
銘柄
符号

品　目 新基本銘柄 旧基本銘柄 単位 改正月

1114 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）

輸入品，冷凍（解凍ものを含む），パック包装，
〔長さ〕無頭８～１０ｃｍ

１００ｇ

1291 ポーク缶詰 チューリップ印（３４０グラム入り） ニューチューリップ印（３４０グラム入り） １缶

1430 えだまめ 袋入り

調査月　６月～９月 調査月　６月～９月

１００ｇ

1653 即席スープ 粉末，ポタージュ，コーンクリーム，箱入り（８
袋，１５３．６ｇ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（３
袋，５７．６ｇ入り），「クノールカップスープ
コーンクリーム

１箱

1922 コーヒー豆 レギュラーコーヒー（粉），ブレンド，袋入り（４０
０～４５０ｇ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」

レギュラーコーヒー（粉），ブレンド，袋入り（４０
０～４５０ｇ入り），「ＵＣＣゴールドスペシャル
スペシャルブレンド」又は「ブレンディ　まろや
かスペシャルブレンド」

１００ｇ

2011 焼ちゅう 単式蒸留しょうちゅう，〔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

●　商標指定

乙類（本格焼酎），〔原料〕麦，アルコール分２５
度，１，８００ｍＬ入り

１本

2142 えびフライ
　　↓
フライ

豚カツ （ロース） 定食 定食 １人前

3101 浴槽
　↓
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（１６１６），〔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」

ステンレス製，容量２８０～３００L，埋込式，エ
プロン付き，中級品

※商標・型式番号指定

１台
↓

１式

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３．６ｋＷ，〔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

※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３．２～３．６ｋＷ，〔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

1台

4072 石油ストーブ
　　　　↓
石油暖房器具

石油ファンヒーター，〔暖房出力〕３．１９～３．４
０ｋＷ，〔油タンク容量〕５．０L，特殊機能付きは
除く

※商標・型式番号指定

調査月　１月～３月，１０月～１２月

石油ファンヒーター，〔暖房出力〕３．１９～３．４
０ｋＷ，〔油タンク容量〕５．０L，特殊機能付きは
除く

※商標・型式番号指定

調査月　１月～３月，１０月～１２月

１台

4115 蛍光灯器具
　　↓
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

※商標・型式番号指定

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〕ア
クリル製又はプラスチック製，丸型，特殊機能
付きは除く

※商標・型式番号指定

１台

4352 蛍光ランプ
　　　↓
照明ランプ

蛍光ランプ，環形，３波長形，３０Ｗ形 環形，３波長形，３０Ｗ形 １本

4393 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・
ＢＭＩ，〔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

※商標・品番指定

体脂肪率・内臓脂肪レベル・基礎代謝量・筋
肉量・推定骨量測定機能付き，一体型，登録
人数４人，特殊機能付きは除く，「体組成計イ
ンナースキャン（タニタ）」

※品番指定

１台

5242 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

調査月　４月～８月

プルオーバー，半袖，〔素材〕「綿１００％」又は
「綿５０％以上・化学繊維混用」，無地，〔サイ
ズ〕Ｍ，普通品

調査月　４月～８月

１枚

5311 男子ブリーフ
　　　↓
男子パンツ

ボクサーブリーフ，〔素材〕「綿１００％」又は「綿
５０％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

