付録 ２ 平成14年に改正した基本銘柄の新旧対照表
銘柄
品 目
符号

新基本銘柄

旧基本銘柄

単位

1001 うるち米

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

１０ｋｇ
↓
１袋

1002 うるち米

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

１０ｋｇ
↓
１袋

1003 うるち米

国内産，精米，複数原料米，袋入り（５ｋｇ入り） 国内産，精米，ブレンド米

１０ｋｇ
↓
１袋

1005 うるち米

精米，指定標準米，袋入り（５ｋｇ入り）

１０ｋｇ
↓
１袋

1011 もち米

国内産，精米，複数原料米，袋入り（１ｋｇ入り） 国内産，精米

1051

即席中華めん
↓
即席めん

精米，指定標準米

スナックめん，中華タイプ，カップ入り（７７ｇ入 即席中華めん，袋入り（95〜105ｇ入り），５食
り），「カップヌードル」
入り

１ｋｇ
↓
１袋
１パック
↓
１個

1142 たらこ

並

1331 チーズ

プロセスチーズ，スライスタイプ，ホット専用， プロセスチーズ，固形，紙容器入り（６個，150
袋入り（10枚，190ｇ入り），「雪印とろけるスライ ｇ入り），「雪印６Ｐチーズ」又は「十勝６Ｐチー
ス」又は「明治十勝とろけるスライスチーズ」
ズ」

１箱
↓
１袋

1482 梅干し

調味梅干し，中粒，並

100ｇ

1641 ソース

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 中濃ソース，特級，ポリ容器入り（500mＬ入り）
器入り（500mＬ入り）

１本

1732 あめ

のど飴，袋入り（120ｇ入り），「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）」

１袋

3103 温水洗浄便座

シートタイプ，温風乾燥機能付き，脱臭機能付 シートタイプ，おしり洗浄，ビデ洗浄，暖房便
き，特殊機能付きは除く
座，特殊機能付きは除く
※ 商標・型式番号指定
※ 商標・型式番号指定

１台

3104 給湯機

ガス給湯機，給湯専用機，屋外壁掛型，〔給
ガス給湯機，給湯専用タイプ，屋外壁掛型，
湯能力〕16号，台所リモコン付き，特殊機能付
〔給湯能力〕16号，特殊機能付きは除く
きは除く
※ 商標・型式番号指定
※ 商標・型式番号指定

１台

3171 ふすま張替費

和ふすま，押し入れ（表面），〔上張り紙〕新鳥 〔紙〕新鳥の子，片面，下張り１枚，材料費及
の子，〔下張り〕袋張り１回，材料費を含む
び工賃を含む

１枚

4032 電気掃除機

床移動形，〔吸込仕事率〕540〜560Ｗ，タービ 家庭用，床移動形，〔吸込仕事率〕530〜570
Ｗ，タービンブラシ付き，ファジィ制御機能付き
ンブラシ付き，特殊機能付きは除く
※ 商標・型式番号指定
※ 商標・型式番号指定

