
銘柄
符号

品　目 新基本銘柄 旧基本銘柄 単位 改正月

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
２．８ｋＷ，暖房３．２～３．６ｋＷ，
〔通年エネルギー消費効率〕６．３～６．
７，フィルター自動清掃機能付き，高性能
機能付き

※　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，〔定格時能力〕冷房
２．８ｋＷ，暖房３．０～３．６ｋＷ，
〔通年エネルギー消費効率〕６．２～６．
６，フィルター自動清掃機能付き，高性能
機能付き

※　商標・型式番号指定

１台

１月

7313 カーナビゲーショ
ン

一体型，〔記憶メディア〕ＨＤＤ，〔記憶
容量〕４０ＧＢ，〔画面サイズ〕７型，地
上デジタルチューナー内蔵，ＷＶＧＡディ
スプレイ付き，特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

一体型，〔記憶メディア〕ＨＤＤ，〔画面
サイズ〕７型，地上デジタルチューナー
セット，特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

１台

9198 記録型ＤＶＤ 録画用，ＤＶＤ－Ｒ，〔記録容量〕４．７
ＧＢ，１～８倍速対応，ＣＰＲＭ対応，１
０枚入り

録画用，ＤＶＤ－Ｒ，〔記録容量〕４．７
ＧＢ，１～８倍速対応，１０枚入り

１パック

1301 牛乳 牛乳，配達１本月ぎめ，瓶入り（１８０ｍ
Ｌ入り），瓶代を除く

牛乳，配達１本月ぎめ，瓶入り（２００ｍ
Ｌ入り），瓶代を除く

１本

1333 ヨーグルト プレーンヨーグルト，４５０～５００ｇ入
り，「明治ブルガリアヨーグルトＬＢ８
１」，「ビヒダスプレーンヨーグルトＢＢ
５３６」又は「ナチュレ恵ｍｅｇｕｍｉ」

プレーンヨーグルト，５００ｇ入り，「明
治ブルガリアヨーグルトＬＢ８１」又は
「ナチュレ恵ｍｅｇｕｍｉ」

１個
↓

１００ｇ

1794 冷凍調理ピラフ えびピラフ，袋入り（４３０～５００ｇ入
り）

えびピラフ，袋入り（４５０～５００ｇ入
り）

１００ｇ

9013 テレビ 液晶テレビ，３２Ｖ型，地上・ＢＳ・１１
０度ＣＳデジタルチューナー内蔵，ハイビ
ジョン対応パネル，ＨＤＭＩ端子付き，特
殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

液晶テレビ，３２Ｖ型，地上・ＢＳ・１１
０度ＣＳデジタルチューナー内蔵，ハイビ
ジョン対応パネル，ＨＤＭＩ端子付き

※　商標・型式番号指定

１台

9042 ビデオカメラ 家庭用，デジタル方式，〔記録媒体〕ＨＤ
Ｄ，〔記録容量〕１２０ＧＢ，〔動画記録
方式〕ハイビジョン（垂直画素数１０８
０），〔総画素数〕２０７万以上，〔ズー
ム倍率〕光学１２～２０倍

※　商標・型式番号指定

家庭用，デジタル方式，〔記録媒体〕ＨＤ
Ｄ，〔記録容量〕４０ＧＢ～６０ＧＢ，
〔動画記録方式〕ハイビジョン（垂直画素
数１０８０），〔総画素数〕２０７万以
上，〔ズーム倍率〕光学１０～１２倍

※　商標・型式番号指定

１台

9145 トレーニングパン
ツ

ロングパンツ，〔素材〕ポリエステル１０
０％，〔サイズ〕Ｓ～Ｌ，中級品，「ア
ディダス」，「ナイキ」又は「プーマ」

※　品番指定

ロングパンツ，〔素材〕ポリエステル１０
０％，〔サイズ〕Ｓ～Ｌ，中級品，「ウイ
ルソン」，「アディダス」，「スーパース
ター」又は「ナイキ」

※　品番指定

１本

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　ＰＲＥＭ
ＩＵＭ４００」

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　Ｖｅｎｕ
ｓ４００」

１パック

1602 マーガリン ファットスプレッド，ポリ容器入り（３２
０ｇ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（４０
０ｇ入り），「雪印　ネオソフト」又は
「明治コーンソフト」