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，無地，普通品，特
殊加工は除く

１袋

付録２　平成24年に改正した基本銘柄の新旧対照表

１月



（続き）

銘柄
符号

品　目 新基本銘柄 旧基本銘柄 単位 改正月

5341 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」

※品番指定

〔カップ〕レース又はシームレス，〔サイズ〕Ｂ７０
又はＢ７５，中級品，「ワコール」，「ウイング」又
は「トリンプ」

※品番指定

１枚

5361 スリップ
　　↓
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」

※品番指定

〔サイズ〕バスト８０又は８５・Ｍ，丈７５～９０ｃ
ｍ，中級品，「ワコール」，「ウイング」又は「トリ
ンプ」

※品番指定

１枚

5531 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」

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」，「サブリナ」又は「ミラキャラット」

１足

6093 サプリメント（通
信販売によるも
の）
　　　↓
サプリメント

栄養機能食品，マルチビタミン，粒状，袋入り
（３０日分），「ＤＨＣ マルチビタミン」，通信販
売によるもの

栄養機能食品，粒状，袋入り（３０日分），「ＤＨ
Ｃ　マルチビタミン」

１袋

6101 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」

昼用，スリム，羽つき，２０個入り，「ソフィボディ
フィットふわピタスリム」

１袋
↓

１個

6211 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

※病院指定

国立病院，正常分娩料及び入院料，入院日
数７日

※病院指定

１回

6213 入院費 国立病院又は公立病院，正常分娩に伴う入院
料

※病院指定

国立病院，正常分娩に伴う入院料

※病院指定

７日

6214 入院費 国立病院又は公立病院，正常分娩に伴う分娩
料

※病院指定

国立病院，正常分娩に伴う分娩料

※病院指定

１回

7362 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，ＥＴ
Ｃを利用した場合の料金，首都高速道路

※時間帯・距離帯指定

高速自動車都道府県道路料金，普通車，ＥＴ
Ｃを利用した場合の料金，首都高速道路東京
線

※時間帯指定

1回

7369 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，ＥＴ
Ｃを利用した場合の料金，阪神高速道路

※時間帯・距離帯指定

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

※時間帯指定

1回

7401 郵便料
　　↓
信書送達料

通常はがき（第二種郵便物） 第二種（通常はがき） １通

7402 郵便料
　　↓
信書送達料

封書（第一種郵便物），定形郵便物，２５ｇまで 第一種（封書），定形郵便物，２５ｇまで １通

9081 パーソナルコン
ピュータ用プリン
タ
　↓
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〕４８００ｄｐｉ 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」

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〕４８００ｄｐｉ 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」

１台

9199 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

ＳＤメモリーカード，マイクロＳＤカード，２ＧＢ １枚

9201 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

※新聞名指定

日刊，邦字一般新聞，朝夕刊，月ぎめ

※新聞名指定

１か月

9341 映画観覧料 一般 大人観覧料 １回

9377 美術館入館料（公
立）

一般，常設展（平常展）

※美術館指定

大人，常設展（平常展）

※美術館指定

１人

9378 美術館入館料（公
立）

一般，特別展（企画展）

※美術館指定

大人，特別展（企画展）

※美術館指定

１人

１月



（続き）

銘柄
符号

品　目 新基本銘柄 旧基本銘柄 単位 改正月

9383 宿泊料（民営宿泊
施設）
↓
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

※施設指定

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

※施設指定

１人

9384 宿泊料（民営宿泊
施設）
↓
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

※施設指定

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

※施設指定

１人

9385 宿泊料（民営宿泊
施設）
↓
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

※施設指定

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

※施設指定

１人

9386 宿泊料（民営宿泊
施設）
↓
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

※施設指定

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

※施設指定

１人

9396 獣医代 狂犬病予防接種料，注射済票交付手数料は
除く

狂犬病予防接種料 1回

9505 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

フェイシャル，施術内容（クレンジング，洗顔，
スチーマー，吸引，マッサージ，パック，整肌
のうち４施術以上），施術時間６０分，女性，ビ
ジター料金

１回

9807 フィルター付きたばこ
　　↓
たばこ

国産品，「セブンスター」，２０本入り 国産品，「セブンスター」，２０本入り １箱

9822 フィルター付きたばこ
　　↓
たばこ

国産品，「キャスター・マイルド」，２０本入り 国産品，「キャスター・マイルド」，２０本入り １箱

9831 両切たばこ
　　↓
たばこ

両切たばこ，「ピース」，１０本入り 両切たばこ，「ピース」，１０本入り １箱

9861 フィルター付きたばこ
　　↓
たばこ

輸入品，「ケント・１・１００・ボックス」，２０本入り 輸入品，「ケント・１・１００・ボックス」，２０本入り １箱

9862 フィルター付きたばこ
　　↓
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

輸入品，「マールボロ　ライト　メンソール　ボッ
クス」，２０本入り

１箱

9915 通所介護料
　　↓
介護料

通所介護費（利用者負担分），小規模型通所
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

通所介護費（利用者負担分），小規模型通所
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

１回

9916 在宅介護料
　　↓
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〕３
０分未満，２級訪問介護員１人

