
銘柄
符号

品　目 新基本銘柄 旧基本銘柄 単位 改正月

1501 りんご つがる又はジョナゴールド，１個２５０～３８５ｇ ジョナゴールド，１個２６０～３５０ｇ １ｋｇ

1502 りんご ふじ，１個２５０～３８５ｇ ふじ，１個２６０～３５０ｇ １ｋｇ

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，７６ｇ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，８０ｇ入り），「クノールカップスープ　コーン
クリーム」

１箱

1891 混ぜごはんのもと
五目ずしの素，袋入り（２８２．８ｇ入り），「ミツカ
ン五目ちらし」

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」

１箱
↓
１袋

3011 家賃（公的住宅） 都道府県営住宅家賃 公営家賃，都道府県営住宅 １か月

3012 家賃（公的住宅） 市町村営住宅家賃 公営家賃，市町村営住宅 １か月

3014 家賃（公的住宅） 都道府県住宅供給公社住宅家賃 公営家賃，都道府県住宅供給公社住宅 １か月

3015 家賃（公的住宅） 市住宅供給公社住宅家賃 公営家賃，市住宅供給公社住宅 １か月

4324 ワイングラス
クリスタルガラス製，無地，〔容量〕１８０～３００ｍ
Ｌ，中級品

輸入品，クリスタルガラス製，無地（エッチング
入り），〔容量〕１４０ｃｃ，２個入り，「ボヘミアクリ
スタル，ボヘミアンドリーム（ＫＡ８０３）」

１セット
↓
１個

4325 コーヒーわん皿 陶磁器製，柄物，普通サイズ，中級品
輸入品，模様入り，「ウェッジウッド，ワイルドスト
ロベリー」，キャン（大型）

１客

4412 ティシュペーパー
パルプ１００％，１箱３６０枚（１８０組）入り，５箱
入り，「クリネックス」又は「エリエール」

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」

１パック

4413 トイレットペーパー
再生紙１００％，白，〔長さ〕５５ｍ，６０ｍ，２枚重
ね２７．５ｍ又は２枚重ね３０ｍ，１２ロール入り

トイレットペーパー，古紙，〔長さ〕「５５ｍ」又は
「６０ｍ」，１２ロール入り

１袋
↓

１パック

5102 背広服
秋冬物，シングル上下，並型，総裏，〔表地〕
ウーステッド（毛１００％），〔裏地〕ポリエステル１
００％，〔サイズ〕Ａ体型（Ａ４～Ａ６），中級品

シングル上下，秋冬物，並型，〔表地〕ウース
テッド（毛１００％），中級品，〔裏地〕ポリエステ
ル１００％

１着

5121 男子ズボン
秋冬物，スラックス，〔素材〕ウーステッド（毛１０
０％），〔サイズ〕Ｗ７６～８２ｃｍ，中級品

並型，ウーステッド（毛１００％），中級品 １本

5122 男子ズボン
夏物，スラックス，〔素材〕毛５０％以上・ポリエス
テル混用，〔サイズ〕Ｗ７６～８２ｃｍ，中級品

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

１本

5123 男子ズボン
ブルージーンズ，〔素材〕デニム（綿１００％），
〔サイズ〕Ｗ７６～８２ｃｍ（又はＷ３０～３２），中
級品

ブルージーンズ，デニム（綿１００％），〔サイズ〕
Ｗ７３～７９ｃｍ（又はＷ２９～３１）

１本

付録 ２　平成17年に改正した基本銘柄の新旧対照表
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5131 男子コート

秋冬物，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，〔サイズ〕チェスト８８～９６ｃｍ・身長１６
５～１７５ｃｍ，中級品