１台

4301 飯茶わん

陶磁器製，直径10〜12ｃｍ，普通品

ふたなし，直径11ｃｍ程度，並もの

１個

4302 皿

洋皿，ミート皿，径23〜24ｃｍ，普通品

洋皿（肉皿），無地，径23ｃｍ程度，普通品

１枚

4352 蛍光ランプ

環形，３波長形，30Ｗ形

環形，スタータ形，３波長域発光形，30Ｗ形

１本

4471 芳香剤

トイレ用，固形タイプ，詰め替え用（140ｇ入
り），「サワデー」

トイレ用，固形タイプ，容器入り（140ｇ入り），
「サワデー」又は「ピコレット」

１個

リサイクル料金（再商品化等料金）
※ 企業指定

一般家庭，自転車処理手数料，大人用（１台
又は１台１８kgのもの）

１回

綿100％， 〔幅〕 34〜35ｃｍ， 〔長さ〕 9．5〜
10．5ｍ

綿100％，上級品，20番手，幅35ｃｍ程度，長
さ10ｍ程度

１反

4521

粗大ごみ処理手数
料

5421 さらし木綿

すけそうだらの子，並

中粒，並

のど飴，袋入り（120ｇ入り），「のど飴(ロッテ)」，
「特撰果のど飴（ロッテ）」又は「はちみつきん
かんのど飴（ノーベル製菓）」

改正月

１00g

１月
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銘柄
品 目
符号

新基本銘柄

旧基本銘柄

単位

6021 ビタミン剤

ビタミン含有保健剤，錠剤，瓶入り（60錠入
り），「新キューピーコーワゴールド」

ビタミン含有保健剤，錠剤，瓶入り（80錠入
り），「キューピーコーワゴールドＡ」

１箱

6091 漢方薬

便秘薬,防風通聖散エキス製剤,錠剤,瓶入り
（336錠入り）,「コッコアポA錠」

婦人薬, せんじ薬,｢中将湯 (24日分)｣

１箱

7335 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

パンク修理, 乗用車
(１,000〜2,000cc クラス)

8001 ＰＴＡ会費

公立小学校,P T A 会則による会費,１家庭児 小学校 P T A 会費,P T A 会則による会費,公
童１人通学
立小学校
※ 学校指定
※ 学校指定

１か月
↓
１か年

8002 ＰＴＡ会費

公立中学校,P T A 会則による会費,１家庭生 中学校 P T A 会費,P T A 会則による会費,公
徒１人通学
立中学校
※ 学校指定
※ 学校指定

１か月
↓
１か年

9012 テレビ

ワイドテレビ, 32型,画面分割機能付き,ＢＳ
チューナー内蔵,ＢＳデジタルハイビジョン放送
対応機能（Ｄ４端子）付き,特殊機能付きは除く
※ 商標・型式番号指定

ワイドテレビ, 32型,フラット画面,画面分割機能
付き,ＢＳチューナー内蔵,ＢＳデジタル放送対
応機能（Ｄ３端子）付き,特殊機能付きは除く
※ 商標・型式番号指定

１台

9021 ステレオ

ミニコンポーネントステレオセット,〔アンプ部〕
実用最大出力15W＋15W〜30W＋30W,〔プ
レーヤー部〕CDプレーヤー,〔チューナー部〕
FM/AM,〔デッキ部〕 ミニディスク (MD),MDLP
対応機能付き,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, 〔プレーヤー
部〕CDプレーヤー, 〔アンプ部〕 実用最大出
力15W＋15W〜30W＋30W,〔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

9041 カメラ

小型カメラ,レンズシャッター式,35ミリコンパクト
カメラ,〔レンズ〕ズームレンズ広角側焦点距離
最短28mm〜望遠側焦点距離最長１20mm,
ズーム倍率３〜４,〔重さ〕270g以下
※ 商標・型式番号指定

35ミリレンズシャッター式全自動カメラ, ズーム
レンズ内蔵,〔レンズ〕広角 (35〜40mm)〜望遠
(105〜１20mm);F値 (広角時) 3．5〜4．5, パノ
ラマ切替え機能付き,日付け写し込み機能付
き, ケース代を含む
※ 商標・型式番号指定

１台

9142 ゴルフクラブ

アイアン８本セット, 〔ヘッド〕 軟鉄（マイルドス
チール）又はチタンフェース,〔シャフト〕 カーボ
ン,「ティー･ゾイド プロ プラス」, ｢ツアースペ
シャル ゼクシオ」又は「ツアーステージ
V7000」

アイアン１0本セット, 〔ヘッド〕 軟鉄（マイルドス
チール）,〔シャフト〕 カーボン,「ミズノ ティー･
ゾイド コンプ EZアイアン」, ｢ダンロップ ツ
アーキャビティ ミルド フォージド」又は｢ブリ
ジストン ツアーステージ V3000」

