
銘柄
符号

品　目 新基本銘柄 旧基本銘柄 単位 改正月

1321 バ  タ  ー
カルトン入り（200g入り）
 商標指定

カルトン入り（200g入り）、「雪印北海道
バター」

１箱

1513 レ  モ  ン １個110～160g １個110～130g、「サンキスト」 １kg

1591 みかん缶詰
シラップづけ、並ぶた缶、内容総量
425g入り
 商標指定

シラップづけ、４号缶（435g入り）
 商標指定

１缶

1784 ゼ  リ  ー
フルーツゼリー、果肉入り、カップ入り
（150～250g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
（110g又は120g入り）、普通品
 商標指定

１個

1891 混ぜごはんのもと
釜めしの素、箱入り（134g入り）、「丸美
屋 とり釜めしの素」又は「丸美屋 五目
釜めしの素」

釜めしの素、箱入り（120g入り）、「丸美
屋 とり釜めしの素」

１箱

1914 ウーロン茶
ウーロン茶飲料、ペットボトル入り（2,000
ｍＬ入り）
 商標指定

ウーロン茶飲料、缶入り（340g入り）
 商標指定

１缶
 ↓
１本

1951 コ  ー  ラ ペットボトル入り（500ｍＬ入り） 缶入り（350ｍ入り）、「コカ・コーラ」
１缶
 ↓
１本

2041 ぶ ど う 酒

瓶詰（720mＬ入り）、アルコール分15％
未満、「メルシャンビストロ」、「サントリー
ワインデリカメゾン」、「ポレールうれしい
ワイン」又は「マンズ・モンフレール」

瓶詰（720ｍ入り）、アルコール分15％
未満、白又は赤、「サントリーワイン・レ
ゼルブ」、「メルシャン・セレクト」又は「マ
ンズ・ハーベスト」

１本

3143 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
※ 商標・品名指定

合成樹脂エマルションペイント（水性塗
料）、建物用（木部及び木部・壁）、0.7
入り
※ 商標・品名指定

１缶

4003 電子レンジ

〔高周波出力〕「連続出力500～700Ｗ」
又は「短時間高出力700～900Ｗ」、〔庫
内容量〕18～26Ｌ、オーブン・グリル機
能付き、自動解凍機能付き、特殊機能
付きは除く
※ 商標・型式番号指定

高周波出力500Ｗ又は600Ｗ、オーブ
ン・グリル・自動解凍機能付き
※ 商標・型式番号指定

１台

4021 電気冷蔵庫

冷凍冷蔵庫、５ドア（独立製氷室付き）、
〔定格内容積〕401～456Ｌ、インバー
ター内蔵、特殊機能付きは除く
※ 商標・型式番号指定

冷凍冷蔵庫、４ドア、〔定格内容積〕375
～415Ｌ、自動製氷機能付き
※ 商標・型式番号指定

１台

4042
電気洗濯機(全自
動式)

全自動、インバーター内蔵、〔洗濯・脱
水容量〕7.0kg、特殊機能付きは除く
※ 商標・型式番号指定

全自動式、マイコン制御装置付き、〔洗
濯・脱水容量〕5.0㎏～5.5kg、特殊機能
付きは除く
※ 商標・型式番号指定

１台

4073 電気ごたつ

家具調こたつ、〔消費電力〕500Ｗ、〔天
板表面材〕メラミン化粧板、〔サイズ〕75
×75cm
調査月 １ 月～３月、    １０月～１２月
※ 商標・型式番号指定

家具調こたつ、〔消費電力〕500Ｗ、〔天
板表面材〕メラミン化粧板、〔サイズ〕70
～79cm角
調査月 １ 月～３月、    １０月～１２月
※ 商標・型式番号指定

１台

4331 な      べ(国 産 品)