シングル並型，〔表地〕「綿１００％」又は「綿５
０％以上・化学繊維混用」，ライニング付き，中
級品

１着

5162 婦人スーツ
秋冬物，長袖，〔素材〕毛１００％，〔サイズ〕「７
～１１号」又は「Ｍ」，中級品

秋冬物，ウーステッド（毛１００％），プレタポル
テを除く

１着

5166 婦人スーツ
春夏物，〔素材〕「麻・化学繊維混用」又は
「綿・化学繊維混用」，〔サイズ〕「７～１１号」又
は「Ｍ」，中級品

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

１着

5161 ワンピース
春夏物，〔素材〕「綿１００％」又は「綿５０％以
上・化学繊維混用」，〔サイズ〕「７～１１号」又
は「Ｍ」，中級品

夏物，半袖，プリント（綿１００％），中級品，
ホームドレスを除く

１着

5163 ワンピース
秋冬物，総裏，〔表地〕化学繊維１００％，〔サイ
ズ〕「７～１１号」又は「Ｍ」，中級品

合物，袖なし，総裏，〔表地〕化学繊維１０
０％，〔サイズ〕「７～１１号」又は「Ｍ」，中級品

１着

5169 スカート
春夏物，〔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

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

１枚

5172 スカート
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

秋冬物，布はく（ニットを除く），「毛１００％」又
は「毛５０％以上・化学繊維混用」，〔サイズ〕Ｗ
６４～７０ｃｍ，中級品

１枚

5233 婦人Ｔシャツ
長袖又は７分袖，〔素材〕綿・化学繊維混用，
柄物，〔サイズ〕Ｍ，普通品

長袖，ニット（綿１００％），無地，４０番手程度，
〔サイズ〕Ｍ，普通品

１枚

5243 子供Ｔシャツ
男児用，長袖，〔素材〕綿１００％，柄物，〔サイ
ズ〕１２０又は１３０，普通品

男児用，長袖，ニット（綿１００％），プリント，３０
番手程度，〔サイズ〕１２０又は１３０，普通品

１枚

5521 男子靴下
綿・化学繊維混用，無地，〔サイズ〕２５ｃｍ，普
通品

春夏物，綿・化学繊維混用，無地，〔サイズ〕２
５ｃｍ，普通品

１足

6061 はり薬
鎮痛消炎貼付薬，プラスター剤，〔サイズ〕４．
２×６．５ｃｍ，箱入り（４０枚入り），「サロンパス
Ａｅ」又は「トクホン」

消炎鎮痛貼付剤，普通判，紙箱入り（４０枚入
り），「サロンパスＡｅ」又は「トクホンＡ」

１箱

6101 生理用ナプキン
昼用，レギュラー，羽なし，３４個入り

　商標指定

昼用，レギュラー，羽なし，３６個入り，「ソフィ
ボディフィット」又は「ウィスパーレギュラー」

１袋

6141 紙おむつ
乳幼児用，パンツ型，Ｌサイズ，３１枚入り，「メ
リーズパンツ」

乳幼児用，パンツ型，Ｌサイズ，３２枚入り，「メ
リーズパンツ」

１袋

7035 鉄道運賃

旅客鉄道（ＪＲ），大人，指定席特別急行料金，
新幹線

※　企業・区間指定

旅客鉄道（ＪＲ），大人，片道，指定席特別急行
料金（通常期），新幹線

※　区間指定

１回

7036 鉄道運賃

旅客鉄道（ＪＲ），大人，指定席特別急行料金，
在来線

※　企業・キロ指定

旅客鉄道（ＪＲ），大人，片道，指定席特別急行
料金（通常期），在来線

※　企業・キロ指定

１回

7037 鉄道運賃
旅客鉄道（ＪＲ），大人，普通急行料金

※　企業・キロ指定

旅客鉄道（ＪＲ），大人，片道，普通急行料金

※　企業・キロ指定
１回
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7038 鉄道運賃

旅客鉄道（ＪＲ），大人，特別車両（グリーン）料
金，特急・急行

※　企業・キロ指定

旅客鉄道（ＪＲ），大人，片道，特別車両（グリー
ン）料金，特急・急行

※　企業・キロ指定

１回

7039 鉄道運賃

旅客鉄道（ＪＲ），大人，特別車両（グリーン）料
金，普通

※　企業・キロ指定

旅客鉄道（ＪＲ），大人，片道，特別車両（グリー
ン）料金，普通

※　企業・キロ指定

１回

7040 鉄道運賃
旅客鉄道（ＪＲ），大人，列車寝台料金

※　企業・寝台指定

旅客鉄道（ＪＲ），大人，片道，列車寝台料金

※　企業・寝台指定