１セット

9148 テニスラケット

輸入品, 硬式用, フレーム (ガットを除く), 〔平
均ウｴイト〕255g以上,〔ヘッドサイズ〕92〜110
平方インチ,ケース付き,中級品
※ 品名・品番指定

輸入品, 硬式ラケット, フレーム (ガットを除く),
ケース付き,〔材質〕 グラファイト(カーボン)＋グ
ラスファイバー,｢ハンマー5．7ストレッチ(ウイル
ソン)｣又は ｢グラファイトⅢＬＢ (プリンス)｣

１本

9172 コンパクトディスク

アルバム，邦盤，J−POP

直径１2cm，邦盤，歌謡曲

１枚

9211 月刊誌

総合誌，「文芸春秋」，調査日（金曜日）現在
の最新号

総合雑誌，「文芸春秋」（別冊号を除く｡），調
査日（金曜日）現在の最新号

１冊

9213 月刊誌

婦人誌，「主婦の友」，調査日（金曜日）現在
の最新号

婦人雑誌，「主婦の友」，調査日（金曜日）現
在の最新号

１冊

9231 週刊誌

「週刊ポスト」，調査日（金曜日）現在の最新号 「週刊朝日」，調査日（金曜日）現在の最新号

9251 辞書

英和辞典，並装，「ジーニアス英和辞典」

9317 月謝（料理教室）

料理教室, 一般家庭料理,月４回,材料費を含 料理学校, 週１回授業,修業年限１年, 本科授
む
業料(材料費を除く),月謝
※ 教室指定
※ 学校指定

１か月

ルーム料とカラオケ料込み(飲食を除く｡),レ
ルーム料とカラオケ料込み(飲食を除く｡),５人
カラオケルーム使用
ギュラールーム１室利用,平日（金曜日を除く）,
利用, 平日,午後６時以後の料金
料
午後７時以降の料金

１時間

9395

英和辞典，新合成皮革装、「新コンサイス英和
辞典」

改正月

１か所

１月

１冊
１冊
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銘柄
品 目
符号

新基本銘柄

旧基本銘柄

単位

9603 電気かみそり

輸入品,往復式,充電交流式,充電時間１時間,
輸入品, ドイツ製, 往復式,充電交流式,充電時
３枚刃,クリーン＆チャージ付き,「ブラウン BS
間１時間, ３枚刃,「ブラウン BS 5 427」
5 441」

１個

9682 口紅

スティックタイプ,「セルフィット リップスティック
セルフ化粧品,スティックタイプ,「セルフィット ラ
EX」又は「メディア モイスチャーラスティング
スティングルージュ」
リップ」

１本

9721 ハンドバッグ

9751 腕時計

手提げ型 (ショルダー兼用型を含む), 25cm程
手提げ型 (ショルダー兼用型を含む｡), 牛革製
度 (輸入品を除く｡),牛皮製 (カーフ, スエード,
(カーフ, スエード, エナメル及び型押しを除
エナメル及び型打を除く｡),〔内側〕 合成皮革
く｡),〔サイズ〕25〜28cm,中級品
張り
男性用, クオーツ,アナログ表示,〔ケース(側)〕 紳士用, 水晶発振式, 指針(アナログ)表示,
ステンレススチール又は金色めっき,｢セイコー 〔ケース(側)〕金メッキ,｢セイコースピリット｣ 又
スピリット｣,中級品
は｢セイコールーセント｣,中級品
※ 品番指定
※ 品名・品番指定

１個
１月
１個

9804 ﾌｨﾙﾀｰ付きたばこ

「マールボロ・ライト・メンソール・ボックス」，20
本入り

「ホープ」，20本入り

１箱

9861 ﾌｨﾙﾀｰ付きたばこ

輸入品，「ケント・ワン」，20本入り

輸入品，「ケント・マイルド・ボックス」，20本入り

１箱

9865 ﾌｨﾙﾀｰ付きたばこ

輸入品，「セーラム・ピアニッシモ」，20本入り

輸入品，「ラッキー・ストライク・ボックス」，20本
入り

１箱

3182 火災保険料

普通物件中の住宅物件，一般住宅，防火木
普通物件中の住宅物件，一般住宅，防火木
造，契約期間１か年，基本料率（保険金額１千
造，契約期間１か年，基本料率（保健金額１千
円に対する年率）
円に対する年率）
※ 企業指定