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
※ 商標・品名指定

アルミニウム製（アルマイト加工）、両手
なべ（深さ９～10cm）、径20cm、中級品
※ 商標・品名指定

１個

付録 2　平成13年に改正した基本銘柄の新旧対照表

1051 即席中華めん
即席中華めん、袋入り（95～105g入
り）、５食入り

即席中華めん、袋入り（100g入り）、JAS
規格品

 　１袋
　　↓
　１パック

1月
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4341 や  か  ん

平底、アルミニウム製（アルマイト加
工）、〔サイズ〕3.0Ｌ、〔満水容量〕3.1～
3.5Ｌ、〔底の厚さ〕0.7～1.3mm、中級品
※ 商標・品名指定

アルミニウム製（アルマイト加工）、平
底、２入り、中級品
※ 商標・品名指定

１個

4393 ヘルスメーター
デジタル表示、体脂肪計付き、一体型
又は分離型、登録人数４人
※ 商標・品番指定

機械式、アナログ表示
 商標指定

１台

4461 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、箱又は袋入り
（24～32個入り）
 商標指定

パラジクロルベンゼン製剤、袋入り（隅
を切らずに使うタイプ）、内容量400g入
り
 商標指定

１袋
 ↓
１箱(袋)

5101 背  広  服(夏 物)

夏物、シングル上下、〔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、中級品
調査月  ４月～９月

シングル上下、夏物、並型、〔表地〕ポリ
エステル混紡（ポリエステル55％・毛
45％）、中級品、〔裏地〕ポリエステル
100％
調査月  ４月～９月

１着

5122 男子ズボン（夏 物）

夏物、スラックス、毛60％以上・ポリエス
テル混用、〔サイズ〕Ｗ79～85cm、中級
品
調査月  ４月～９月

並型、夏物、ポリエステル混紡（ポリエス
テル50％・毛50％）、中級品
調査月  ４月～９月

１本

5165 婦人スーツ
春物、〔素材〕毛・化学繊維混用、〔サイ
ズ〕「７～11号」又は「Ｍ」、中級品
調査月  ２月～４月

春物、「毛・化学繊維混用」又は「毛・化
学繊維・絹10％程度混用」、普通サイ
ズ、中級品
 素材を都市ごとに指定
調査月  ２月～４月

１着

5166 婦人スーツ

夏物、半袖、〔素材〕麻・化学繊維混
用、〔サイズ〕「７～11号」又は「Ｍ」、中
級品
調査月 ５月～８月

夏物、半袖、「化学繊維・麻混用」又は
「綿・麻混用」、プレタポルテを除く
 素材を都市ごとに指定
調査月 ５月～８月

１着

5169 ス カ ー ト

夏物、〔素材〕「麻・化学繊維混用」又は
「綿・化学繊維混用」、〔サイズ〕Ｗ64～
70cm、中級品
調査月 ４月～８月

夏物、「化学繊維・麻混用」又は「綿・化
学繊維混用」、普通サイズ、中級品
 素材を都市ごとに指定
調査月 ４月～８月

1枚

5171 ス カ ー ト
春夏物、〔素材〕ポリエステル100％、
〔サイズ〕Ｗ64～70cm、中級品
調査月 ２月～４月、 ８月～９月

春夏物、〔繊維・混用率〕「ポリエステル
65％・レーヨン35％」又は「ポリエステル
100％」、普通サイズ、中級品、ニットを
除く
 繊維・混用率を都市ごとに指定
調査月 ２月～４月、 ８月～９月

1枚

5341 ブラジャー
〔カップ〕レース又はシームレス、〔サイ
ズ〕Ｂ70又はＢ75、中級品
※ 商標・品番指定

〔サイド〕パワーネット、〔カップ〕ナイロン
レース、〔サイズ〕Ａ70又はＡ75（特殊型
を除く）、中級品

１枚

5361 ス リ ッ プ
ポリエステル100％、〔サイズ〕バスト85～
90cm、丈80～90cm、中級品
※ 商標･品番指定

ナイロントリコット（ナイロン100％）、白又
はベージュ、普通サイズ、普通品

１枚

5631 運  動  靴(大人用)

