付録２
銘柄
品
符号
1451 あずき

目

平成20年に改正した基本銘柄の新旧対照表

新基本銘柄

旧基本銘柄

単位

国産品（大納言を除く），並

大粒

１００ｇ

1453 干ししいたけ

こうしん，国産品，並

薄葉，並

１００ｇ

1483 たくあん漬

並

本漬，中

１００ｇ

1631 みそ

米みそ，カップ入り（１ｋｇ入り），並

米みそ，袋入り（１ｋｇ入り），並

１袋
↓
１個

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」又は「ロッテガーナミル
クチョコレート」

板チョコレート，７０ｇ，「明治ミルク
チョコレート」

１枚

1796 調理パスタ

電子レンジ専用パスタ，箱入り（２００
〜２５０ｇ入り），「マ・マー アルデ
ンティーノ」又は「カゴメデリ」

電子レンジ専用パスタ，箱入り（２００
ｇ入り），「カゴメデリ」

１箱

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」

１本

全自動洗濯機，補助乾燥機能付き，イン
バーター内蔵，〔洗濯・脱水容量〕７．
０ｋｇ，〔乾燥容量〕２．０〜３．０ｋ
ｇ

１台


1931 果実飲料

4042 電気洗濯機

商標指定

全自動洗濯機，インバーター内蔵，〔洗
濯・脱水容量〕７．０ｋｇ
※

4115 蛍光灯器具

品名指定

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）


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
和風蛍光灯ペンダント，環形蛍光ランプ
２灯（６２〜７２Ｗ）付き，インバー
ター内蔵，〔かさ〕木製・角型，中級品
※

※

１台

商標・型式番号指定

１月

商標・型式番号指定

4412 ティシュペーパー

パルプ１００％又はパルプ・再生紙混
合，１箱３２０枚（１６０組）入り，５
箱入り，「スコッティ」，「エリエール
キュート」又は「ネピア ネピネピ」

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」

１パック

4471 芳香剤

部屋用，液体，本体（４００ｍＬ入
り），「お部屋の消臭元」又は「お部屋
の消臭力」

トイレ用，固形タイプ，詰め替え用（１
４０ｇ入り），「サワデー」

１個

4701 モップレンタル料

フロアタイプ，４週間，「ダスキンフロ
アモップＦ」

フロアタイプ，「ダスキンフロアモップ
Ｓドライ（ホコリとり用）」，４週間

１本

5632 運動靴

ジュニア用，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」，「マジッ
クテープ」又は「ひも・マジックテー
プ」，〔サイズ〕２０．０〜２２．０ｃ
ｍ，中級品，「瞬足」，「スーパース
ター」，「ハイスピード」又は「チャン
ピオン」

ジュニア用，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」，「マジッ
クテープ」又は「ひも・マジックテー
プ」，〔サイズ〕２０．０〜２２．０ｃ
ｍ，中級品，「スーパースター」，「ハ
イスピード」，「ランドマスター」又は
「スパーク」

１足

※ 品番指定
内服薬，カプセル剤，箱入り（４８カプ
セル入り），「パブロン鼻炎カプセル
Ｓ」

※ 品番指定
鼻炎治療薬，内服薬，錠剤，箱入り（６
４錠入り），「パブロン鼻炎錠Ｓ」

固型，缶入り（３００ｇ入り），「激防
水 ダーク＆メタリック」又は「激防水
パール＆メタリック」

固型，缶入り（２６０ｇ又は３００ｇ入
り），「Ｎｅｗ超防水 ダーク＆メタ
リック」，「激防水 ダーク＆メタリッ
ク」又は「激防水 パール＆メタリッ
ク」

6003 鼻炎薬

7322 自動車ワックス

改正月

１箱

１缶

付録２
銘柄
品 目
符号
9034 ＤＶＤレコーダー
↓
ビデオレコーダー

平成20年に改正した基本銘柄の新旧対照表（続き）
新基本銘柄

旧基本銘柄

ＤＶＤレコーダー，ＨＤＤ内蔵，〔ＨＤ
Ｄ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〕５００ＧＢ
〜６００ＧＢ，地上・ＢＳ・１１０度Ｃ
Ｓデジタルチューナー内蔵（２基），Ｈ
ＤＭＩ端子付き

※

※

商標・型式番号指定

単位
１台

商標・型式番号指定

9124 セロハン粘着テー
プ

透明セロハン，幅１８ｍｍ×長さ３５
ｍ，「セロテープ」又は「セキスイセロ
テープ」

透明セロハン，幅１８ｍｍ×長さ３５ｍ
（大巻），箱入り，「セロテープ」又は
「セキスイセロテープ」

１箱
↓
１個

9141 グローブ

軟式野球用，一般用，牛皮製，中級品，
「ミズノ」，「ゼット」，「ローリング
ス」又は「エスエスケイ」

軟式野球用，一般用，牛皮製，中級品

１個

※

品番指定

9142 ゴルフクラブ

アイアン，６本セット，〔ヘッド〕複合
素材，〔シャフト〕カーボン，「ＴＯＵ
ＲＳＴＡＧＥ Ｖｉ−５０カーボンシャ
フト」又は「ＸＸＩＯ（ゼクシオ）ＭＰ
５００カーボンシャフト」