１回

7041 鉄道運賃
旅客鉄道（ＪＲ），大人，座席指定料金

※　企業指定

旅客鉄道（ＪＲ），大人，片道，座席指定料金
（通常期）

※　企業指定

１回

7054 バス代

一般乗合旅客自動車，一般バス，初乗運賃，
大人

※　企業・路線指定

一般乗合旅客自動車運賃，大人，最低運賃

※　企業指定
１回

7101 乗用車

軽乗用車，排気量0.660Ｌ以下，長さ3.40ｍ以
下，幅1.48ｍ以下，高さ2.00ｍ以下

※　車種指定

軽乗用車，排気量660cc未満，全長3.40ｍ未
満，全幅1.48ｍ未満

※　車種指定

1台

7102 乗用車

小型乗用車，排気量0.660Ｌ超～1.50Ｌ以下，
長さ3.40ｍ超～4.70ｍ以下，幅1.48ｍ超～
1.70ｍ以下，高さ2.00ｍ以下

※　車種指定

小型乗用車，全長3.40～4.70ｍ未満，全幅
1.48～1.70ｍ未満，排気量660～1,500cc未満

※　車種指定

1台

7103 乗用車

小型乗用車,排気量1.50Ｌ超～2.00Ｌ以下，長
さ3.40ｍ超～4.70ｍ以下，幅1.48ｍ超～1.70
ｍ以下，高さ2.00ｍ以下

※　車種指定

小型乗用車, 全長3.40～4.70ｍ未満，全幅
1.48～1.70ｍ未満，排気量1,500～2,000cc未
満

※　車種指定

1台

7112 乗用車
普通乗用車，排気量2.00Ｌ超

※　車種指定

普通乗用車，排気量2,000cc以上

※　車種指定
1台

7109 乗用車

輸入品，小型乗用車，排気量0.660Ｌ超～2.00
Ｌ以下，長さ3.40ｍ超～4.70ｍ以下，幅1.48ｍ
超～1.70ｍ以下，高さ2.00ｍ以下

※　車種指定

輸入品，小型乗用車，全長3.40～4.70ｍ未
満，全幅1.48～1.70ｍ未満，排気量660～
2,000cc未満

※　車種指定

1台

7114 乗用車
輸入品，普通乗用車，排気量2.00Ｌ超

※　車種指定

輸入品，普通乗用車，排気量2,000cc以上

※　車種指定
1台

１月
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9325 自動車教習料

公安委員会指定自動車教習所，第一種普通
免許（ＭＴ車），所持免許なし，一般コース，入
所から卒業までの総費用

※　教習所指定

9321公安委員会指定教習所，第一種普通免
許証取得，技能教習料，所内，５０分
9322公安委員会指定教習所，第一種普通免
許証取得，技能教習料，路上，５０分
9323公安委員会指定教習所，第一種普通免
許証取得，学科教習料，５０分
9324公安委員会指定教習所，第一種普通免
許証取得，入所料
※　教習所指定

１回

9372 遊園地入園料
フリーパス料金，休日，1日，大人

※　遊園地指定

休日，大人

※　遊園地指定
１人

9373 遊園地入園料
フリーパス料金，休日，1日，小人

※　遊園地指定

休日，小人

※　遊園地指定
１人

9603 電気かみそり

輸入品，往復式，３枚刃，充電・交流式，充電
時間１時間，水洗いタイプ

※　商標・型式番号指定

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」

１個

9690 乳液

カウンセリング化粧品，瓶入り（１２０ｍＬ入り），
「エリクシール　リフティングエマルジョンＥＸ
Ⅰ」又は「エリクシール　リフティングエマルジョ
ンＥＸⅡ」

カウンセリング化粧品，瓶入り（１２０ｍＬ入り），
「エリクシール　バイタライジングエマルジョン
Ⅰ」又は「エリクシール　バイタライジングエマ
ルジョンⅡ」

１瓶

4333 なべ
輸入品，圧力なべ，ステンレス製，６．０Ｌ，「ク
リプソヌーヴォー」

輸入品，圧力なべ，６．０Ｌ，ステンレス製，「デ
リシオ」

１個 ３月

9351 プロ野球観覧料
公式戦，内野指定席，大人

※　球場・席区分指定

公式戦，内野席，大人

※　球場・席区分指定
１人

9352 プロ野球観覧料
公式戦，外野指定席，大人

※　球場・席区分指定

公式戦，外野席，大人

※　球場・席区分指定
１人

1331 チーズ

プロセスチーズ，スライスタイプ，ホット専用，
袋入り（１０枚，１８０ｇ入り），「雪印とろけるスラ
イス」，「クラフトとろけるスライス」又は「明治十
勝とろけるスライスチーズ」