7378 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

7388 自動車保険料

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

1071 小 麦 粉

薄力粉，袋入り（１ｋｇ入り），「日清フラワー」

1153 かまぼこ

蒸かまぼこ, 板付き, 〔内容量〕140〜160g，普 小板付き, 中
通品
 加工指定

１00g

1301 牛 乳(瓶入り, 配達)

牛乳 (加工乳,特別牛乳及び乳飲料を除く｡),
牛乳，配達１本月ぎめ，瓶入り（200ｍL入り），
配達１本月ぎめ , 瓶詰 (200mL入り),瓶代を除
瓶代を除く
く

１本

牛乳，店頭売り，紙容器入り（1，000ｍL入り）

牛乳 (加工乳､特別牛乳及び乳飲料を除く｡)，
店頭売り， 紙容器入り， 1，000mL入り

１本

１個約60g

1303

牛 乳(紙容器入り,
店頭売り)

自動車損害賠償責任保険料，軽自動車，保
険期間24か月

薄力粉, １等粉

1341 鶏

卵

白色卵,Ｌサイズ,パック詰（１0個入り）

1473 納

豆

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

１件

４月

１件
１kg
↓
１袋

１kg
↓
１パック
１00ｇ
↓
１パック

1491 スイートコーン缶詰

ホールカーネル（つぶ状），内容総量230ｇ・固 ホールカーネル (つぶ状),内容総量435g･固
形量145ｇ入り，「アヲハタ・十勝コーン」
形量275g入り

１缶

1621 しょう油

本醸造，こいくちしょうゆ，JＡＳ規格品（特級）， 大手銘柄, 濃口, 特級, JAS規格品, ポリ容器
ポリ容器入り（１Ｌ入り），「キッコーマンしょうゆ」 入り (１Ｌ入り),｢キッコーマン印｣, ｢ヤマサ印｣,
｢ヒガシマル印｣,｢ヒゲタ印｣ 又は ｢マルキン印｣
又は「ヤマサしょうゆ」

１本

1652 即席カレー

固形，箱入り（250ｇ入り），「バーモントカレー」

固形, 240〜250g入り
 商標指定

改正月

１箱

7月
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1714 プ リ ン

カスタードプリン,チルドタイプ, カップ入り(176g １個
チルドタイプ，カップ入り（78ｇ×３個），「グリコ
又は180g入り)
↓
プッチンプリン」
 商標指定
１パック

1761 チョコレート

板チョコレート，70ｇ，「明治ミルクチョコレート」

1781 チューインガム

シュガーレスガム,粒がム,14粒入り,「キシリトー
板ガム (９枚入り)
ルガム」

1783 ポテトチップス

袋入り（90〜107ｇ入り）

1784 ゼ リ ー

フルーツゼリー，果肉入り，カップ入り（180〜 フルーツゼリー,果肉入り，カップ入り(１50〜
260ｇ入り），普通品
250g入り), 普通品
 商標指定
 商標指定

１個

1941 野菜ジュース

トマトジュース,ペットボトル入り（900g入り）,「カ トマトジュース, 缶入り(190g入り),｢カゴメトマト
ゴメトマトジュース」
ジュース｣

１缶
↓
１本

2026 発泡酒

麦芽使用率25％未満，缶入り（350ｍＬ入り），
缶入り(350mＬ入り),麦芽使用率25％未満
６缶入り
 商標指定
 商標指定

2133 カレーライス

4052 電気アイロン

板チョコレート,50g,｢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｣

袋入り (75〜90g入り)