大人用、スニーカー、〔甲〕｢ナイロン｣、｢
合成皮革｣又は｢ナイロン＋合成皮革｣、
〔底〕｢ゴム底｣又は｢合成底｣、ひもタイ
プ、中級品
 商標指定

テニス又はローバスタイプ、綿布地、
白、ひも付き、ゴム底、24.5cm程度、中
級品
 商標指定

１足

6002
感  冒  薬(解熱鎮
痛剤)

解熱鎮痛剤、錠剤、箱入り(20錠入り)、
「バファリンＡ」又は｢新セデス錠｣

解熱鎮痛剤、「バファリンＡ（24錠入り）」 １箱

6062 目     薬
点眼薬、疲れ目用、12mＬ入り、「ロート
ジーファイニュー」、「サンテドウプラス
Ｅ」又は｢サンテＦＸネオ｣

点眼薬、疲れ目用、12mＬ入り、「ロート
ジーファイ」、「サンテドウプラスＥ」又は
「サンテＦＸネオ」

１個

6101 生理用紙綿
昼用、スリム、34～40個入り
 商標指定

普通用、40個入り、「ロリエやわらかメッ
シュデリケートスリム」又は「ウィスパーフ
レッシュスリム」

１袋

1月
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6121 眼     鏡

〔レンズ〕プラスチックレンズ、非球面レ
ンズ、近視用、度数－2.00、「ＨＯＹＡ
ニュールックス」、「ニコンライトハードクリ
アコート－ＡＳ」又は「セイコースーパー
プラックス・ダイヤマルチコートⅡ」、〔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

〔レンズ〕プラスチックレンズ、球面レン
ズ、度数±4.00、「ＨＯＹＡハイルックス
ハードマルチコート」、「ニコンライト70
ハードクリアコート」又は「セイコープラッ
クス・ダイヤマルチコートⅡ」、〔フレー
ム〕男子用、メタルフレーム、中級品、加
工料を含む

１個
↓
１式

6131 体  温  計
一般用、電子式、わき下・舌下両用、
「けんおんくんＭＣ－１０７ＢＷ」又は「テ
ルモＥＴ－Ｃ８６３Ｐ１」

平型、容器付き、「仁丹印」又は「東芝
印（ネオブルーＡ）」

１本

7201 自  転  車
軽快車、26型、変速機なし、中級品
※ 商標・型式番号指定

軽快車、26型
※ 商標・型式番号指定

１台

7311 自動車タイヤ

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〕１７５／７０Ｒ１３ ８
２Ｓ
※ 商標・品名指定

小型乗用車用、〔サイズ〕１５５ＳＲ１３、ス
チールラジアル、チューブレスタイヤ
 商標指定

１本

7342 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
※ 駐車場指定

月ぎめ駐車料金、小型自動車
※ 駐車場指定

１か月

7351 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

免許証更新手数料 １件

7378 自動車保険料
自動車損害賠償責任保険料（本土
分），軽自動車，保険期間24か月

自動車損害賠償責任保険料（本土
分），軽自動車，保険期間12か月

１件

7388 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，保険期間24か月

自動車損害賠償責任保険料（沖縄
分），軽自動車，保険期間12か月

１件

9021 ス テ レ オ

ミニコンポーネントステレオセット、〔プレ
ヤー部〕ＣＤプレーヤー、〔アンプ部〕実
用最大出力15Ｗ＋15Ｗ～30Ｗ＋30
Ｗ、〔チューナー部〕ＦＭ／ＡＭ、〔デッ
キ部〕ミニディスク（ＭＤ）
※ 商標・型式番号指定

ミニミニコンポーネントステレオセット、
〔プレーヤー部〕ＣＤプレーヤー、〔アン
プ部〕実用最大出力40Ｗ＋40Ｗ～70Ｗ
＋70Ｗ、〔チューナー部〕ＦＭ／ＡＭ、
〔デッキ部〕ミニディスク（ＭＤ）
※ 商標・型式番号指定