１箱

4441 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」又
は「トップ」

合成洗剤，綿・麻・合成繊維用，粉末，箱
入り（１．０ｋｇ入り），「アタック」

１箱

8204 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）

※　学校・コース指定

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

※　学校・コース指定

１か年

9622 シャンプー 液体，詰め替え用，袋入り（３８０～４４
０ｍＬ入り），「アジエンス　インナー・
リッチ　シャンプー」，「ＴＳＵＢＡＫＩ
シャンプー」又は「ラックス　スーパーダ
メージリペア　シャンプー」

液体，詰め替え用，袋入り（４００ｍＬ入
り），「アジエンス　シャンプー」，「Ｔ
ＳＵＢＡＫＩ　シャンプー」又は「ラック
ス　スーパーダメージリペアシャンプー」

１袋
↓

１００ｍＬ

付録２　平成21年に改正した基本銘柄の新旧対照表

２月

３月

４月



銘柄
符号

品　目 新基本銘柄 旧基本銘柄 単位 改正月

9624 ヘアリンス 液体，詰め替え用，袋入り（３８０～４４
０ｍＬ入り），「ＴＳＵＢＡＫＩ　コン
ディショナー」，「ラックス　スーパーダ
メージリペア　エクストラコンディショ
ナー」又は「アジエンス　インナー・リッ
チ　コンディショナー」

液体，詰め替え用，袋入り（４００ｍＬ入
り），「ＴＳＵＢＡＫＩ　コンディショ
ナー」，「ラックス　スーパーダメージリ
ペアコンディショナー」又は「アジエンス
コンディショナー」

１袋
↓

１００ｍＬ

9670 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，
詰め替え用（レフィル），「マキアージュ
ラスティングパウダリーＵＶ（春・夏）」
（１１ｇ入り）又は「マキアージュ　クラ
イマックス　モイスチャーパウダリー
（秋・冬）」（１２ｇ入り）

カウンセリング化粧品，パウダータイプ，
詰め替え用（レフィル），「マキアージュ
クライマックス　ラスティングパウダリー
ＵＶ（春夏用）」（１１ｇ入り）又は「マ
キアージュ　クライマックス　モイス
チャーパウダリー（秋冬用）」（１２ｇ入
り）

１個

1732 あめ のど飴，袋入り（個包装紙込み　９０ｇ入
り）

　商標指定

のど飴，袋入り，「ノンシュガーのど飴
（カンロ）」（１０４ｇ入り）又は「のど
飴（ロッテ）」（１１０ｇ入り）

１袋

9034 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，〔ＨＤＤ容量〕３２０ＧＢ，地上・Ｂ
Ｓ・１１０度ＣＳデジタルチューナー内蔵
（２基），ＨＤＭＩ端子付き，高性能機能
付き

※　商標・型式番号指定

ブルーレイディスクレコーダー，ＨＤＤ内
蔵，〔ＨＤＤ容量〕２５０ＧＢ～３２０Ｇ
Ｂ，地上・ＢＳ・１１０度ＣＳデジタル
チューナー内蔵（２基），ＨＤＭＩ端子付
き，特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

１台

1783 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

袋入り（６５～１１０ｇ入り），成型ポテ
トチップスを除く

１００ｇ

4032 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５８０又は５９０Ｗ，パ
ワーブラシ，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５４０～５７０Ｗ，パワー
ブラシ，特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

１台

1252 ハム ロースハム，ＪＡＳ格付けなし，普通品 ロースハム，ＪＡＳ規格品・上級 １００ｇ

1261 ソーセージ ウインナーソーセージ，袋入り，ＪＡＳ規
格品・特級

ウインナーソーセージ，袋入り，ＪＡＳ規
格品・標準

１００ｇ

1631 みそ 米みそ，カップ入り（７５０ｇ入り），並 米みそ，カップ入り（１ｋｇ入り），並 １個

1796 調理パスタ 冷凍スパゲッティ，袋入り（２６０～３０
１ｇ入り）

　商標指定

電子レンジ専用パスタ，箱入り（２２０～
２７４ｇ入り），「マ・マー　アルデン
ティーノ」又は「日清Ｃｈｉｎ」

　品名指定

１箱
↓
１袋

5131 男子コート 秋冬物，シングル，並型，〔表地〕「ポリ
エステル１００％」，ライニング付き，
〔サイズ〕チェスト８８～９６ｃｍ・身長
１６５～１７５ｃｍ・ＭＡ（Ｍ），〔着
丈〕７７～９２ｃｍ，中級品