並
スチームアイロン，コードレス，〔本体質量〕0．7
〜0．85ｋｇ，〔蓄熱時間〕150秒， 〔かけ面〕チタ
スチームアイロン, コードレス， 〔消費電力〕1，
ンコート又は新チタンダイヤモンドコート，〔消
200〜1，400W,マイコン制御付き
費電力〕1，200〜1，400Ｗ，ハンガーショット付
※ 商標・型式番号指定
き，マイコン制御付き，特殊機能付きは除く
※ 商標・型式番号指定
５点セット (テーブル１台･いす４脚), 中級品,
主材: ぶな,〔テーブル〕 長さ１20cm･幅75cm･
高さ70cm程度 (甲板面積調節式を除く), 甲板
表面: メラミン化粧板, 〔いす〕 ラダー型

１00ｇ
↓
１枚
１個
１00g

１缶
↓
１パック
１皿

１台
7月

4092 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
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

4271 布団カバー

掛布団用,綿100％,〔サイズ〕150cm×210cm, 掛布団用, ポリエステル65％･綿35％, 包布式
は除く,〔サイズ〕 幅150cm･長さ200〜210cm
中級品

１枚

4361 タ オ ル

綿100％，無地，〔長さ〕80〜90ｃｍ，〔重さ〕90 浴用タオル, 綿１00％(20番手),60〜7５g, 平
〜110ｇ，普通品
織, 後ざらし,無地

１枚

4401 ラップ

ポリ塩化ビニリデン製，幅30ｃｍ・長さ20ｍ，「サ 塩化ビニリデン製，幅30ｃｍ・長さ20ｍ，「サラ
ランラップ」
ンラップ」又は「クレラップ」

１本

4461 防 虫 剤

ピレスロイド系（エムペントリン製剤），引き出
ピレスロイド系（エムペントリン製剤）,引き出し・
し・衣装ケース用，箱又は袋入り（24＋12個入
衣装ケース用,箱又は袋入り (24〜32個入り） １箱(袋)
り），有効期間６か月，「ムシューダ」又は「ミセ
 商標指定
スロイド」

１セット

5192

女児スカート(春夏
物)

春夏物,〔素材〕「綿１00％」又は「綿65％以上･ 春夏物, ｢綿100％｣ 又は ｢化学繊維･綿混
化学繊維混用」,〔サイズ〕120又は130,普通品 用｣, 〔サイズ〕 115A〜130A,普通品
※ 調査月 ３月〜９月
※ 調査月 ３月〜９月

１枚

5194

女児スカート(秋冬
物)

秋冬物，〔素材〕ポリエステル・レーヨン混用， 秋冬物, 化学繊維混用,〔サイズ〕 115A〜
〔サイズ〕120又は130，普通品
130A, 普通品
※ 調査月 １月〜３月,９月〜１2月
※ 調査月 １月〜３月,９月〜１2月

１枚

半袖, ニット (綿１00％),プリント,４0番手程度,
半袖，綿100％，プリント，〔サイズ〕Ｍ，普通品
〔サイズ〕 M, 普通品
※ 調査月 ４月〜８月
※ 調査月 ４月〜８月

１枚

5234 婦人Ｔシャツ(半 袖)

改正月

付録 ２ 平成14年に改正した基本銘柄の新旧対照表
銘柄
品 目
符号

新基本銘柄

旧基本銘柄

男児用，半袖，綿100％，プリント，〔サイズ〕 男児用, 半袖, ニット(綿１00％),プリント,30番
5244 子供Ｔシャツ(半 袖) 120又は130，普通品
手程度, 〔サイズ〕 120又は130,普通品
※ 調査月 ４月〜８月
※ 調査月 ４月〜８月
5301 男子シャツ(半 袖)

5303 男子シャツ(長 袖)