アイアン，６本セット，〔ヘッド〕複合
素材，〔シャフト〕カーボン，「ＸＸＩ
Ｏ（ゼクシオＭＰ４００）」又は「Ｖｉ
Ｑ ＩＲＯＮ（ＴＳＩ−５０α）」

１セット

9149 水着

競泳用又はフィットネス用，女性用，ワ
ンピース型，無地，〔素材〕ポリエステ
ル・ポリウレタン混用，〔サイズ〕Ｓ〜
Ｌ，中級品，「ミズノ・スイム」，「ア
リーナ」又は「スピード」

競泳用又はフィットネス用，女性用，ワ
ンピース型，無地，〔素材〕ポリエステ
ル・ポリウレタン混用，〔サイズ〕Ｓ〜
Ｌ，中級品，「スピード」又は「アリー
ナ」

１着

※ 品番指定
据置型，ワイヤレスコントローラー付
き，無線ＬＡＮ対応，「Ｗｉｉ ＲＶＬ
−Ｓ−ＷＤ」

※ 品番指定
ＤＶＤ−ＲＯＭドライブ，ＣＰＵ１２８
ビット，「プレイステーション２ ＳＣ
ＰＨ−７７０００」

東京（成田）発ソウルフリープラン３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

東京（成田）発ソウルフリープラン３日
間，２名１室利用，大人１名

9154 家庭用テレビゲー
ム機
↓
家庭用ゲーム機
（据置型）
9306 外国パック旅行費

１台

１回
１月

※企業・プラン指定

※企業・プラン指定
9307 外国パック旅行費

9308 外国パック旅行費

東京（成田）発ロサンゼルスフリープラ
ン５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）発ホノルルフリープラン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

東京（成田）発ロサンゼルスフリープラ
ン５日間，２名１室利用，大人１名

１回

※企業・プラン指定

東京（成田）発ホノルルフリープラン６
日間，２名１室利用，大人１名

１回

※企業・プラン指定
9309 外国パック旅行費

9310 外国パック旅行費

改正月

※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

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）発シドニーフリープラン５
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

東京（成田）発シドニーフリープラン５
日間，２名１室利用，大人１名

１回

※企業・プラン指定

１回

※企業・プラン指定

※企業・プラン指定
9332 放送受信料
9334

ＮＨＫ放送受信料，地上契約，口座振替
等

ＮＨＫ放送，カラー契約の受信料，銀行
口座振替

１か月

9333 放送受信料
9335

ＮＨＫ放送受信料，地上契約，訪問集金

ＮＨＫ放送，カラー契約の受信料，訪問
集金

１か月

9336 放送受信料
9338

ＮＨＫ放送受信料，衛星契約，口座振替
等

ＮＨＫ・ＢＳ放送，衛星カラー契約の受
信料，銀行口座振替

１か月

付録２
銘柄
品 目
符号
9337 放送受信料
9339
9368 ケーブルテレビ利
用料

平成20年に改正した基本銘柄の新旧対照表（続き）
新基本銘柄

旧基本銘柄

単位

ＮＨＫ放送受信料，衛星契約，訪問集金

ＮＨＫ・ＢＳ放送，衛星カラー契約の受
信料，訪問集金

１か月

自主放送を行う事業者の利用料，セット
トップボックス１台，デジタル放送，基
本チャンネル，一戸建住宅

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

※

※

企業指定

改正月

企業指定

9382 写真焼付代
↓
写真プリント代

デジタルプリント，Ｌサイズ又はＤＳＣ
サイズ，当日仕上げ

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

１セット
↓
１枚

9650 クリーム

カウンセリング化粧品，栄養クリーム，
４０ｇ入り，「エリクシール シュペリ
エルリフトナイトクリームα」

カウンセリング化粧品，栄養クリーム，
４０ｇ入り，「エリクシール シュペリ
エルリフトナイトクリーム」

１個

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 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）

カウンセリング化粧品，パウダータイ
プ，オールシーズン用，詰め替え用，１
２ｇ入り，「ユーヴィーホワイト ホワ
イトスキンパクト」

１個

9680 口紅

カウンセリング化粧品，スティックタイ
プ，「マキアージュ シアークライマッ
クスルージュ」又は「マキアージュ カ
ラーオンクライマックスルージュ」

カウンセリング化粧品，スティックタイ
プ，「ピエヌマキアージュ スーペリア
ルージュ」又は「エリクシール ファイ
ンストレッチルージュ」

１本

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），「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，詰
め替え用，ポリ容器入り（４００ｍＬ入
り），「まな板とスポンジの除菌ができ
るジョイ」

