
銘柄
符号

品　目 新基本銘柄 旧基本銘柄 単位 改正月

1105 かれい まがれい，あかがれい，むしがれい又はま
こがれい，丸（長さ約２０cm以上）

まがれい，丸（長さ約２５～３５ｃｍ） １００g

1107 さば まさば，切り身 まさば，丸（長さ２５～４０cm） １００g

1110 たい まだい，刺身用，さく まだい，丸（長さ約２０ｃｍ以上） １００g

1150 ししゃも 子持ちししゃも，カラフトシシャモ（カペ
リン），パック入り（８～１２匹入り），
並

子持ちししゃも，パック入り（８～１２匹
入り），並

１００g

1165 魚みそ漬 さわら又はさけ，並 さわら １００g

1201 牛肉 国産品，ロース ロース １００g

1212 豚肉 もも肉 肩肉 １００g

1331 チーズ 国産品，プロセスチーズ，スライスチー
ズ，とろけるタイプ，袋入り（１０枚，１
８０ｇ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
「明治北海道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，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」

１袋

1462 わかめ 生わかめ，湯通し塩蔵わかめ，養殖もの，
国産品，並

養殖もの，塩蔵わかめ（湯通しもの），並 １００g

1501 りんご つがる，１個２００～４００ｇ

調査月　８月～１０月

つがる又はジョナゴールド，１個２５０～
３８５ｇ

調査月　１月～３月，８月～１２月

１ｋｇ

1711 カステラ 普通品 長崎カステラ １００g

1801 うなぎかば焼き 国産品，長焼き，１匹（１２０～２１０
ｇ），並

長焼き，１匹（１２０～１８０ｇ），並 １００g

1931 果実飲料 果汁入り飲料，２０～３０％果実果汁入
り，ペットボトル入り（１，５００ｍＬ入
り），「クー」，「なっちゃん」又は「小
岩井純水果汁」

果汁入り飲料，２０～３０％果実果汁入
り，ペットボトル入り（５００ｍＬ入
り），「クー」，「なっちゃん」，「キリ
ン　きりり」又は「バヤリース」

１本

1951 コーラ ペットボトル入り（５００mＬ入り），
「コカ・コーラ」

ペットボトル入り（５００mＬ入り） １本

1972 乳酸菌飲料 配達１本月ぎめ，「ヤクルト４００（８０
mＬ入り）」

「ヤクルト（６５mＬ入り）」，配達１本
月ぎめ

１本

2003 清酒 普通酒，紙容器入り（２，０００ｍＬ入
り），アルコール分１３度以上１６度未満

　商標・呼称指定

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

１本

付録 ２　平成19年に改正した基本銘柄の新旧対照表

１月
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品　目 新基本銘柄 旧基本銘柄 単位 改正月

2033 ウイスキー 瓶入り（７００ｍＬ入り），アルコール分
４０度以上４１度未満，「サントリーウイ
スキー　角瓶」

瓶入り（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」

１本

3177 ルームエアコン取
付け料

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２．８ｋ
W，１台

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２．２ｋ
W，１台

１回

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
６００～６３０Ｗ，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，〔吸込仕事率〕５４０～５６０
Ｗ，タービンブラシ付き，特殊機能付きは
除く