１ｾｯﾄ

9042 ビデオカメラ

家庭用、デジタル方式、液晶モニター
付き、〔ズーム〕光学10～12倍、デジタ
ル40～200倍、〔レンズ〕Ｆ1.4～2.5、別
売りの付属品は除く
※ 商標・型式番号指定

家庭用、デジタル方式、液晶モニター
付き、〔ズーム〕光学10～14倍（デジタル
20～40倍）、〔レンズ〕Ｆ1.4～2.9、別売り
の付属品は除く
※ 商標・型式番号指定

１台

9061 学  習  机

学童用、移動式脇机付き、分離型ハイ
タイプ、〔天板〕天然木、〔外形寸法〕幅
100～110cm、中級品、別売りの付属品
は除く
調査月 １月～３月

学童用、片袖机、木製、〔甲板〕天然
木、本棚及び蛍光灯付き、〔外形寸法〕
幅100～110cm、中級品、別売りの付属
品は除く
調査月 １月～３月

１台

9132 ゴルフボール
輸入品、ツーピースボール、１ダース入
り、「タイトリスト ＨＰツアー」又は「タイトリ
スト ＤＴディスタンス」

輸入品、ツーピースボール、１ダース入
り、「ＨＰ２ツアー（タイトリスト）」又は「ＤＴ
ツーピース（タイトリスト）」

１箱

9143
テニスラケット(国産
品)

硬式ラケット、フレーム（ガットを除く）、
〔素材〕高弾性カーボン＋チタンメッシュ
＋アルティマムチタン、ケース付き
※ 商標・品番指定

硬式ラケット、フレーム（ガットは除く）、
ケース付き、〔サイズ〕ミッド、〔材質〕グラ
ファイト＋グラスファイバーコンポジット
※ 商標・品番指定

１本

9391
ビデオソフトレンタ
ル料

旧作、洋画、７泊８日 劇映画、洋画、１泊２日 １本

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

コールド（セットを含む） １回

9603
電気かみそり（輸入
品）

輸入品、ドイツ製、往復式、充電交流
式、充電時間１時間、３枚刃、「ブラウン
ＢＳ ５ ４２７」

輸入品、ドイツ製、往復式、充電交流
式、充電時間１時間、３枚刃、「ブラウン
ＢＳ ５ ４１８」

１個

1月
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9622 シャンプー
液体、ポリ容器入り（550mＬ入り）、ポン
プタイプ
 商標指定

液体、ポリ容器入り（750ml入り）、ポンプ
タイプ、「ラックススーパーリッチシャン
プー」又は「エッセンシャルシャンプー」

１本

9624 ヘアリンス
液体、ポリ容器入り（700mＬ入り）、ポン
プタイプ
 商標指定

液体、ポリ容器入り（700ｍ入り）、ポン
プタイプ、「資生堂スーパーマイルドリン
ス」

１本

9741 指     輪
平型又は甲丸、プラチナ900（Ｐｔ900）、
〔幅〕2.5～3.5ｍｍ、〔サイズ〕９～11号

甲丸、18Ｋ、3.75g、無地 １個

9752 腕  時  計(輸入品)