プロセスチーズ，スライスタイプ，ホット専用，
袋入り（１０枚，１９０ｇ入り），「雪印とろけるスラ
イス」又は「明治十勝とろけるスライスチーズ」

１袋

7443 携帯電話機

カメラ付き携帯電話機，機種変更，使用期間１
年，「ドコモ　ＦＯＭＡ（ｍｏｖａからＦＯＭＡ）」

※　シリーズ・型式番号指定

カメラ付き携帯電話機，機種変更，使用期間６
か月以上，「ドコモ　ＦＯＭＡ（ｍｏｖａからＦＯＭ
Ａ）」

※　シリーズ・型式番号指定

１台

1311 粉ミルク
調製粉乳，缶入り（９３０ｇ入り），「母乳サイエン
スミルク　明治ほほえみ」

調製粉乳，缶入り（９８０ｇ入り），「ソフトカード
明治コナミルク　ほほえみ」

１缶

1332 チーズ
輸入品，フランス産，ナチュラルチーズ，カマ
ンベール，紙容器入り（１２５ｇ入り）

輸入品，ナチュラルチーズ，カマンベール
チーズ，缶入り（１２５ｇ入り），「ジェラール」

１缶
↓
１個

1514 グレープフルーツ 1個３５０～５２０ｇ 1個３７０～４３０ｇ １ｋｇ

７月

５月

１月

4月
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1515 オレンジ
輸入品，バレンシアオレンジ又はネーブルオ
レンジ，１個１７０～３１０ｇ

輸入品，1個１８０～２４０ｇ １ｋｇ

2033 ウイスキー
瓶詰（７００ｍＬ入り），アルコール分４０度以上
４３度未満，「サントリーウイスキー　角瓶」

瓶詰（７００ｍＬ入り），アルコール分４０度以上
４３度未満，「サントリーウイスキー　新・角瓶」

１本

3121 板材
集成材，パイン，〔サイズ〕厚さ１４～１８ｍｍ・幅
３００ｍｍ・長さ９００～９１０ｍｍ

ラワン材，棚板，１．４ｃｍ×３０．０ｃｍ×１８０～
１８２ｃｍ

1枚

4403 キッチンペーパー

パルプ１００％，ロールタイプ，２枚重ね５０カッ
ト，４ロール入り，「エリエール超吸収キッチンタ
オル」，「ネピア激吸収キッチンタオル」又は「ク
リネックスペーパータオルスーパードライ」

パルプ１００％，ロールタイプ，２枚重ね５０カッ
ト，４ロール入り，「ネピア激吸収キッチンタオ
ル」，「エリエール超吸収キッチンタオル」又は
「クリネックススーパードライタオル」

１パック

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（４５０ｍＬ入り），「まな板と
スポンジの除菌ができるジョイ」

合成洗剤，食器・調理用具用，液体，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」

1本

4441 洗濯用洗剤
合成洗剤，綿・麻・合成繊維用，粉末，箱入り
（１．２ｋｇ入り），「アタック」

合成洗剤，綿・麻・合成繊維用，粉末，箱入り
（１．２ｋｇ入り），「アタック」又は「トップ」

1箱

5183 婦人ブレザー
シングル，並型，無地，〔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

シングル並型，夏物を除く，〔表地〕梳毛（毛１
００％），無地，〔サイズ〕７～１１号，中級品

１着

5361 スリップ

〔素材〕ポリエステル１００％，〔サイズ〕バスト８０
又は８５，丈７５～９０ｃｍ，中級品

※　商標・品番指定

ポリエステル１００％，〔サイズ〕バスト８５～９０ｃ
ｍ，丈８０～９０ｃｍ，中級品

※　商標・品番指定

１枚

6161 コンタクトレンズ
ソフトレンズ，使い捨てレンズ，１日交換タイ
プ，近視用，箱入り（３０枚入り），「ワンデーア
キュビュー」

ハードタイプ，高酸素透過性，近視用，「メニコ
ンＺ」

１枚
↓
１箱

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（３６０ｍＬ入り）

　商標指定

ハードコンタクトレンズ用，洗浄保存液，ポリ容
器入り（１００mＬ入り），「メニコンＯ２ケア」

１本
↓
１箱

9041 カメラ

フィルムカメラ，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３７ｍｍ～望遠側焦点距離最長１
８０ｍｍ，ズーム倍率２．８～４．７倍

