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1031 ゆでうどん １食入り（200～250ｇ入り），普通品 普通品
１ｋｇ
↓
１袋

1141 塩さけ ぎんざけ，切り身 切り身 100g

1333 ヨーグルト
プレーンヨーグルト，500ｇ入り
　商標指定

プレーンヨーグルト，ポリ容器入り（500ｇ又は
520ｇ入り）
　商標指定

１個

1653 即席スープ
粉末，ポタージュ，コーンクリーム，箱入り（４
袋，80ｇ入り），「クノールカップスープ　コーン
クリーム」

粉末，ポタージュ，コーンクリーム，箱入り（４
袋，69．6ｇ入り），「クノールカップスープ　コー
ンクリーム」

１箱

4121 カーペット
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〕
「185×185ｃｍ」又は「190×190ｃｍ」，中級品

タフテッドカーペット，無地，「アクリル100％」
又は「ポリエステル100％」，ピースもの，〔パイ
ル〕カット状；長さ６～８ｍｍ，江戸間
※　商標・品名指定

１畳
↓
１枚

4394 浄水器

蛇口直結型，〔ろ材〕活性炭・中空糸膜，〔ろ過
流量〕２Ｌ／分，〔ろ材の取替時期の目安〕５～
６か月（１日１０Ｌ使用した場合）
※　商標・型式番号指定

家庭用，蛇口直結型，〔ろ過流量〕２Ｌ／分，
〔ろ過材〕中空糸膜・活性炭
※　商標・型式番号指定

１台

5131
男子スリーシーズン
コート

シングル並型，〔表地〕「綿100％」又は「綿
50％以上・化学繊維混用」，ライニング付き，
中級品
調査月　１月～２月，11月～12月

シングル並型，〔表地〕綿100％，ライニング付
き，中級品
調査月　１月～２月，11月～12月

１着

5232 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
調査月　５月～９月

半袖，ポリエステル100％（ニットは除く。），無
地，〔サイズ〕Ｍ，特殊な飾り付きは除く，普通
品
調査月　５月～９月

１枚

5521 男子靴下
春夏物，綿・化学繊維混用，無地，〔サイズ〕25
ｃｍ，普通品
調査月　３月～９月

春夏物，綿・化学繊維混用，柄物，〔サイズ〕25
ｃｍ，普通品
調査月　３月～９月

１足

5522 男子靴下
秋冬物，毛・化学繊維混用，無地，〔サイズ〕25
ｃｍ，普通品
調査月　１月～３月，９月～１２月

秋冬物，毛・化学繊維混用，柄物，〔サイズ〕25
ｃｍ，普通品
調査月　１月～３月，９月～１２月

１足

5541 婦人ソックス
「化学繊維混用」又は「綿・化学繊維混用」，
無地，〔サイズ〕23cm，普通品

「化学繊維混用」又は「綿・化学繊維混用」，
白，〔サイズ〕23ｃｍ，普通品

１足

5572 マフラー
毛（カシミヤ100％），〔サイズ〕幅30ｃｍ・長さ
152ｃｍ，「バーバリー」，輸入品を除く
調査月　1月～２月，９月～12月

毛（カシミヤ100％），〔サイズ〕幅30ｃｍ・長さ
144ｃｍ， 「バーバリー」，輸入品を除く
調査月　１月～２月，９月～12月

１枚

7071 航空運賃
大人，片道，普通旅客運賃，東京～札幌
※　航空会社指定

大人，片道，普通旅客運賃（ジェット特別料金
を含む。），深夜便を除く，東京～札幌（日本
航空）

１回

7072 航空運賃
大人，片道，普通旅客運賃，東京～大阪
※　航空会社指定

大人，片道，普通旅客運賃（ジェット特別料金
を含む。），深夜便を除く，東京～大阪（日本
航空）

１回

7073 航空運賃
大人，片道，普通旅客運賃，東京～福岡
※　航空会社指定

大人，片道，普通旅客運賃（ジェット特別料金
を含む。），深夜便を除く，東京～福岡（日本
航空）

１回

7074 航空運賃
大人，片道，普通旅客運賃，東京～沖縄（那
覇）
※　航空会社指定

大人，片道，普通旅客運賃（ジェット特別料金
を含む。），深夜便を除く，東京～沖縄（那覇）
（日本航空）

１回

7075 航空運賃
大人，片道，普通旅客運賃，大阪～福岡
※　航空会社指定

大人，片道，普通旅客運賃（ジェット特別料金
を含む。），深夜便を除く，大阪～福岡（日本
航空）

１回
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7076 航空運賃
大人，片道，普通旅客運賃，東京～函館
※　航空会社指定