※　商標・型式番号指定

１台

4331 なべ 両手なべ，アルミニウム製（アルマイト加
工），〔サイズ〕２０cm，〔満水容量〕
２．６～３．０Ｌ，〔底の厚さ〕０．７～
１．３mm，中級品

両手なべ，アルミニウム製（アルマイト加
工），〔寸法（サイズ）〕２０cm，〔満水
容量〕２．６～３．０Ｌ，〔底の厚さ〕
０．７～１．３mm，中級品

※　商標・品名指定

１個

4501 家政婦給料 通い，家事労働（８時間）

※　家政婦紹介所指定

一般家庭，通い，普通労働（８時間） １人

5141 男子学生服 公立中学校用，詰め襟上下，〔素材〕「ポ
リエステル１００％」又は「ポリエステル
５０％以上・毛混用」，〔サイズ〕身長１
６０ｃｍ・Ａ体型

調査月　１月～３月

中学生用，詰め襟上下，「ポリエステル１
００％」又は「ポリエステル７０％以上・
毛混用」，〔サイズ〕身長１５５cm・胸囲
７８cm用

調査月　１月～３月

１着

5162 婦人スーツ 秋冬物，長袖，〔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

調査月　１月～２月，９月～１２月

秋冬物，長袖，〔素材〕毛１００％，〔サ
イズ〕「７～１１号」又は「Ｍ」,中級品

調査月　１月～２月，９月～１２月

１着

5163 ワンピース 秋冬物，総裏，〔表地〕化学繊維１０
０％，〔サイズ〕「７～１１号」又は
「Ｍ」，中級品

調査月　１月～２月，９月～１２月

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

調査月　１月～４月，９月～１２月

１着

5169 スカート 春夏物，〔素材〕ポリエステル１００％，
〔サイズ〕Ｗ６４～７０cm，中級品

調査月　３月～８月

春夏物，〔素材〕「麻・化学繊維混用」又
は「綿・化学繊維混用」，〔サイズ〕Ｗ６
４～７０cm，中級品

調査月　３月～８月

１枚

5184 女子学生服 公立中学校用，冬服，〔上衣〕セーラー
型，〔スカート〕プリーツスカート，〔素
材〕ポリエステル・毛混用，〔サイズ〕身
長１５５cm・Ａ体型

調査月　１月～３月

中学生用，冬服，〔上衣〕セーラー型，
〔スカート〕車ひだ，〔サイズ〕身長１５
５cm用

調査月　１月～３月

１着

5341 ブラジャー 〔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

〔カップ〕レース又はシームレス，〔サイ
ズ〕Ｂ７０又はＢ７５，中級品

※　商標・品番指定

１枚

5511 ネクタイ 幅ネクタイ，絹１００％，中級品 絹１００％，中級品 １本

付録 ２　平成19年に改正した基本銘柄の新旧対照表（続き）
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7301 自動車ガソリン レギュラーガソリン，セルフサービス式を
除く

現金売り，レギュラーガソリン １Ｌ

7311 自動車タイヤ 小型乗用車用，ラジアルタイヤ，チューブ
レスタイヤ，〔サイズ〕１７５/７０Ｒ１
４　８４Ｓ

※　商標・品名指定

小型乗用車用，ラジアルタイヤ，チューブ
レスタイヤ，〔サイズ〕１７５/７０Ｒ１
３　８２Ｓ

※　商標・品名指定

１本

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（ＦＯＭＡ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１年，「ドコモ　ＦＯＭＡ（moveからＦ
ＯＭＡ）」

※　シリーズ・型式番号指定

１台

9041 カメラ 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

フイルムカメラ，レンズシャッター式，３
５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１８０mm，ズーム倍率
２．８～４．７倍

※　商標・型式番号指定

１台

9143 テニスラケット 硬式用，フレーム（ガットを除く），〔主
素材〕カーボン又はグラファイト，〔平均
ウェイト〕２４５ｇ以上，〔ヘッドサイ
ズ〕１００～１１０平方インチ，ケース付
き，「ウイルソン」，「ヨネックス」，
「プリンス」又は「ダンロップ」

※ 品番指定

硬式用，フレーム（ガットを除く），〔主
素材〕高弾性カーボン又はグラファイト，
〔平均ウェイト〕２４５ｇ以上，〔ヘッド
サイズ〕８８～１１７平方インチ，ケース
付き，「ヨネックス」又は「ダンロップ」