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〕３
０分未満，２級訪問介護員１人

１回

7443 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ＦＯＭＡ），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」

ＮＴＴドコモ（スマートフォンを除く），カメラ（有
効画素数１２２０万～１３２０万）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ＦＯＭＡ），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

※品番指定

１台

9013 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

※商標・型式番号指定

液晶テレビ，３２Ｖ型，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

※商標・型式番号指定

１台

9680 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」

カウンセリング化粧品，スティックタイプ，３g入
り，「マキアージュ　グロッシーパーフェクトルー
ジュ」又は「マキアージュ　ラスティングパー
フェクトルージュ」

１本

2041 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」

国産品，瓶詰（７２０mL入り），赤，「ビストロ」 １本
３月

１月

２月



（続き）

銘柄
符号

品　目 新基本銘柄 旧基本銘柄 単位 改正月

1922 コーヒー豆 レギュラーコーヒー（粉），ブレンド，袋入り（４０
０～４５０ｇ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　豆の焙
煎士　深いコク　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（４０
０～４５０ｇ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」

１００ｇ

1971 乳酸菌飲料 「カルピス，ポリ容器入り（４７０mL入り）」 「カルピス，紙容器入り（５００～６００mL入り）」 １００mL

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〉 スライドストッカータイプ　ス
マートポケットなし　 グループ１」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」

１式

4115 照明器具 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

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

※商標・型式番号指定

１台

4442 柔軟仕上剤 洗濯用，詰め替え用，袋入り（５４０～６００ｍＬ
入り），「ハミング」又は「フローラル　ハミング」

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」

１００ｍL

7445 携帯電話機 ソフトバンクモバイル（スマートフォンを除く），
カメラ（有効画素数３２０万）付き，ワンセグ機能
付き，海外対応，機種変更，新スーパーボー
ナス，一括払い，「ソフトバンク　１０５ＳＨ」

ソフトバンクモバイル，カメラ（有効画素数１３２
０万～１４１０万）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，一括払い

※品番指定

１台

8091 幼稚園保育料 私立幼稚園，３年保育，保育料

※幼稚園指定

私立幼稚園，保育料，３年保育

※幼稚園指定

１か月

8092 幼稚園保育料 私立幼稚園，３年保育，入園料

※幼稚園指定

私立幼稚園，入園料，３年保育

※幼稚園指定

１回

9035 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，デジタルノイズキャンセリング機能付き，
再生スピードコントロール機能付き，区間リ
ピート機能付き，付属スピーカーなし，Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈヘッドホンなし，「ウォークマン　ＮＷ―Ｓ７
６４」

〔記録媒体〕フラッシュメモリー，〔記録容量〕８
ＧＢ，マルチタッチディスプレイ付き，曲名表示
付き，「ｉＰｏｄ ｎａｎｏ」

１台

9151 人形 コレクション人形、「シルバニアファミリー　ファ
ミリーセット（お父さん、お母さん、男の子、女
の子）」

※ファミリー指定

コレクション人形、「シルバニアファミリー（お母
さん）」

１個
↓

１セット

9682 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」

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」

１本

9915 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５時間以上７時間未満，
要介護２，入浴介助付き

通所介護費（利用者負担分），小規模型通所
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

１回

8103 学習参考書 高校生用，数学，「新課程チャート式基礎から
の数学I+A」

高校生用，数学，「チャート式基礎からの数学
I+A」

１冊

9916 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〕２
０分以上３０分未満，２級訪問介護員１人

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〕３
０分未満，２級訪問介護員１人

１回

9921 保育所保育料 公立保育所，２歳児，１人が入所，所得税額２
４９，５００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１
６５，０００円の世帯が支払う保育料