調査月　１月～２月，１１月～１２月

秋冬物，シングル，並型，〔表地〕「綿１
００％」又は「綿５０％以上・化学繊維混
用」，ライニング付き，〔サイズ〕チェス
ト８８～９６ｃｍ・身長１６５～１７５ｃ
ｍ，中級品

調査月　１月～２月，１１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〕ポリエステル，〔サイ
ズ〕「７～１１号」又は「Ｍ」，中級品

調査月　１月～２月，１１月～１２月

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

１着

6051 皮膚病薬 第２類医薬品，外用湿疹・皮膚炎用薬，箱
入り（９０ｇ入り），「メンソレータムＡ
Ｄクリーム」

ポリ容器入り（３５ｇ入り），「メンソ
レータム」

１個

6181 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）

　商標指定

ソフトレンズ用，コールド消毒液，１液タ
イプ，箱入り（３６０ｍＬ入り）

　商標指定

１箱
↓

１００ｍL

（続き）

４月

５月

６月

７月



銘柄
符号

品　目 新基本銘柄 旧基本銘柄 単位 改正月

（続き）

9041 カメラ デジタルカメラ，コンパクトカメラ，〔有
効画素数〕１２００万～１４７０万，〔光
学ズーム〕３．７～５倍，〔液晶サイズ〕
２．５～３．０型，ぶれ対策機能付き，特
殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

デジタルカメラ，コンパクトカメラ，〔有
効画素数〕６００万～１０１０万，〔光学
ズーム〕３～４倍，〔液晶サイズ〕２．５
～３．０型，ぶれ対策機能付き

※　商標・型式番号指定

１台

9692 乳液 セルフ化粧品，ポリ容器入り（１３０ｍＬ
入り），「アクアレーベル　ＷＴエマル
ジョン（Ｓ又はＲ）」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）ｒ」

セルフ化粧品，瓶入り（１５０ｍＬ入
り），「ドルックス　レーデボーテ」

１瓶
↓
１本

9198 記録型ＤＶＤ 録画用，ＤＶＤ－Ｒ，〔記録容量〕４．７
ＧＢ，１～１６倍速対応，ＣＰＲＭ対応，
１０枚入り，特殊加工を除く

録画用，ＤＶＤ－Ｒ，〔記録容量〕４．７
ＧＢ，１～８倍速対応，ＣＰＲＭ対応，１
０枚入り

１パック

８月

1473 納豆 糸ひき納豆，丸大豆納豆，小粒又は極小
粒，「５０ｇ×３個」又は「４５ｇ×３
個」

糸ひき納豆，丸大豆納豆，小粒又は極小
粒，発泡スチロール製容器入り（５０ｇ×
３個）

１パック

1653 即席スープ 粉末，ポタージュ，コーンクリーム，箱入
り（３袋，５７．６ｇ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，７８．４ｇ入り），「クノール
カップスープ　コーンクリーム」

１箱

9034 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，〔ＨＤＤ容量〕３２０ＧＢ，地上・Ｂ
Ｓ・１１０度ＣＳデジタルチューナー内蔵
（２基），ＨＤＭＩ端子付き，長時間録画
機能（５．５～８倍）

※　商標・型式番号指定

ブルーレイディスクレコーダー，ＨＤＤ内
蔵，〔ＨＤＤ容量〕３２０ＧＢ，地上・Ｂ
Ｓ・１１０度ＣＳデジタルチューナー内蔵
（２基），ＨＤＭＩ端子付き，高性能機能
付き