半袖，メリヤス，綿100％，〔サイズ〕チェスト88
半袖,メリヤス,綿１00％,〔サイズ〕チェスト88〜
〜96ｃｍ・ＭＡ（Ｍ），白，普通品，特殊加工は
96cm・MA(M),白, 普通品
除く
長袖，メリヤス，綿100％，〔サイズ〕チェスト88
長袖,メリヤス,綿１00％,〔サイズ〕チェスト88〜
〜96ｃｍ・ＭＡ（Ｍ），白，普通品，特殊加工は
96cm･MA(M),白,普通品
除く
調査月 １月〜４月,９月〜１2月
調査月 １月〜４月,９月〜１2月

単位
１枚

１枚

１枚

5311 男子ブリーフ

メリヤス，綿100％，インゴム，〔サイズ〕ウエスト
メリヤス, 綿１00％, インゴム, 〔サイズ〕ウエスト
76〜84ｃｍ・ＭＡ（Ｍ），白，普通品，特殊加工
76〜84cm･MA(M), 白, 普通品
は除く

１枚

5321 男子ズボン下

半ズボン下,メリヤス,綿100％,〔サイズ〕ウエスト
半ズボン下,メリヤス,綿１00％,〔サイズ〕ウエスト
76〜84cm･MA（M),白,普通品,特殊加工は除
76〜84cm･MA(M), 白, 普通品
く
※ 調査月 １月〜５月,９月〜１2月
※ 調査月 １月〜５月,９月〜１2月

１枚

5351 婦人ショーツ

メリヤス,綿１00％,〔サイズ〕ヒップ87〜95cm･M, メリヤス (綿１00％), ３0〜４0番手程度,〔サイ
無地,普通品,特殊加工は除く
ズ〕 M, 白,普通品

１枚

5372 子供シャツ

男児用,半袖,メリヤス,綿１00％,〔サイズ〕120又 男児用, 半袖, メリヤス (綿１00％),30番手程
は130,２枚入り,白,普通品,特殊加工品は除く 度, 白,〔サイズ〕１20又は130, 普通品

１枚
↓
１袋

5601 男 子 靴

短靴,黒,〔甲〕牛革,〔底〕「合成ゴム」又は「ウレ
短靴, 黒, 〔甲〕 牛皮, 〔底〕合成ゴム張付底,
タン」,〔底の製法〕張り付け,〔サイズ〕25〜
25㎝程度,中級品
26cm,中級品

１足

5611 婦 人 靴

パンプス，〔甲〕牛革，〔底〕合成ゴム，〔底の製 パンプス,中高ヒール,〔甲〕牛皮,〔底〕合成ゴム
法〕張り付け，〔サイズ〕23〜24ｃｍ，中級品
張付底,23 1/2cm程度,中級品

１足

総合かぜ薬,錠剤,瓶入り（65錠入り）,「新ルル
総合感冒剤,「新ルル-Ａ錠（60錠入り）」
Aゴールド」

１箱

6012 胃 腸 薬

複合胃腸薬,錠剤,瓶入り（300錠入り）,「キャベ 複合胃腸薬,錠剤,瓶入り (320錠入り),｢キャベ
ジンコーワS」
ジンコーワ錠 ｣

１箱

6062 目

点眼薬，疲れ目用，12ｍＬ又は13ｍＬ入り，
「新Ｖ・ロートＥＸ」又は「ロートジーファイ
ニュー」

１個

6001

感 冒 薬(総合感冒
剤)

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」

改正月

7月

6091 漢 方 薬

便秘薬，防風通聖散エキス製剤，錠剤，瓶入 便秘薬,防風通聖散エキス製剤,錠剤,瓶入り
（336錠入り）,「コッコアポA錠」
り（360錠入り），「新コッコアポＡ錠」

１箱

6141 紙おむつ

乳幼児用，テープ型，Ｌサイズ，45枚入り，「メ 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｣
リーズ」