※　品番指定

１本

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（２ｋｇ入り），普通品

　商標指定

ドッグフード，ドライタイプ，成犬用，袋
入り（２ｋｇ入り）

　商標指定

１袋

9196 ペットフード キャットフード，ウェットタイプ，缶入り
（８５ｇ入り），普通品

　商標指定

キャットフード，ウェットタイプ，缶入り
（８５ｇ入り）

　商標指定

１缶

9309 外国パック旅行費 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

※企業・プラン指定

東京（成田）発パリフリープラン８日間，
２名１室利用，大人１名

※企業・プラン指定

１回

9361 ボウリングゲーム
代

一般，平日，午後６時後の料金

※　ボウリング場指定

平日（月～金曜日），午後６時以後の料金 １ゲーム

9368 ケーブルテレビ利
用料

自主放送を行う事業者の利用料，ホーム
ターミナル１台，アナログ放送，基本チャ
ンネル，一戸建住宅

※　企業指定

自主放送を行う事業者の利用料，ホーム
ターミナル１台，アナログ放送，基本チャ
ンネル，一戸建住宅

１か月

9504 入浴料 物価統制令適用外の公衆浴場の入館料（タ
オル及び館内着の料金を含む），平日，大
人

※　施設指定

物価統制令適用外の公衆浴場の入館料，平
日，大人

１人

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，特殊機能付きは除
く

※　商標・型式番号指定

往復式，充電・交流式，３枚刃，水洗いタ
イプ，付属品を含む

※　商標・型式番号指定

１個

１月
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9650 クリーム カウンセリング化粧品，栄養クリーム，４
０ｇ入り，「エリクシール　シュペリエル
リフトナイトクリーム」

カウンセリング化粧品，栄養クリーム，３
０ｇ入り，「エリクシール　ナイトコンセ
ントレートクリーム」又は「ユーヴィーホ
ワイト　ホワイトニングリバイタライ
ザー」

1個

9690 乳液 カウンセリング化粧品，瓶入り（１３０ｍ
Ｌ入り），「エリクシール　シュペリエル
ＣＥエマルジョンⅠ」又は「エリクシール
シュペリエルＣＥエマルジョンⅡ」

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

１瓶

9731 旅行用かばん スーツケース，ハードタイプ，高さ７０cm
程度，特殊ロック付き，キャスター付き
（４輪），中級品

スーツケース，ＡＢＣ樹脂製，特殊ロック
付き，キャスター付き，〔サイズ〕７０cm
程度

1個

9751 腕時計 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

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

9861 フィルター付きた
ばこ

輸入品，「ケント・ウルトラ１・１００’
Ｓ　ボックス」，２０本入り

輸入品，「ケント・ウルトラ１・ＫＳボッ
クス」，２０本入り

１箱

9862 フィルター付きた
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，「パーラメント　１００　ボック
ス」，２０本入り

１箱

7412 通話料 固定電話，加入電話，住宅用，区域内，加
入電話との通話料

※企業及び単位料金区域名指定

電話使用料，度数料金局加入電話，単独電
話，住宅用，区域内通話料

※電話局指定

３分

7413 通話料 固定電話，加入電話，住宅用，回線使用
料，ユニバーサルサービス料を含む

※企業及び単位料金区域名指定

電話使用料，度数料金局加入電話，単独電
話，住宅用，回線使用料

※電話局指定

１か月

7414 通話料 固定電話，加入電話，住宅用，配線使用料

※企業及び単位料金区域名指定

電話使用料，度数料金局加入電話，単独電
話，住宅用，配線使用料

※電話局指定

１か月

7415 通話料 固定電話，加入電話，住宅用，機器使用料

※企業及び単位料金区域名指定

電話使用料，度数料金局加入電話，単独電
話，住宅用，機器使用料

※電話局指定

１か月

7420 通話料 携帯電話，基本料金（無料通話分を含
む。），契約後１年まで，ユニバーサル
サービス料を含む

※企業及び料金プラン指定

携帯電話通話料，基本プラン，着信は自社
営業区域内で，発信と同一都道府県内の一
般加入電話，基本料金（無料通話分を含
む。），契約後１年まで

※企業指定

１か月

7421 通話料 携帯電話，営業区域内の同一都道府県内，
自社携帯電話との通話料，平日，昼間

※企業及び料金プラン指定

携帯電話通話料，基本プラン，着信は自社
営業区域内で，発信と同一都道府県内の一
般加入電話，平日，昼間

※企業指定

３分
↓
１分

１月

２月
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7422 通話料 携帯電話，営業区域内の同一都道府県内，
自社携帯電話との通話料，平日，夜間

