HDD容量〕１６０GB，ワイヤレスコント
ローラ付き，無線LAN対応，「ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ ３」 新聞代＇全国紙（ 日刊，邦字一般新聞，朝夕刊，月ぎめ，全国紙

家庭用ゲーム機

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インチ，下画面；アナロ
グタッチスクリーン付き・３．０２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３ＤＳ」

新聞代＇全国紙（
日刊，邦字一般新聞，統合版＇夕刊なし（，月ぎ
め，全国紙

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

月刊誌 総合誌，「文芸春秋」，調査日現在の最新号

コンパクトディスク アルバム，邦盤，Ｊ‐ＰＯＰ 月刊誌
尐年誌，「月刊尐年マガジン」，調査日現在の最
新号

ビデオソフト
ＤＶＤ，映画＇アニメーションを除く（，初回限定版
は除く

月刊誌
趣味教養誌，「趣味の園芸」，調査日現在の最新
号

切り花 カーネーション＇白を除く（，スプレータイプ 月刊誌
生活情報誌，「オレンジページ」，調査日現在の
最新号

切り花 きく，輪もの＇直径５～１０cm（ 月刊誌
パソコン誌，「日経ＰＣ２１」，調査日現在の最新
号

切り花 バラ，輪もの 月刊誌 女性誌，「ＭＯＲＥ」，調査日現在の最新号

ペット美容院代

犬，トイプードル，コース内容＇ブラッシング，シャ
ンプー・リンス，カット，ドライヤー乾燥，爪きり，耳
掃除，足裏カット，肛門腺絞りのうちカットを含む７
又は８種類（

週刊誌 女性誌，「女性セブン」，調査日現在の最新号

園芸用肥料
家庭園芸専用，液体，原液，ポリ容器入り＇８００
ｍＬ入り（，「ハイポネックス原液」又は「花工場原
液」

週刊誌 総合誌，「週刊文春」，調査日現在の最新号

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

週刊誌
尐年誌，「週刊尐年ジャンプ」，調査日現在の最
新号
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費目 品        名 銘                 柄 費目 品        名 銘                 柄