大人，片道，普通旅客運賃（ジェット特別料金
を含む。），深夜便を除く，東京～函館（全日
本空輸）

１回

7077 航空運賃
大人，片道，普通旅客運賃，東京～とかち帯
広
※　航空会社指定

大人，片道，普通旅客運賃（ジェット特別料金
を含む。），深夜便を除く，東京～とかち帯広
（日本エアシステム）

１回

7078 航空運賃
大人，片道，普通旅客運賃，東京～広島
※　航空会社指定

大人，片道，普通旅客運賃（ジェット特別料金
を含む。），深夜便を除く，東京～広島（全日
本空輸）

１回

7079 航空運賃
大人，片道，普通旅客運賃，東京～宮崎
※　航空会社指定

大人，片道，普通旅客運賃（ジェット特別料金
を含む。），深夜便を除く，東京～宮崎（全日
本空輸）

１回

7080 航空運賃
大人，片道，普通旅客運賃，大阪～松山
※　航空会社指定

大人，片道，普通旅客運賃（ジェット特別料金
を含む。），深夜便を除く，大阪～松山（全日
本空輸）

１回

7081 航空運賃
大人，片道，普通旅客運賃，大阪～鹿児島
※　航空会社指定

大人，片道，普通旅客運賃（ジェット特別料金
を含む。），深夜便を除く，大阪～鹿児島（全
日本空輸）

１回

7085 航空運賃
大人，片道，往復割引運賃，東京～札幌
※　航空会社指定

大人，片道，往復割引運賃（ジェット特別料金
を含む。），東京～札幌（日本航空）

１回

7086 航空運賃
大人，片道，往復割引運賃，東京～大阪
※　航空会社指定

大人，片道，往復割引運賃（ジェット特別料金
を含む。），東京～大阪（日本航空）

１回

7087 航空運賃
大人，片道，往復割引運賃，東京～福岡
※　航空会社指定

大人，片道，往復割引運賃（ジェット特別料金
を含む。），東京～福岡（日本航空）

１回

7088 航空運賃
大人，片道，往復割引運賃，東京～沖縄（那
覇）
※　航空会社指定

大人，片道，往復割引運賃（ジェット特別料金
を含む。），東京～沖縄（那覇）（日本航空）

１回

7089 航空運賃
大人，片道，往復割引運賃，大阪～福岡
※　航空会社指定

大人，片道，往復割引運賃（ジェット特別料金
を含む。），大阪～福岡（日本航空）

１回

7090 航空運賃
大人，片道，往復割引運賃，東京～函館
※　航空会社指定

大人，片道，往復割引運賃（ジェット特別料金
を含む。），東京～函館（全日本空輸）

１回

7094 航空運賃
大人，片道，往復割引運賃，東京～とかち帯
広
※　航空会社指定

大人，片道，往復割引運賃（ジェット特別料金
を含む。），東京～とかち帯広（日本エアシス
テム）

１回

7095 航空運賃
大人，片道，往復割引運賃，東京～広島
※　航空会社指定

大人，片道，往復割引運賃（ジェット特別料金
を含む。），東京～広島（全日本空輸）

１回

7096 航空運賃
大人，片道，往復割引運賃，東京～宮崎
※　航空会社指定

大人，片道，往復割引運賃（ジェット特別料金
を含む。），東京～宮崎（全日本空輸）

１回

7097 航空運賃
大人，片道，往復割引運賃，大阪～松山
※　航空会社指定

大人，片道，往復割引運賃（ジェット特別料金
を含む。），大阪～松山（全日本空輸）

１回
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7098 航空運賃
大人，片道，往復割引運賃，大阪～鹿児島
※　航空会社指定