※企業及び料金プラン指定

携帯電話通話料，基本プラン，着信は自社
営業区域内で，発信と同一都道府県内の一
般加入電話，平日，夜間

※企業指定

３分
↓
１分

7423 通話料 携帯電話，営業区域内の同一都道府県内，
自社携帯電話との通話料，平日，深夜・早
朝

※企業及び料金プラン指定

携帯電話通話料，基本プラン，着信は自社
営業区域内で，発信と同一都道府県内の一
般加入電話，土曜・日曜・祝日，昼間

※企業指定

３分
↓
１分

7424 通話料 携帯電話，営業区域内の同一都道府県内，
自社携帯電話との通話料，土曜日・日曜
日・祝日

※企業及び料金プラン指定

携帯電話通話料，基本プラン，着信は自社
営業区域内で，発信と同一都道府県内の一
般加入電話，土曜・日曜・祝日，夜間

※企業指定

３分
↓
１分

9034 ＤＶＤレコーダー ＨＤＤ内蔵，〔ＨＤＤ容量〕４００ＧＢ，
地上・ＢＳ・１１０度ＣＳデジタルチュー
ナー内蔵（搭載），ＨＤＭＩ端子付き

※　商標・型式番号指定

ＨＤＤ内蔵，〔ＨＤＤ容量〕２００ＧＢ又
は２５０ＧＢ，Ｄ２端子付き，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規格品・上級 ロースハム，ＪＡＳ規格品・標準 １００ｇ
３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３．０～３．６ｋＷ，
〔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

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，
〔冷暖房平均エネルギー消費効率〕６．０
０～６．６２，フィルター自動清掃機能付
き，空気清浄機能付き，除菌機能付き，特
殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

１台

４月

1271 ベーコン ベーコン，ＪＡＳ格付なし，普通品 ベーコン，ＪＡＳ規格品（標準） １００ｇ

9042 ビデオカメラ 家庭用，デジタル方式，〔記録媒体〕ＤＶ
Ｄ，〔総画素数〕２１０万以上，〔ズーム
倍率〕光学１０～１２倍，特殊機能付きは
除く

家庭用，デジタル方式，〔記録媒体〕ＤＶ
Ｄ，〔記録方式〕ＤＶＤ方式，〔総画素
数〕２１２～３３１万，〔ズーム倍率〕光
学１０～１２倍，アクセサリーキット付
き，特殊機能付きは除く

１台

9623 歯磨き 練り歯磨き，１４０ｇ入り，「デンターク
リアＭＡＸライオン」

練り歯磨き，ラミネートチューブ入り（１
６０ｇ入り），「デンターａｍｉｎｏライ
オン」（ウインターグリーンを除く）

１本

6141 紙おむつ 乳幼児用，パンツ型，Ｌサイズ，４０枚入
り，「ムーニーマン　さららマジック」

乳幼児用，パンツ型，Ｌサイズ，４２枚入
り，「ムーニーマン　さららマジック」

１袋

9921 保育所保育料 公立保育所，２歳児，１人が入所，所得税
額３１５，０００円の世帯が支払う保育料

公立保育所，２歳児，１人が通所，所得税
額２８０，０００円の世帯が支払う保育料

１か月

1145 丸干しいわし まいわし，長さ１２ｃｍ以上，並 まいわし（長さ約１２ｃｍ），並 １００ｇ

1463 こんぶ 板こんぶ，国産品，並 とろろこんぶ，並 １００g
７月

５月

６月

２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19年に改正した基本銘柄の新旧対照表（続き）

1511 みかん 温州みかん，１個７０～１３０ｇ

調査月　１月～３月，９月～１２月

１個１００～１２０ｇ

調査月　１月～３月，９月～１２月

１ｋｇ

1521 なし 幸水又は豊水，１個３００～４５０ｇ

調査月　８月～１０月

幸水又は豊水，１個３００～３５０ｇ

調査月　８月～１０月

１ｋｇ

1551 もも １個２００～３５０ｇ

調査月　７月～９月

１個２００～２５０ｇ

調査月　７月～９月

１ｋｇ

1783 ポテトチップス 袋入り（６５～１１０ｇ入り），成型ポテ
トチップスを除く

袋入り（７０～１３０ｇ入り），成型ポテ
トチップスを除く

１００g

3103 温水洗浄便座 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

シートタイプ，温風乾燥機能付き，脱臭機
能付き，特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

１台

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，箱入り（２４個
入り），有効期間１年，「ムシューダ」

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１２か月，「ム
シューダ」又は「ミセスロイド」

１箱
（袋）
↓
１箱

5241 婦人セーター プルオーバー，長袖，〔素材〕「毛１０
０％」又は「毛５０％以上・化学繊維混
用」，無地，〔サイズ〕Ｍ，普通品

調査月　１月～３月，９月～１２月

カーデガン（ボタン付き），長袖，毛１０
０％，無地，〔サイズ〕Ｍ，普通品

調査月　１月～３月，９月～１２月

１枚

5242 婦人セーター プルオーバー，半袖，〔素材〕「綿１０
０％」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