週刊誌
男性誌，「ヤングマガジン」，調査日現在の最新
号

映画観覧料 一般

辞書 英和辞典，並装，「ジーニアス英和辞典」 演劇観覧料 ミュージカル演劇，「劇団四季」，Ｓ席＇一般（

単行本 岩波新書 サッカー観覧料 Ｊリーグ，Ａ席

単行本 新潮文庫 サッカー観覧料 Ｊリーグ，Ｂ席

＇教養娯楽サービス（ 外国パック旅行費
東京＇成田（発北京フリープラン３日間，２名１室
利用，大人１名，燃油サーチャージ及び空港施
設使用料等の諸費用を含む

プロ野球観覧料 公式戦，内野指定席，大人

外国パック旅行費

東京（成田）発ロサンゼルスフリープラン５
日間，２名１室利用，大人１名，燃油サー
チャージ及び空港施設使用料等の諸費用を含
む

プロ野球観覧料 公式戦，外野指定席，大人

外国パック旅行費
東京＇成田（発ホノルルフリープラン６日間，２名１
室利用，大人１名，燃油サーチャージ及び空港
施設使用料等の諸費用を含む

ゴルフ練習料金 平日，ボール150個

外国パック旅行費
東京＇成田（発パリフリープラン６日間，２名１室利
用，大人１名，燃油サーチャージ及び空港施設
使用料等の諸費用を含む

ゴルフ練習料金 平日，一般，入場料

外国パック旅行費
東京＇成田（発シドニーフリープラン５日間，２名１
室利用，大人１名，燃油サーチャージ及び空港
施設使用料等の諸費用を含む

ゴルフ練習料金 平日，最低貸出し個数

月謝＇学習塾に係るものを除
く。（

水泳教室＇スイミング・クラブ（，児童コース＇初心
者向き（，週１回

ゴルフ練習料金 平日，ボール代

月謝＇学習塾に係るものを除
く。（

料理教室，一般家庭料理，月４回，材料費を含
む

ゴルフプレー料金
メンバーシップゴルフ場，ビジター料金，平日，１
８ホール＇１ラウンド（のグリーンフィ＇ゴルフ場利用
税を含む（

月謝＇学習塾に係るものを除
く。（

カルチャーセンターにおける社交ダンス教室，グ
ループレッスン，初級クラス，レッスン料

テニスコート使用料
民営テニスコート，屋外コート，砂入り人工芝コー
ト又はハードコート，ビジター料金，平日，昼間，
１面

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，一般コース，入所
から卒業までの総費用

プール使用料 公営プール，屋内，一般，２時間

月謝＇学習塾に係るものを除
く。（

音楽教室＇ピアノ（，小学生，個人レッスン，初
級，週１回

ボウリングゲーム代 一般，平日，午後６時後の料金

月謝＇学習塾に係るものを除
く。（

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

フィットネスクラブ使用料
プール・トレーニングジム・フィットネススタジオを
有するフィットネスクラブ，個人会員の会費＇利用
日時の制限なし（

月謝＇学習塾に係るものを除
く。（

書道教室，小学生，週１回 放送受信料
ＣＳ放送受信料＇スカイパーフェクＴＶ！（，基本
料金

放送受信料 ＮＨＫ放送受信料，地上契約，口座振替等 放送受信料
ＣＳ放送受信料＇スカイパーフェクＴＶ！（，パック
料金，「スカパー！よくばりパック」

放送受信料 ＮＨＫ放送受信料，衛星契約，口座振替等 ケーブルテレビ利用料
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
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遊園地入園料 フリーパス料金，休日，１日，大人 エステティック料金

フェイシャル，アンチエイジング又は美肌を目的とした
コース，施術内容＇クレンジング・洗顔，ピーリング，吸
引，イオン導入，リフティング，リンパドレナージュ，マッ
サージ，パック，トリートメント，整肌のうち５施術以上（，
施術時間６０～７５分，女性，ビジター料金

美術館入館料＇独立行政法
人（

大人，常設展＇平常展（ 理髪料 総合調髪，大人

美術館入館料＇独立行政法
人（

大人，特別展＇企画展（ 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（

美術館入館料＇公立（ 一般，常設展＇平常展（ 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（

美術館入館料＇公立（ 一般，特別展＇企画展（ 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

競馬場入場料 中央競馬会 ＇ 理 美 容 用 品 （ 電気かみそり
往復式，３枚刃，充電・交流式，充電時間１時
間，水洗いタイプ，自動電圧切替機能付き，特殊
機能付きは除く

写真プリント代
デジタルプリント，Ｌサイズ又はＤＳＣサイズ，当日
仕上げ

歯ブラシ ナイロン毛，大人用，「ビトイーンライオン」

宿泊料
民営宿泊施設，和式の構造及び設備を主とする
施設，和室，１泊２食付き＇税・サービス料込み（，
平日

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「カウブランド青箱」＇１個１３５ｇ（

宿泊料
民営宿泊施設，和式の構造及び設備を主とする
施設，和室，１泊２食付き＇税・サービス料込み（，
休前日

シャンプー
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」又は「Ｔ
ＳＵＢＡＫＩ　シャイニング　＜シャンプー＞」

宿泊料
民営宿泊施設，洋式の構造及び設備を主とする
施設，洋室，ツイン，１泊朝食付き＇税・サービス
料込み（，平日

歯磨き
練り歯磨き，１４０ｇ入り，「デンタークリアMAXライ
オン」

宿泊料
民営宿泊施設，洋式の構造及び設備を主とする
施設，洋室，ツイン，１泊朝食付き＇税・サービス
料込み（，休前日

ヘアコンディショナー

詰め替え用，袋入り＇３８０～４４０ｍＬ入り（，「ＴＳ
ＵＢＡＫＩ　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」

ビデオソフトレンタル料 ＤＶＤビデオ，旧作，洋画，７泊８日 ヘアカラー
白髪用，早染めクリーム，箱入り＇１剤４０ｇ・２剤４
０ｇ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」