輸入品、紳士用、クオーツ、〔ケース〕18
金ゴールド＆ステンレス、「オメガ デ・ビ
ル（4330－62、7201－11、7400－11又
は7420－11）」

輸入品、紳士用、水晶発振式、〔ケース
（側）〕18金ゴールド＆ステンレス、「オメ
ガ デ・ビル」、中級品
※ 品番指定

１個

9761 ハンカチーフ
紳士用、綿100％、格子柄、〔サイズ〕46
～48cm、普通品

ローン（綿100％）、ボーダーチーフ、
白、約45cm、普通品

１枚

1501 りんご
ジョナゴールド､1個260～350g
調査月　 1月～3月、10月～12月

王林､1個260～350g
調査月　 1月～3月、10月～12月

1kg

1541 かき（果物）
1個190～260g
調査月　 10月～12月

富有､1個190～230g
調査月　 10月～12月

1kg

1642 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」

ポリ容器入り(500g入り)､「カゴメトマトケ
チャップ」

1本

1732 あめ

のど飴､袋入り(120ｇ入り)、「のど飴（ロッ
テ）」、「特選果のど飴（ロッテ）」又は「は
ちみつきんかんのど飴（ノーベル製
菓）」

ハードキャンデー､袋入り(155g入り)､「カ
ンロ飴」

1袋

1782 アイスクリーム
乳脂肪分8.0%以上､カップ入り(120mＬ
入り)
 商標指定

バニラアイスクリーム､乳脂肪分14.5%又
は15.0%､カップ入り(120m又は125m
入り)
 商標指定

1個

1783 ポテトチップス 袋入り(75～90g入り)
袋入り(90～130g入り)､成型ポテトチップ
スを除く

100g

1871 調理カレー
レトルトカレー､箱入り(210g入り)､「ククレ
カレー」又は「ボンカレーゴールド21」

レトルトカレー､箱入り(200g又は210g入
り)､JAS規格品､「ククレカレー」又は「ボ
ンカレーゴールド」

1箱

1911 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」

ティーバッグ､25袋入り､「日東紅茶デイ
リークラブ  ティーバッグ」､「リプトンイエ
ローラベル  ティーバッグ」又は「ブルッ
クボンドティーハウスブレンド  ティー
バッグ」

1箱

1931 果実飲料

果汁入り飲料、20～30%果実果汁入り､
ペットボトル入り(500mＬ入り)、「クー」、
「なっちゃん」、「キリン　きりり」又は「バ
ヤリース」

果汁入り飲料、30%オレンジ果汁入り､
ペットボトル入り(500ｍ入り)､「キリン
きりり  オレンジ」又は「バヤリース  オレ
ンジ」

1本

2011 焼ちゅう
乙類（本格焼酎）､〔原料〕麦、アルコー
ル分25度､1,800mＬ入り

甲類､アルコール分25度､瓶詰(1,800ｍ
入り)

1本

2141 ハンバーグ 定食 ハンバーグ､並､(ライスを除く) 1人前

2142 えびフライ 定食 並
1皿
 ↓
１人前

4011 ガステーブル

2口コンロ､グリル付き(片面焼き)､天ぷら
油過熱防止付き､〔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
※ 商標・型式番号指定

家庭用､2口コンロ､片面焼きグリル付き､
天ぷら油過熱防止付き､〔トッププレー
ト〕フッ素加工
※ 商標・型式番号指定

1台

7月

1月



銘柄
符号

品　目 新基本銘柄 旧基本銘柄 単位 改正月

付録 2　平成13年に改正した基本銘柄の新旧対照表

4051 ミシン
電子ミシン、[本体重量]6ｋｇ以上、自動
糸調子付き、特殊機能付きは除く
※ 商標・型式番号指定

家庭用､電子ミシン(電子速度制御式)､
水平全回転カマ付き
※ 商標・型式番号指定

1台

4063 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
2.2kW､暖房3.2kW、インバーター内
蔵、〔エネルギー消費効率〕5.27以上、
高性能機能付き、特殊機能付きは除く
※ 商標・型式番号指定

冷房･ヒートポンプ暖房兼用タイプ､セパ
レート型､壁掛型､省エネ機能付き、イン
バーター内蔵､空気清浄機能付き、〔定
格時能力〕冷房2.2kW､暖房3.2kW、特
殊機能付きは除く
※ 商標・型式番号指定