プルオーバー，半袖，無地，「綿１０
０％」，「綿・化学繊維混用」，「麻１０
０％」又は「麻・化学繊維混用」，〔サイ
ズ〕Ｍ，普通品

調査月　４月～８月

１枚

7313 カーナビゲーショ
ン

一体型，〔記憶メディア〕ＨＤＤ，〔画面
サイズ〕７型，特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

オンダッシュタイプ，〔記憶メディア〕Ｄ
ＶＤ，〔画面サイズ〕６．５型又は７型

※　商標・型式番号指定

１台

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

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（搭
載），Ｄ４端子付き，ｉ．ＬＩＮＫ端子付
き

１台

9034 ＤＶＤレコーダー ＨＤＤ内蔵，〔ＨＤＤ容量〕５００ＧＢ～
６００ＧＢ，地上・ＢＳ・１１０度ＣＳデ
ジタルチューナー内蔵（２基），ＨＤＭＩ
端子付き

ＨＤＤ内蔵，〔ＨＤＤ容量〕４００ＧＢ，
地上・ＢＳ・１１０度ＣＳデジタルチュー
ナー内蔵（搭載），ＨＤＭＩ端子付き

１台

9125 筆入れ ビニール製，マグネットタイプ，幅９～１
０ｃｍ，柄物，鉛筆削り付き，普通品

ビニール製，マグネット式，幅８～９ｃ
ｍ，柄物，普通品

１個

9741 指輪 平型又は甲丸，プラチナ９００（Ｐｔ９０
０），〔重さ〕３．５～４ｇ

平型又は甲丸，プラチナ９００（Ｐｔ９０
０），〔幅〕２．５～３．５ｍｍ，〔サイ
ズ〕９～１１号

１個

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19年に改正した基本銘柄の新旧対照表（続き）

1794 冷凍調理ピラフ えびピラフ，袋入り（４５０～５００ｇ入
り）

えびピラフ，袋入り（５００ｇ入り） １袋
↓

１００ｇ
4402 ポリ袋 ポリエチレン製，保存袋（冷凍・解凍

用），ダブルジッパー付き，〔サイズ〕１
９６ｍｍ×１７７ｍｍ，箱入り（２０枚入
り），「Ｚｉｐｌｏｃ　フリーザーバッ
グ」

ポリエチレン製，保存袋（冷凍・解凍
用），ジッパー付き，〔サイズ〕１７７ｍ
ｍ×２０３ｍｍ，箱入り（２０枚入り），
「Ｚｉｐｌｏｃ　フリーザーバッグ」

１箱

9929 傷害保険料 普通傷害保険，基本契約，職種級別Ａ，死
亡・後遺障害保険金１，０００万円，入院
保険金(日額)３，０００円，通院保険金
(日額)２，０００円，保険期間１年，月払
い

※企業指定

普通傷害保険，基本契約，職種級別１級，
死亡・後遺障害保険金１，０００万円，入
院保険金(日額)３，０００円，通院保険金
(日額)２，０００円，保険期間１年，月払
い

※企業指定

１か月

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

床移動形，〔集塵方式〕紙パック式，〔吸
込仕事率〕最大６００～６３０Ｗ，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