１か月

6131 体温計 電子式，一般用，予測・実測兼用，わき専用，
「けんおんくん　ＭＣ－６８０」又は「テルモ電子
体温計　ＥＴ－Ｃ２３１Ｐ」

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」

１本

５月

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「アサヒ　おいし
い水」

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」

１本

６月

1405 ねぎ 白ねぎ 1ｋｇ
７月

４月



（続き）

銘柄
符号

品　目 新基本銘柄 旧基本銘柄 単位 改正月

1462 わかめ 生わかめ，湯通し塩蔵わかめ（天然ものを除
く），国産品，並

生わかめ，湯通し塩蔵わかめ，養殖もの，国産
品，並

１００ｇ

1463 こんぶ だしこんぶ，国産品，並 板こんぶ，国産品，並 １００ｇ

1703 だいふく餅 白だいふく餅（豆だいふく餅を含む），あずきあ
ん入り，普通品

白だいふく餅，あずきあん入り，普通品 １００ｇ

1923 コーヒー飲料 コーヒー，ペットボトル入り（９００ｍＬ入り）

●　商標指定

コーヒー，缶入り（１９０ｇ入り） １缶
↓

１本

3103 温水洗浄便座 シートタイプ，瞬間式，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

※　商標・型式番号指定

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

※　商標・型式番号指定

１台

3177 ルームエアコン取付
け料

標準取付工事（壁掛型室内ユニット，据置型
室外ユニット，配管パイプ４mまで），〔定格時
能力〕冷房２．８kW，１台，購入を伴わない取
付け料（出張費を含む）

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

１回

3801 水道料 計量制，専用給水装置（専用栓），一般用，基
本料金（基本水量　　㎥まで）

計量制，専用栓，一般家庭用，基本料金（基
本水量　㎥まで）

１か月

3802 水道料 計量制，専用給水装置（専用栓），一般用，超
過料金，㎥から　㎥まで

計量制，専用栓，一般家庭用，超過料金，㎥
から　㎥まで

１㎥

3803 水道料 計量制，専用給水装置（専用栓），一般用，超
過料金，㎥から　㎥まで

計量制，専用栓，一般家庭用，超過料金，㎥
から　㎥まで

１㎥

3804 水道料 計量制，専用給水装置（専用栓），一般用，水
道メーター（量水器）使用料金

計量制，専用栓，一般家庭用，量水器使用料
金

１か月

3805 水道料 計量制，専用給水装置（専用栓），一般用，超
過料金，㎥から　㎥まで

計量制，専用栓，一般家庭用，超過料金，㎥
から　㎥まで

１㎥

3806 水道料 計量制，専用給水装置（専用栓），一般用，超
過料金，㎥から　㎥まで

計量制，専用栓，一般家庭用，超過料金，㎥
から　㎥まで

１㎥

4083 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１１５～１２５×
奥行４３～５１×高さ１９０～２０５ｃｍ，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

〔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

１本

4092 食堂セット ５点セット（テーブル１台・いす４脚），〔テーブ
ル〕サイズ：幅１３０～１４０×奥行８０～８５×高
さ６９～７３ｃｍ，甲板表面材：天然木（ラバー
ウッド），〔いす〕構造部材：天然木（ラバーウッ
ド），背もたれ付き，肘なし，中級品

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８０～８５ｃｍ・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

１セット

4511 清掃代 し尿処理手数料，一般世帯，「普通便槽トイ
レ」又は「簡易水洗トイレ」，従量制，基本料金
（　Ｌまで）

し尿処理手数料，一般世帯，従量制，基本料
金（　Ｌまで）

１回

4512 清掃代 し尿処理手数料，一般世帯，「普通便槽トイ
レ」又は「簡易水洗トイレ」，従量制，従量料金
（　Ｌごと）

し尿処理手数料，一般世帯，従量制，従量料
金（　Ｌごと）

１回

4513 清掃代 し尿処理手数料，一般世帯，「普通便槽トイ
レ」又は「簡易水洗トイレ」，世帯・人員制，１世
帯当たり

し尿処理手数料，一般世帯，世帯・人員制，１
世帯当たり

１か月

4514 清掃代 し尿処理手数料，一般世帯，「普通便槽トイ
レ」又は「簡易水洗トイレ」，世帯・人員制，１人
当たり

し尿処理手数料，一般世帯，世帯・人員制，１
人当たり

１か月

5181 婦人スラックス 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

調査月　　１月～２月，９月～１２月

秋冬物，〔素材〕「毛１００％」又は「毛９５％以
上・ポリウレタン混用」，〔サイズ〕Ｗ６４～７０ｃ
ｍ，中級品

調査月　　１月～２月，９月～１２月

１本

6171 血圧計 電子式，上腕巻き付け式，測定ミスお知らせ
機能付き，機器本体内に腕帯収納部なし，AC
アダプタ付き，特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