※　商標・型式番号指定

１台

9193 ペットフード ドッグフード，ドライタイプ，成犬用，袋
入り（２．２ｋｇ入り），普通品，「ペ
ディグリー」

ドッグフード，ドライタイプ，成犬用，袋
入り（２．５ｋｇ入り），普通品，「ペ
ディグリー　ミキサー」

１袋

9670 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，
詰め替え用（レフィル），「マキアージュ
ラスティングパウダリー　ＵＶ（春・
夏）」（１１ｇ入り）又は「マキアージュ
モイスチャーフィニッシュ　パウダリー
ＵＶ（秋・冬）」（１２ｇ入り）

カウンセリング化粧品，パウダータイプ，
詰め替え用（レフィル），「マキアージュ
ラスティングパウダリーＵＶ（春・夏）」
（１１ｇ入り）又は「マキアージュ　クラ
イマックス　モイスチャーパウダリー
（秋・冬）」（１２ｇ入り）

１個

1146 煮干し かたくちいわし，並 かたくちいわし，小羽（約６ｃｍ），上 １００ｇ

1161 かつお節 かつおかれぶし削りぶし，パック入り（３
ｇ×１０袋入り），普通品

かつおぶし削りぶし，パック入り（３ｇ×
１０袋入り），普通品

１パック

1333 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ＢＢ５
３６」又は「ナチュレ恵ｍｅｇｕｍｉ」

プレーンヨーグルト，４５０～５００ｇ入
り，「明治ブルガリアヨーグルトＬＢ８
１」，「ビヒダスプレーンヨーグルトＢＢ
５３６」又は「ナチュレ恵ｍｅｇｕｍｉ」

１００ｇ

1761 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」

板チョコレート，６５ｇ，「明治ミルク
チョコレート」

１枚

1891 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」

五目ずしの素，袋入り（２８２．８ｇ入
り），「ミツカン五目ちらし」

１袋

4431 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」

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），「まな板とスポンジの除菌ができる
ジョイ」

１本

9035 デジタルオーディ
オプレーヤー

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〕８
ＧＢ，ビデオ撮影・再生機能付き，曲名表
示機能付き，「ｉＰｏｄ　ｎａｎｏ」

※品番指定

携帯デジタル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，ビデオ再生機能付き，曲名表
示機能付き

※商標・型式番号指定

１台

７月

９月

10月



銘柄
符号

品　目 新基本銘柄 旧基本銘柄 単位 改正月

（続き）

9081 パーソナルコン
ピュータ用プリン
タ

インクジェットプリンタ，複合機能付き，
〔最高解像度〕９６００×２４００ｄｐ
ｉ，〔インク〕５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
プリント，〔スキャナ〕４８００ｄｐｉ，
ＣＩＳ，〔コピー〕両面，〔モニタ〕カ
ラー液晶３．０型，〔用紙サイズ〕最大Ａ
４，〔インタフェース〕Ｈｉ－Ｓｐｅｅｄ
ＵＳＢ，無線ＬＡＮ対応，「ＰＩＸＵＳ
ＭＰ６４０」

インクジェットプリンタ，複合機能付き，
〔最高解像度〕９６００×２４００ｄｐ
ｉ，〔インク〕５色独立型，〔印刷機能〕
自動両面印刷，ＣＤ・ＤＶＤレーベル印
刷，ダイレクトプリント，〔スキャナ〕４
８００ｄｐｉ　ＣＩＳ，〔コピー〕両面，
〔モニタ〕カラー液晶２．５型，〔用紙サ
イズ〕最大Ａ４，〔インタフェース〕Ｈｉ
－Ｓｐｅｅｄ　ＵＳＢ，「ＰＩＸＵＳ　Ｍ
Ｐ６３０」