９月

1031 ゆでうどん 調査単位のみ変更 調査単位のみ変更 1袋
↓

１００ｇ

1052 生中華めん 調査単位のみ変更 調査単位のみ変更 1袋
↓

１００ｇ

1654 風味調味料 かつお風味，箱入り（４０ｇ袋×３），
「ほんだし」

かつお風味，箱入り，「味の素ほんだし
（５０ｇ×３袋入り）」

１箱

1732 あめ 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）

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

6095 浴用剤 薬用入浴剤，粉末タイプ，紙容器入り（６
９０ｇ入り），「バスクリン」

薬用入浴剤，粉末タイプ，紙容器入り（６
８０ｇ入り），「バスクリン」

１個

7061 タクシー代 距離制運賃，初乗距離，〔車種〕小型車，
中型車又は普通車

※　企業・車種指定

距離制運賃，初乗距離，小型車又は中型車

※　企業・車種指定

１回

7062 タクシー代 距離制運賃，初乗距離，〔車種〕小型車，
中型車又は普通車

※　企業・車種指定

距離制運賃，初乗距離，小型車又は中型車

※　企業・車種指定

ｍ

7063 タクシー代 距離制運賃，加算運賃，〔車種〕小型車，
中型車又は普通車

※　企業・車種指定

距離制運賃，加算運賃，小型車又は中型車

※　企業・車種指定

１回

7064 タクシー代 距離制運賃，加算距離，〔車種〕小型車，
中型車又は普通車

※　企業・車種指定

距離制運賃，加算距離，小型車又は中型車

※　企業・車種指定

ｍ

10月

８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19年に改正した基本銘柄の新旧対照表（続き）

9035 デジタルオーディ
オプレーヤー

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

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〕２ＧＢ，曲名表示機能付き，特殊機能
付きは除く

※　商標・型式番号指定

１台



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19年に改正した基本銘柄の新旧対照表（続き）

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（２．５ｋｇ入り），普通品，「ペ
ディグリー　ミキサー」

ドッグフード，ドライタイプ，成犬用，袋
入り（２ｋｇ入り），普通品

　商標指定

１袋

9622 シャンプー 液体，詰め替え用，袋入り（４００ｍＬ入
り），「スーパーマイルド　チカラ　シャ
ンプー」，「エッセンシャルダメージケア
リッチプレミアシャンプー」又は「ラック
ス　スーパーリッチシャインシャンプー」

液体，詰め替え用，袋入り（４５０ｍＬ入
り），「ラックス　スーパーリッチシャイ
ンシャンプー」

１袋

9624 ヘアリンス 液体，詰め替え用，袋入り（４００ｍＬ入
り），「スーパーマイルド　チカラ　コン
ディショナー」，「エッセンシャルダメー
ジケア　リッチプレミアコンディショ
ナー」又は「ラックス　スーパーリッチ
シャインコンディショナー」

液体，詰め替え用，袋入り（４５０ｍＬ入
り），「ラックス　スーパーリッチシャイ
ンコンディショナー」

１袋

9682 口紅 セルフ化粧品，スティックタイプ，「イン
テグレート　アクアダイヤモンドルー
ジュ」又は「インテグレート　ライブ
フィックスルージュ」

セルフ化粧品，スティックタイプ，「セル
フィット　ラスティングルージュＮ」

１本

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１８Ｗ＋１８Ｗ～２０
Ｗ＋２０Ｗ，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
音質再生機能付き

※　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～３０
Ｗ＋３０Ｗ，２スピーカー，〔プレー
ヤー〕ＣＤ／ＤＶＤプレーヤー，デッキ付
き，特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

１セット

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〕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

家庭用，デジタル方式，〔記録媒体〕ＤＶ
Ｄ，〔総画素数〕２１０万以上，〔ズーム
倍率〕光学１０～１２倍，特殊機能付きは
除く

※　商標・型式番号指定

１台

2027 ビール風アルコー
ル飲料

※平成20年12月設
定

その他の醸造酒（発泡性），缶入り（３５
０ｍＬ入り），６缶入り

　商標指定

１パック

4043 電気洗濯機

※平成20年12月設
定

全自動洗濯乾燥機，〔洗濯方式〕ドラム
式，〔乾燥方式〕水冷除湿方式，〔洗濯・
脱水容量〕９．０ｋｇ，〔乾燥容量〕６．
０～７．０ｋｇ

１台

6141 紙おむつ 乳幼児用，パンツ型，Ｌサイズ，４０枚入
り，「ムーニーマン　さららマジック」又
は「パンパース　フィットパンツ」

乳幼児用，パンツ型，Ｌサイズ，４０枚入
り，「ムーニーマン　さららマジック」

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年以上，「ドコモ　ＦＯＭＡ（ＦＯＭ
ＡからＦＯＭＡ）」，９シリーズ，ベー
シックコース

※　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１年，「ドコモ　ＦＯＭＡ（ＦＯＭＡか
らＦＯＭＡ）」

※　シリーズ・型式番号指定

１台

9155 家庭用ゲーム機

※平成20年12月設
定

携帯型，〔ディスプレイ〕上下２画面（下
の画面はアナログタッチスクリーン付
き），ＴＦＴカラー液晶，３インチ，〔通
信機能〕ワイヤレス，「ニンテンドーＤＳ
Ｌｉｔｅ」

１台

12月

10月

11月