大人，片道，往復割引運賃（ジェット特別料金
を含む。），大阪～鹿児島（全日本空輸）

１回

7103 乗用車
小型乗用車，全長3.40～4.70ｍ未満，全幅
1.48～1.70未満，排気量1,500～2,000ｃｃ未満
※車種指定

小型乗用車，全長3.40～4.70ｍ未満，全幅
1.48～1.70未満，排気量1,500～1,900ｃｃ未満
※車種指定

１台

7404 郵便料
書留料，現金以外のもの，損害要償額
100,000円まで

書留料，現金以外のもの，損害要償額10,000
円まで

１通

9154
家庭用テレビゲーム
機

DVD－ROMドライブ，CPU128ビット，「プレイ
ステーション２　ＳＣＰＨ－39000」

DVD－ROMドライブ，CPU128ビット，「プレイ
ステーション２　ＳＣＰＨ－30000」

１台

9190 園芸用土 培養土，袋入り（14Ｌ入り） 培養土，10Ｌ入り １袋

8103 学習参考書
数学，「チャート式基礎からの数学Ⅰ」，高校
生用

数学，「改訂新版　チャート式基礎からの数学
Ⅰ」，高校生用

１冊

8111 教科書 新学習指導要領に基づく国語総合 国語Ⅰ １冊

8112 教科書 新学習指導要領に基づく数学Ⅰ 数学Ⅰ １冊

8113 教科書 新学習指導要領に基づく英語Ⅰ 英語Ⅰ １冊

9387
宿泊料（民営宿泊施
設に係るものを除
く。）

公的宿泊施設，１泊２食付き
※　施設指定

公的宿泊施設，１泊２食付き，標準料金 １人

1051 即席めん
即席カップめん，中華タイプ，カップ入
り（77ｇ入り），「カップヌードル」

スナックめん，中華タイプ，カップ入り
（77ｇ入り），「カップヌードル」

１個

1107 さば まさば，丸（長さ25～40ｃｍ） 丸（長さ約25～35ｃｍ） 100ｇ

1591 みかん缶詰
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425ｇ入り
　商標指定

１缶

1631 みそ 米みそ，袋入り（１ｋｇ入り），並
並，袋入り（１ｋｇ入り）
　商標指定

１袋

1783 ポテトチップス
袋入り（70～130ｇ入り），成型ポテトチップスを
除く

袋入り（90～107ｇ入り） 100ｇ

1982 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」

ペットボトル入り（２Ｌ入り），「南アルプスの天然
水」又は「六甲のおいしい水」

１本

2001 清酒

特撰又は特撰に相当する清酒，本醸造酒，ア
ルコール分15度以上17度未満，瓶詰（1,800ｍ
Ｌ入り）
　商標・呼称指定

Ａ（特撰又は特撰に相当するもの），瓶詰
（1,800ｍＬ入り），アルコール分16度以上17度
未満
　商標・呼称指定

１本

2002 清酒

上撰又は上撰に相当する清酒，普通酒，アル
コール分14度以上16度未満，瓶詰（1,800ｍＬ
入り）
　商標・呼称指定

Ｂ（上撰又は上撰に相当するもの），瓶詰
（1,800ｍＬ入り），アルコール分15度以上16度
未満
　商標・呼称指定

１本

2003 清酒

佳撰又は佳撰に相当する清酒，普通酒，アル
コール分13度以上16度未満，紙容器入り
（2,000ｍＬ入り）
　商標・呼称指定

Ｃ（佳撰又は佳撰に相当するもの），瓶詰
（1,800ｍＬ入り），アルコール分15度以上16度
未満
　商標・呼称指定

１本

４月

1月

７月
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2041 ぶどう酒
瓶詰（720ｍＬ入り），アルコール分15％未満，
「ビストロ」，「うれしいワイン」又は「モンフレー
ル」

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」

１本

4412 ちり紙
ティシュペーパー，５箱入り，１箱360枚（180
組）入り，「エリエール」又は「クリネックス」

ティシュペーパー，５箱入り，１箱400枚（200
組）入り，「クリネックス」，「スコッティ」，「ネピ
ア」又は「エリエール」

１袋
↓

１パック

4431 台所用洗剤

合成洗剤，食器・調理用具用，液状，つめか
え用，ポリ容器入り（450ｍＬ入り），「まな板とス
ポンジの除菌ができるジョイ」，「アロマジョイ」
又は「チャーミーマイルド」

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」

１本

4442 柔軟仕上剤
洗濯用，つめかえ用，袋入り（600ｍＬ入り），
「ハミング１／３」，「フローラルハミング１／３」
又は「センイふんわりソフランＣ」

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」

１袋

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個入り），
有効期間６か月，「ムシューダ」又は「ミセスロイ
ド」

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＋12個入
り），有効期間６か月，「ムシューダ」又は「ミセ
スロイド」

１箱
（袋）

6101 生理用紙綿
昼用，レギュラー，ウィングなし，38個入り，「ロ
リエさらさらクッション」

昼用，スリム，34～40個入り
　商標指定

１袋

7433 運送料

宅配便運賃，重量５ｋｇ，縦・横・高さの合計80
ｃｍ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

宅配便運賃，重量10kg，普通サイズ，同一地
帯内運送
　宅配便名指定

１個

9132 ゴルフボール
輸入品，スリーピースボール，１ダース入り，
「タイトリスト　Ｎｅｗ　ＰｒｏＶ１」

輸入品，スリーピースボール，１ダース入り，
「タイトリスト　ProV１」

１箱

9154
家庭用テレビゲーム
機

ＤＶＤ－ＲＯＭドライブ，ＣＰＵ128ビット，「プレ
イステーション２　ＳＣＰＨ－50000」

DVD－ROMドライブ，CPU128ビット，「プレイ
ステーション２　ＳＣＰＨ－39000」

１台

9162 フイルム
カメラ用，カラープリント用，35ミリ，ＩＳＯ400，
27枚撮り，３本入り，「フジカラー　ＳＵＰＥＲＩＡ
Ｖｅｎｕｓ400」

カメラ用，カラープリント用，35ミリ，ＩＳＯ400，
27枚撮り，３本入り，「フジカラー ＳＵＰＥＲＩＡ
400」

１パック

9603 電気かみそり
輸入品，往復式，充電･交流式，充電時間４時
間，３枚刃，クリーン＆チャージ付き（水洗い対
応），「ブラウン ＢＳ 5790」

輸入品，往復式，充電交流式，充電時間１時
間，３枚刃，水洗いタイプ，「ブラウン　ＢＳ
5614」

１個

9672 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，ケース入り（13ｇ入り），「ホワイティア パ
クト」

セルフ化粧品，パウダータイプ，オールシーズ
ン用，ケース入り（13ｇ入り），「ホワイティア パ
クトＮＢ」

１個

7月