１台

10月

1001 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」

国内産，精米，単一品種（産地，産年が同一
のもの），袋入り（５ｋｇ入り），「コシヒカリ」

１袋

1002 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

　単一品種指定

国内産，精米，単一品種（産地，産年が同一
のもの），袋入り（５ｋｇ入り），コシヒカリを除く

　単一品種指定

１袋

1173 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」

油漬，きはだまぐろ，フレーク，内容量８０ｇ入
り，「シーチキンＬフレーク」

１缶

1203 牛肉 輸入品，チルド（冷蔵），肩ロース又はもも 輸入品，チルド（冷蔵），ロース（肩ロースは除
く）

１００ｇ

1641 ソース 濃厚ソース，ＪＡＳ規格品・特級，ポリ容器入り
（５００ｍＬ入り）

　商標指定

ウスターソース類（ウスターソース，中濃ソース
又は濃厚ソース），ＪＡＳ規格品（特級），ポリ容
器入り（５００ｍＬ入り）

１本

1941 野菜ジュース 野菜汁５０％・果汁５０％入り，紙容器入り（２０
０ｍＬ入り）

　商標指定

トマトジュース，ペットボトル入り（９００ｇ入り），
「カゴメトマトジュース」

１本

4003 電子レンジ オーブンレンジ，〔高周波出力〕最高出力１，０
００Ｗ，〔庫内容量〕３０～３３Ｌ，グリル機能付
き，〔オーブン温度〕最高温度３００～３５０℃，
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

※　商標・型式番号指定

オーブンレンジ，〔高周波出力〕最高出力１，０
００Ｗ，〔庫内容量〕３０～３３Ｌ，グリル機能付
き，〔オーブン温度〕最高温度２８０～３２０℃，
過熱水蒸気機能付き，特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

１台

6092 サプリメント 栄養機能食品，粒状，瓶入り（１００粒入り），
「ネイチャーメイド　マルチビタミン＆ミネラル」

栄養機能食品，マルチビタミン，粒状，瓶入り
（５０粒入り），「ネイチャーメイド　マルチビタミ
ン」

１瓶

6095 浴用剤 薬用入浴剤，錠剤，箱入り（４０ｇ×２０錠入
り），「バブ」

薬用入浴剤，粉末タイプ，紙容器入り（６９０ｇ
入り），「バスクリン」

１個
↓
１箱

9021 ステレオ ミニコンポーネントステレオセット，〔アンプ〕実
用最大出力２０Ｗ＋２０Ｗ，２スピーカー，
〔チューナー〕ＦＭ／ＡＭ，携帯型オーディオ
プレーヤー連携機能付き，ＣＤプレーヤー付
き，特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

ミニコンポーネントステレオセット，〔アンプ〕実
用最大出力２０Ｗ＋２０Ｗ～２６Ｗ＋２６Ｗ，２ス
ピーカー，〔チューナー〕ＦＭ／ＡＭ，〔記録媒
体〕ＨＤＤ内蔵（８０ＧＢ），ＣＤプレーヤー付き，
高音質機能付き，特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

１セット

9034 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，
〔ＨＤＤ容量〕３２０ＧＢ，地上・ＢＳ・１１０度ＣＳデ
ジタルチューナー内蔵（２基），ＨＤＭＩ端子付
き，長時間録画機能（８～８．５倍）

※　商標・型式番号指定

ブルーレイディスクレコーダー，ＨＤＤ内蔵，
〔ＨＤＤ容量〕３２０ＧＢ，地上・ＢＳ・１１０度ＣＳデ
ジタルチューナー内蔵（２基），ＨＤＭＩ端子付
き，長時間録画機能（５．５～８倍）

※　商標・型式番号指定

１台

9042 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

※　商標・型式番号指定

家庭用，デジタル方式，〔記録媒体〕ＨＤＤ，
〔記録容量〕１２０ＧＢ，〔動画記録方式〕ハイビ
ジョン（垂直画素数１０８０），〔総画素数〕２０７
万以上，〔ズーム倍率〕光学１２～２０倍

※　商標・型式番号指定

１台

9128 プリンタ用インク
（パーソナルコン
ピュータ用）

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－３２１ＢＫ」

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－７ｅＢＫ」

１個

11月



銘柄
符号

品　目 新基本銘柄 旧基本銘柄 単位 改正月

（続き）

9309 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

※企業・プラン指定

東京（成田）発ミュンヘンフリープラン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

※企業・プラン指定

１回

9602 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

※　商標・型式番号指定

往復式，３枚刃，充電・交流式，充電時間１時
間，水洗いタイプ，特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

１個

9721 ハンドバッグ 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

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〕２５～２８ｃｍ，中級品

１個

9751 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」

※　品番指定

国産品，男性用，クオーツ，アナログ表示，
〔ケース（側）〕ステンレススチール又は金色
めっき，「セイコースピリット」，中級品

※　品番指定

１個

11月