※　商標・型式番号指定

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１２０
ｍｍ，ズーム倍率３～４，〔重さ〕２７０ｇ以下

※　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〕ＤＶＣ，
〔記録方式〕ＤＶ方式，〔総画素数〕１０２～１３３
万，〔ズーム倍率〕光学１０～１５倍，デジタル１
００～２００倍，アクセサリーキット付き，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，〔記録媒体〕ＤＶＣ，
〔記録方式〕ＤＶ方式，〔総画素数〕１０２～１３３
万，〔ズーム倍率〕光学１０倍，デジタル１００～
２００倍，アクセサリーキット付き，特殊機能付き
は除く

※　商標・型式番号指定

１台

７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17年に改正した基本銘柄の新旧対照表（続き）

9111 ボールペン

油性ボールペン，ノック式，〔軸〕透明，ラバー
グリップ付き，〔インクの色〕1色，「パイロット
ボールペン　スーパーグリップ」，「三菱ボール
ペン　楽ノック」又は「ゼブラボールペン　ジム
ノック」

鉛筆型，芯取替式，透明軸，クリップ付き
キャップ，金属製口部，「ゼブラボールペンＮ
－５１００」，「三菱ボールペンＳＡ－Ｓ」又は「パ
イロットボールペンＢＰ－Ｓ」

1本

9123 アルバム
フリーアルバム，〔表紙〕厚紙製，台紙８枚，
〔サイズ〕四つ切り，背幅２４ｍｍ，スライドとじ具
式，「コクヨフリーアルバム　ア－１２４Ｎ」

フリーアルバム，厚紙表紙，台紙６枚，〔サイ
ズ〕四つ切り（３２３ｍｍ×２７０ｍｍ），背幅１７ｍ
ｍ，スライドとじ具式，「コクヨフリーアルバム，
ア－１３４Ｎ」

１冊

9224 月刊誌
パソコン誌，「日経ＰＣ２１」，調査日(金曜日)現
在の最新号

パソコン誌，「日経クリック」，調査日(金曜日)現
在の最新号

１冊

9621 化粧石けん
標準重量９０ｇ又は１００ｇ，３個入り，「植物物
語ハーブブレンド」，「花王ホワイト」，「カウブラ
ンド赤箱」又は「スーパーマイルドソープ」

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」

１パック

9680 口紅
カウンセリング化粧品，スティックタイプ，「ピエ
ヌ　ルージュアクアフィックス」又は「エリクシー
ル　ファインストレッチルージュ」

カウンセリング化粧品，スティックタイプ，「ピエ
ヌ　ゴールデンリップフレッシュ」，「エリクシー
ル　ファインストレッチルージュ」又は「テスティ
モ　ルージュドルージュ」

1本

7361
高速自動車道路料
金

高速自動車国道料金，普通車，１台

※　企業，路線及び区間指定

高速自動車国道料金，普通車，１台

※　路線及び区間指定
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，１台

※　企業及び路線指定

高速自動車都道府県道路料金，普通車，１台

※　路線及び区間指定
１回

9915 通所介護料

通所介護費(利用者負担分)，併設型通所介
護費，所要時間４時間以上６時間未満，要介
護１又は要介護２，往復送迎付き，入浴介助
付き

通所介護費(利用者負担分)，併設型通所介
護費，所要時間４時間以上６時間未満，要介
護１又は要介護２，食事付き，往復送迎付き，
入浴介助付き

１回

4442 柔軟仕上剤
洗濯用，詰め替え用，袋入り（５４０ｍＬ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」

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」

１袋

6141 紙おむつ
乳幼児用，パンツ型，Ｌサイズ，４４枚入り，
「ムーニーマン」又は「メリーズパンツ」

乳幼児用，パンツ型，Ｌサイズ，３１枚入り，「メ
リーズパンツ」

１袋

6022 ビタミン剤
ビタミン主薬製剤，ビタミンＢ１・Ｂ６・Ｂ１２主薬
製剤，錠剤，瓶入り(２７０錠入り），「アリナミンＥ
Ｘプラス」

ビタミン主薬製剤，ビタミンＢ１含有，錠剤，瓶
入り(６０錠入り），「アリナミンＥＸ」

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－７５０００」

ＤＶＤ－ＲＯＭドライブ，ＣＰＵ１２８ビット，「プレ
イステーション２　ＳＣＰＨ－７００００」

１台

10月

７月

11月

12月