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

※　商標・型式番号指定

１台

7444 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８０８万）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　Ｋ０１１」

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」

１台

9121 ノートブック 事務・学用など，普通ノート，〔サイズ〕６号（１７
９×２５２ｍｍ），罫入り，中身枚数３０枚

学習・事務用，普通ノート，〔サイズ〕６号（１７９
ｍｍ×２５２ｍｍ），罫入り，中紙枚数３０枚

１冊

７月



（続き）

銘柄
符号

品　目 新基本銘柄 旧基本銘柄 単位 改正月

9144 釣ざお ルアーロッド，ソルトロッド，継ぎざお（継数２
本），カーボン製（カーボン含有率８９．０～９
５．０％），全長２．５２～２．７４ｍ，中級品

※　商標・品番指定

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

※　商標・品番指定

１本

9701 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」又は「７０ｃ
ｍ」，ジャンプ式，普通品

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

１本

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（１６１６），〔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
（保温構造を除く）， 満水容量:２６５～２９５Ｌ，
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（浴槽
の保温構造を除く）」又は「サザナ　Ｓタイプ（浴
槽の保温構造を除く）」

戸建住宅用（寒冷地用は除く），一階用，〔サイ
ズ〕１．０坪（１６１６），〔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　ｔｙｐ
ｅ」，「サザナ　Ｔタイプ」又は「サザナ　Ｓタイ
プ」

１式

3507 電気代 従量電灯，最低料金制，太陽光発電促進付
加金単価，再生料金調整

※企業指定

従量電灯，最低料金制，早収料金，太陽光発
電促進付加金単価，再生料金調整

※企業指定

１か月

3508 電気代 従量電灯，アンペア制又は最低料金制，太陽
光発電促進付加金単価，電力量料金調整

※企業指定

従量電灯，アンペア制又は最低料金制，早収
料金，太陽光発電促進付加金単価，電力量
料金調整

※企業指定

kWh

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，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〕
１３０～１４０，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」

※品番指定

１台

9602 電気かみそり 往復式，３枚刃，充電式，充電時間１時間，自
動電圧切替機能付き，自動洗浄器具付きは
除く，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，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

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（８
袋，１４０．８ｇ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（８
袋，１５３．６ｇ入り），「クノールカップスープ
コーンクリーム」

１箱

1761 チョコレート 板チョコレート，５５ｇ，「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」

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」

１枚

4002 自動炊飯器 〔炊飯方式〕圧力ＩＨ式，〔最大炊飯容量〕１．０
Ｌ，〔消費電力〕１，２００～１，４００Ｗ，特殊な
内釜は除く，特殊機能付きは除く

※商標・型式番号指定

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〕
１，０００～１，２５０Ｗ，特殊機能付きは除く

※商標・型式番号指定

１台

4231 毛布 マイヤー毛布，〔素材〕ポリエステル１００％，四
方縁取り，〔サイズ〕１４０ｃｍ×２００ｃｍ程度，普
通品

１月～３月，１０月～１２月

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

１月～３月，１０月～１２月

１枚

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（３９５ｍL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），「除菌ジョ
イ」

１本

6091 漢方薬 第２類医薬品，防風通聖散，錠剤，瓶入り（３３
６錠入り），「ナイシトール８５」

第２類医薬品，防風通聖散，錠剤，瓶入り（３６
０錠入り），「ナイシトール８５」

１箱

7445 携帯電話機 ソフトバンクモバイル（スマートフォンを除く），
カメラ（有効画素数１２１０万）付き，ワンセグ機
能付き，海外対応，機種変更，新スーパー
ボーナス，一括払い，「ソフトバンク　１０９ＳＨ」