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時間の料金

ボディーソープ 詰め替え用，袋入り＇４００ｍＬ入り（，「ビオレｕ」

獣医代 狂犬病予防接種料，注射済票交付手数料は除く 洗顔料
洗顔フォーム，チューブ入り＇１３０ｇ入り（，「ビオ
レスキンケア洗顔料」

インターネット接続料 ＡＤＳＬ利用料金及びプロバイダ料金，既設回線 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」

音楽ダウンロード料 携帯電話向け，着うたフル ヘアートニック
瓶入り＇２００ｍL入り（，「アウスレーゼヘアトニック
ＮＡ」

インターネット接続料
光ファイバー利用料金及びプロバイダ料金，既
設回線

クリーム
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」

【 諸 雑 費 】
＇ 理 美 容 サ ー ビ ス （

入浴料
物価統制令適用外の公衆浴場の入館料＇タオル
及び館内着の料金を含む（，平日，大人

クリーム
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」
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費目 品        名 銘                 柄 費目 品        名 銘                 柄

化粧水

セルフ化粧品，ポリ容器入り＇２００ｍＬ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」

たばこ 国産品，「セブンスター」，２０本入り

ファンデーション

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」

たばこ 国産品，「キャスター・マイルド」，２０本入り

ファンデーション

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」

たばこ 両切たばこ，「ピース」，１０本入り

口紅
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」

たばこ 輸入品，「ケント・１・１００・ボックス」，２０本入り

口紅
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」

たばこ
輸入品，「マールボロ　ライト　メンソール　ボック
ス」，２０本入り

乳液

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」

＇ そ の 他 （ 印鑑証明手数料 印鑑証明手数料

乳液

セルフ化粧品，ポリ容器入り＇１３０ｍＬ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」

戸籍抄本手数料 戸籍抄本手数料

＇ 身 の 回 り 用 品 （ 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〕６５ｃｍ，ジャンプ式，普
通品

パスポート取得料
一般旅券，１０年用，数次往復用，新規発給手数
料

通学用かばん ランドセル，合成皮革製，たて型，普通品 介護料
通所介護費＇利用者負担分（，通常規模型通所
介護費，所要時間６時間以上８時間未満，要介
護２，入浴介助付き

ハンドバッグ＇輸入品を除
く。（

手提げ型＇ショルダー兼用型を含む（，牛革製
＇カーフ，スエード，エナメル及び型押しを除く（，
〔サイズ〕２６～３０ｃｍ，中級品

介護料
訪問介護費＇利用者負担分（，身体介護，〔利用
時間帯〕午前８時～午後６時，〔所要時間〕３０分
未満，２級訪問介護員１人

ハンドバッグ(輸入品)
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（」

保育所保育料
公立保育所，２歳児，１人が入所，所得税額１６
５，０００円の世帯が支払う保育料

旅行用かばん
スーツケース，ハードタイプ，高さ７０cm程度，特
殊ロック付き，キャスター付き＇４輪（，中級品

振込手数料
銀行振込手数料，ＡＴＭ＇現金（利用，３万円を
自行本支店宛に振り込んだ場合の手数料

指輪
平型又は甲丸，プラチナ９００＇Ｐｔ９００（，〔重さ〕
３．５～４ｇ

振込手数料
銀行振込手数料，窓口利用，３万円を他行宛に
振り込んだ場合の手数料

腕時計

国産品，男性用，クオーツ，太陽電池時計，電波
修正機能付き，アナログ表示，〔ケース＇側（〕ステ
ンレススチール，〔バンド〕ステンレススチール，中
級品，「シチズンフォルマ」又は「セイコースピリッ
ト」

振込手数料
銀行振込手数料，ＡＴＭ＇カード（利用，３万円を
他行宛＇電信（に振り込んだ場合の手数料

ハンカチーフ
紳士用，綿１００％，格子柄，〔サイズ〕４６～４８ｃ
ｍ，普通品

傷害保険料

普通傷害保険，基本契約，職種級別Ａ，死亡・後
遺障害保険金５００万円，入院保険金＇日額（３,０
００円，通院保険金＇日額（１,０００円，賠償責任
保険金３，０００万円，保険期間１年，月払い