１袋

6161 コンタクトレ ン ズ

ハードタイプ，高酸素透過性，近視用，「メニコ ハードタイプ (酸素透過性),近視用, ｢メニコン
ンZ」
02-32｣又は ｢シード Hi-02｣

１枚

9042 ビデオカメラ

家庭用,デジタル方式,〔記録媒体〕ＤＶＣ,〔記
録方式〕ＤＶ方式〔総画素数〕102〜155万,
〔ズーム倍率〕光学１0〜１2倍,デジタル１20〜
200倍,付属品は除く,特殊機能付きは除く
※ 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10〜12倍 ,デジタル40〜200倍,
〔レンズ〕F １.4〜2.5, 別売りの付属品は除く
※ 商標・型式番号指定

１台

9121 ノートブック

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

上質紙, 6号 (179mm×252mm),罫入り, 正味
30枚綴り

１冊

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
輸入品，スリーピースボール，１ダース入り，
リスト ＨＰツアー」又は「タイトリスト ＤＴディス
「タイトリスト ＰｒｏＶ１」
タンス」

１箱

付録 ２ 平成14年に改正した基本銘柄の新旧対照表
銘柄
品 目
符号

新基本銘柄

旧基本銘柄

単位

9142 ゴルフクラブ

アイアン８本セット, 〔ヘッド〕 軟鉄（マイルドス
アイアン，８本セット，〔ヘッド〕軟鉄（マイルドス チール）又はチタンフェース,〔シャフト〕 カーボ
チール），〔シャフト〕スチール，「ミズノ Ｓ− ン,「ティー･ゾイド プロ プラス」, ｢ツアースペ １セット
30」又は「ツアーステージ ＴＳ−201」
シャル ゼクシオ」又は「ツアーステージ
V7000」

9151 人

コレクション人形,「シルバニアファミリー（お母 ソフトビニール製, 着せ替え人形,27cm程度
さん）」
(紙箱入り),衣服 (中級)付き,「リカちゃん」

形

パトロールカー (サイレン･プッシュボタン３〜５
個付き), 35cm程度,単１又は単２電池２本使用
(電池代を除く｡)

１個

9152 がん具自動車

ミニカー,「トミカ（№１〜№１20）」

9162 フイルム

カメラ用,カラープリント用,35ミリ,ISO400,27枚 カメラ用, カラープリント用, 35ミリ,ISO400,24枚
１パック
撮り,３本入り,｢フジカラー SUPERIA400」
撮り,３本入り,｢フジカラー SUPERIA 400｣

9382 写真焼付代

カラー同時プリント（27枚プリント，現像代込
み），サービスサイズ（Ｌサイズ），当日仕上げ

カラー, 2４枚同時プリント (現像代を含む｡),
サービスサイズ(E又はLサイズ)

１台

１個

9623 歯 磨 き

練り歯磨き，ラミネートチューブ入り（160ｇ入
り），「デンターライオン」（爽快なミント，薫る
ハーブを除く）

練り歯磨き (ラミネートチューブ入り),｢デンター
ライオン (１70g入り)｣

１本

9752 腕 時 計(輸入品)

輸入品,男性用,オート,〔ケース(側)〕ステンレ
ス,「オメガ スピードマスター」, 中級品
※ 品名・品番指定

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

１個

6201

電気かみそり(輸入
品)

国民健康保険，被保険者の一部負担金の割
国民健康保険，被保険者（世帯主）の一部負
診察料（国民健康保
合（３歳未満，70歳以上及び退職被保険者を
担金の割合
険）
除く｡）

7月

１セット

輸入品，往復式，充電交流式，充電時間１時 輸入品,往復式,充電交流式,充電時間１時間,
３枚刃,クリーン＆チャージ付き,「ブラウン ＢＳ
間，３枚刃，水洗いタイプ，「ブラウン ＢＳ
5614」
5 441」

9603

改正月

１回

診察料（国民健康保 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 健康保険，被保険者の一部負担金の割合
6203 険によるものを除
除く｡）
く。）

１回

診察料（国民健康保 老人保健，老人保健医療者対象者の一部負
健康保険，被保険者の被扶養者の一部負担
6204 険によるものを除
担金の割合（一定以上の報酬を有する者を除
金の割合
く｡）
く。）

１回

１0月