ソフトバンクモバイル（スマートフォンを除く），
カメラ（有効画素数３２０万）付き，ワンセグ機能
付き，海外対応，機種変更，新スーパーボー
ナス，一括払い，「ソフトバンク　１０５ＳＨ」

１台

9081 プリンタ インクジェットプリンタ，複合機，〔最高解像度〕
９６００×２４００ｄｐｉ，〔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〕２４００ｄｐｉ，ＣＩＳ，〔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　ＭＧ６３３０」

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〕４８００ｄｐｉ，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」

１台

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－３５１
XLBK」

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」

１個

８月

10月

９月

７月



（続き）

銘柄
符号

品　目 新基本銘柄 旧基本銘柄 単位 改正月

9154 家庭用ゲーム機 据置型，〔HDD容量〕２５０GB，ワイヤレスコント
ローラ付き，無線LAN対応，「ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ ３」

※形式番号指定

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」

※形式番号指定

１台

9365 放送受信料 ＣＳ及びＢＳ放送受信料（スカイパーフェクＴ
Ｖ），基本料金

ＣＳ放送受信料（スカイパーフェクＴＶ），基本
料金

１か月

9366 放送受信料 ＣＳ及びＢＳ放送受信料（スカイパーフェクＴ
Ｖ），パック料金，「スカパー！基本パック」

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」

１か月

9661 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　ローション（ホワイト）」

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」

１本

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　ホワイトアップエマルジョン」

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」

１本

1311 粉ミルク 調製粉乳，缶入り（８００ｇ入り），「明治ほほえ
み」

調製粉乳，缶入り（８５０ｇ入り），「明治ほほえ
み」

１缶

7443 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，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―０１E」

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ＦＯＭＡ），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」

１台

9035 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，デジタルノイズキャンセリング機能付き，
再生スピードコントロール機能付き，区間リ
ピート機能付き，付属スピーカーなし，Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈヘッドホンなし，「ウォークマン　ＮＷ―Ｓ７
７４」

〔記録媒体〕フラッシュメモリー，〔記録容量〕８
ＧＢ，デジタルノイズキャンセリング機能付き，
再生スピードコントロール機能付き，区間リ
ピート機能付き，付属スピーカーなし，Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈヘッドホンなし，「ウォークマン　ＮＷ―Ｓ７
６４」

１台

9077 パーソナルコン
ピュータ

ノート型，〔ＯＳ（基本ソフト）〕Windows　８，〔ＣＰ
Ｕ〕Ｃｏｒｅ　ｉ７，〔メインメモリー容量〕８ＧＢ，
〔ディスプレイ〕液晶１５．５～１５．６型ワイド，
〔ＨＤＤ容量〕１ＴＢ，ブルーレイディスクドライブ
搭載，ワープロ・表計算ソフト搭載，テレビ
チューナー内蔵は除く

※商標・型式番号指定

ノート型

※商標・型式番号指定

１台

3103 温水洗浄便座 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，特種機能付きは除く

※商標・型式番号指定

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

※商標・型式番号指定

１台

4011 ガステーブル ２口コンロ，グリル付き（片面焼き），〔トッププ
レート〕ホーロートップ，〔点火方式〕プッシュ
式，〔サイズ〕幅５９～６０ｃｍ，特殊機能付きは
除く

※商標・型式番号指定

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

※商標・型式番号指定

１台

5631 運動靴 大人用，スニーカー，〔甲〕合成繊維・合成皮
革，〔タイプ〕ひも又はマジックテープ，〔サイ
ズ〕２４．０～２７．０ｃｍ，中級品，「スポルディン
グ」，「チャンピオン」又は「マックスランライト（ダ
ンロップ）」

※品番指定

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〕２
４．０～２７．０ｃｍ，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」

※品番指定

１足

9061 学習机 学童用，移動式脇机付き，書棚組み替えタイ
プ，ロータイプ（ＬＥＤライト付き），〔天板〕ＭＤ
Ｆ（中質繊維板），〔外形寸法〕幅１００ｃｍ程
度，中級品，別売りの付属品は除く

１月～２月，１２月

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

１月～２月，１２月

１台

10月

11月

12月