1台

4082 洋服だんす

〔正面板表面材〕天然木､〔内張材〕天
然木化粧合板､〔サイズ〕幅120～140ｃ
ｍ･奥行57～64cm･高さ185～206cm､3
枚扉、引き出しなし､中級品

〔正面板表面材〕天然木化粧合板､〔内
側〕桐張り､扉3､〔サイズ〕幅120cm･奥行
60cm･高さ192cm程度､引き出しなし､中
級品

1本

4251 敷布
綿100%､シングルサイズ（ベッド用を除
く）、普通品

平織(綿100%)､白､〔サイズ〕140cm×
240cm程度､普通品

1枚

4431 台所用洗剤

野菜･果物・食器･調理用具用合成洗
剤､液状､詰め替え用、ポリ容器入り
（450mＬ入り）、「除菌ができるジョイ」、
「なめらかフィールジョイ」、「ファミリー
ピュア」又は「ファミリーピュアマイルド」

食器･野菜･果物洗い用中性洗剤､液
状､600ｍ入り､「チャーミーグリーン」
又は「ファミリーフレッシュ」

1本

4442 柔軟仕上剤
洗濯用､詰め替え用、袋入り(６00mＬ入
り)､「ハミング1/3」､「フローラルハミング
1/3」､「ソフランＣ」又は「ソフト＆ドライ」

洗濯用､液体､濃縮タイプ､ポリ容器入り
(800ｍ入り)､「ハミング1/3」､「タッチ」､
「ソフランＣ」又は「ソフト＆ドライ」

1本
 ↓
１袋

5163 ワンピース

合物、袖なし､総裏、〔表地〕化学繊維
100%､〔サイズ〕「７～11号」又は「Ｍ」、中
級品
調査月　１月～４月、９月～１０月

長袖､プリント(ポリエステル100%)､中級
品
調査月　１月～４月、９月～１０月

1着

5164 ワンピース

冬物、長袖又は７分袖､〔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」、中
級品
調査月　10月～12月

長袖､毛100%､無地､中級品
調査月　10月～12月

1着

5182 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〕
キュプラ、〔サイズ〕「7～11号」又は
「Ｍ」､中級品
調査月　1月～2月、11月～12月

婦人用､冬物､総裏､並型､〔サイズ〕7～
11号､〔表地〕毛100%､〔裏地〕キュプラ
100%､中級品
調査月　1月～2月、11月～12月

1着

5191 男児ズボン
５分丈ズボン､〔素材〕綿100%､〔サイズ〕
120又は130、普通品

半ズボン､デニム(綿100%)､〔サイズ〕115
Ａ～130Ａ

1本

5491 毛糸
毛100%､玉巻、〔重さ〕50ｇ、〔長さ〕190～
210ｍ、中級品

手編糸(毛100%)､先染､中細､上､玉巻
500g
 ↓
１玉

6031 ドリンク剤
医薬部外品、瓶入り(100mＬ入り)､「リポ
ビタンＤ」、「リポビタンＤライト」、「チオビ
タドリンク」又は「エスカップ」

瓶入り(100mＬ入り)､「リポビタンＤ」 1本

6141 紙おむつ
乳幼児用､テープ型、Ｌサイズ、51枚入
り､「ムーニー」又は「メリーズ」

乳幼児用､Ｌサイズ(51枚又は52枚入り)､
「ムーニー(ユニ･チャーム)」､「パンパー
スさらさらケア(Ｐ＆Ｇ)」、「スーパーメ
リーズ(花王)」又は「メリーズ（花王）」

1袋

9032
ビデオテープレ
コーダー

家庭用､据置型､VHS方式､ＶＨＳﾊｲﾌｧ
ｲ､Ｇコード予約機能付き、特殊機能付
きは除く､付属品を含む
※ 商標・型式番号指定

家庭用､据置型､VHS方式､ﾊｲﾌｧｲﾀｲ
ﾌﾟ､特殊機能付きは除く､付属品を含む
※ 商標・型式番号指定

1台

7月
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9033
ミニディスクプレー
ヤー

ポータブルミニディスク(MD)プレー
ヤー､再生専用､ＭＤＬＰ対応付き
※ 商標・型式番号指定

ポータブルミニディスク(MD)プレー
ヤー､再生専用､液晶リモコン付き､充電
池･乾電池付き
※ 商標・型式番号指定

1台

9075 ワードプロセッサー
ﾗｯﾌﾟﾄｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ､ｶﾗｰ液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ､ｶﾗｰ
ｽｷｬﾅ内蔵､熱転写ﾌﾟﾘﾝﾀ付き
※ 商標・型式番号指定

ﾗｯﾌﾟﾄｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ､ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ入力､ｶﾗｰ液晶
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ､ｶﾗｰｽｷｬﾅ内蔵､通信機能内
蔵又は標準装備､熱転写ﾌﾟﾘﾝﾀ付き
※ 商標・型式番号指定

1台

9154
家庭用テレビゲー
ム機

ＤＶＤ－ＲＯＭドライブ､ＣＰＵ  128ビッ
ト､「プレイステーション２  ＳＣＰＨ－
30000」

ＤＶＤ－ＲＯＭドライブ､ＣＰＵ  128ビッ
ト､「プレイステーション２  ＳＣＰＨ－
18000」

1台

9162 フイルム
カメラ用､カラープリント用､35ミリ､ＩＳＯ
400､24枚撮り､3本入り、「フジカラー  Ｓ
ＵＰＥＲＩＡ  400」

カメラ用､カラー､35ミリ､ＩＳＯ400､24枚撮
り､3本入り、「フジカラー  ＳＵＰＥＲＩＡ
400」又は「コニカカラー  ＣＥＮＴＵＲＩＡ
400」

1パック

9163 フイルム
輸入品､カメラ用､カラープリント用､35ミ
リ､ＩＳＯ400、２７枚撮り､3本入り、「Kodak
ＭＡＸ　ｂｅａｕｔｙ　400」

輸入品､カメラ用､カラー､35ミリ､24枚撮
り､「Kodak GOLD 400」

1本
 ↓
１パック

9611 歯ブラシ ナイロン毛､大人用､「ドゥークリア」
合成樹脂柄､ナイロン毛､大人用､「ビト
イーンライオン」

1本

9621 化粧石けん
標準重量90～100g､3個入り､「花王ホワ
イト」、「カウブランド赤箱」、「スーパーマ
イルドソープ」又は「植物物語」

標準重量90g又は100g､3個入り､「花王
石鹸ホワイト」又は「牛乳石鹸､カウブラ
ンド赤箱」

1箱
 ↓
１パック

9661 化粧水
瓶入り（200mL）、「プレシャスターン　ク
リアローションNA」（素肌つるるん化粧
水）

「カネボウ　プレシャスターン　クリアロー
ションN（200m入り）」（素肌つるるん
化粧水）

1瓶
↓
1本

9752 腕時計

輸入品､男性用､クオーツ､〔ケース〕18
金＆ステンレス、「オメガ  デ･ビル」、中
級品
※ 品名・品番指定

輸入品､紳士用､クオーツ､〔ケース〕18
金ゴールド＆ステンレス、「オメガ  デ･ビ
ル(4330-62､7201-11､7400-11又は
7420-11)」

1個

9051 ピアノ
アップライト､88鍵､3本ペダル､黒､特製
ハンマー使用､専用高低自在いす付き､
｢ヤマハYU30｣

アップライト､88鍵、3本ペダル､黒､特製
ハンマー使用､専用高低自在いす付き､
｢ヤマハYU1｣

1台

9365 放送受信料
ＣＳ放送受信料（スカイパーフェクトＴ
Ｖ！）､基本料金

ＣＳ放送受信料､基本料金
※企業･パック指定

1か月

9366 放送受信料
ＣＳ放送受信料（スカイパーフェクトＴ
Ｖ！）､パック料金､｢スカパー!ベーシック
パック｣

ＣＳ放送受信料､パック料金
※企業･パック指定

1か月

7月

11月