１本

1311 粉ミルク

調製粉乳，缶入り（８５０ｇ入り），
「明治ほほえみ」

調製粉乳，缶入り（９３０ｇ入り），
「明治ほほえみ」

１缶

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（８枚，１
４４ｇ入り），「雪印とろけるスライ
ス」，「クラフトとろけるスライス」，
「ＱＢＢ大きいとろけるスライス」又は
「明治北海道十勝とろけるスライスチー
ズ」

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，
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「明治北海道十勝とろけるスライス
チーズ」

１袋

1602 マーガリン

ファットスプレッド，ポリ容器入り（４
００ｇ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（４
５０ｇ入り），「雪印 ネオソフト」又
は「明治コーンソフト」

１箱

4021 電気冷蔵庫

冷凍冷蔵庫，〔定格内容積〕４０１〜４
５０Ｌ，「５ドア」又は「６ドア」，
〔省エネ基準達成率〕１００％以上，
〔冷媒〕ノンフロン仕様，特殊機能付き
は除く

冷凍冷蔵庫，〔定格内容積〕４０１〜４
６５Ｌ，「５ドア」又は「６ドア」，
〔冷媒〕ノンフロン仕様，特殊機能付き
は除く

１台

１月

２月

３月

※商標・型式番号指定
※商標・型式番号指定
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〕
１９６ｍｍ×１７７ｍｍ，箱入り（１８
枚入り），「Ｚｉｐｌｏｃ ＦＲＥＥＺ
ＥＲ ＢＡＧ」

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〕
１９６ｍｍ×１７７ｍｍ，箱入り（２０
枚入り），「Ｚｉｐｌｏｃ フリーザー
バッグ」

１箱

9661 化粧水

セルフ化粧品，瓶入り（２００ｍＬ入
り），「アクアレーベル Ｗローション
（Ｓ又はＲ）」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）ｒ」

セルフ化粧品，瓶入り（２００ｍＬ入
り），「アクアレーベル Ｗローション
（Ｓ又はＲ）」又は「フレッシェル ホ
ワイトＣローション（さっぱりＳ又は
しっとりＳａ）」

１本

6141 紙おむつ

乳幼児用，パンツ型，Ｌサイズ，４２枚
入り，「ムーニーマン スリムパンツ」

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」又は「パンパース フィットパン
ツ」

１袋
４月

付録２
銘柄
品
符号
9661 化粧水

目

平成20年に改正した基本銘柄の新旧対照表（続き）
新基本銘柄

旧基本銘柄

単位

セルフ化粧品，瓶入り（２００ｍＬ入
り），「アクアレーベル ＷＴローショ
ン（Ｓ又はＲ）」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）ｒ」
公立保育所，２歳児，１人が入所，所得
税額２５２，０００円の世帯が支払う保
育料

セルフ化粧品，瓶入り（２００ｍＬ入
り），「アクアレーベル Ｗローション
（Ｓ又はＲ）」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）ｒ」
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

1761 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

板チョコレート，７０ｇ，「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

6201 診察料（国民健康
保険）

国民健康保険，被保険者の一部負担金の
割合（６歳未満及び７０歳以上を除く）

国民健康保険，被保険者の一部負担金の
割合（３歳未満，７０歳以上及び退職被
保険者を除く）

１回

１パック

9921 保育所保育料

１本

４月
１か月

５月

9621 化粧石けん

バスサイズ，３個入り，「花王ホワイ
ト」（１個１３０ｇ）又は「カウブラン
ド青箱」（１個１３５ｇ）

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」

1781 チューインガム

シュガーレスガム，粒ガム，１４粒入
り，「キシリトール ネオ」

シュガーレスガム，粒ガム，１４粒入
り，「キシリトールガム」

１個

1796 調理パスタ

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」

電子レンジ専用パスタ，箱入り（２００
〜２５０ｇ入り），「マ・マー アルデ
ンティーノ」又は「カゴメデリ」

１箱





4011 ガステーブル

品名指定

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
※

4394 浄水器

１台

６月

商標・型式番号指定

商標・型式番号指定

蛇口直結型，〔ろ材〕活性炭・中空糸
膜，トリハロメタン除去機能付き，〔ろ
過流量〕１．８〜２．０Ｌ／分，〔ろ材
の取換時期の目安〕２〜３か月（１日１
０Ｌ使用した場合），特殊機能付きは除
く
※

品名指定

２口コンロ，グリル付き（片面焼き），
天ぷら油過熱防止付き，〔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５９．０〜５９．６ｃ
ｍ，特殊機能付きは除く
※

改正月

蛇口直結型，〔ろ材〕活性炭・中空糸
膜，〔ろ過流量〕２Ｌ／分，〔ろ材の取
換時期の目安〕５〜６か月（１日１０Ｌ
使用した場合）
※

１台

商標・型式番号指定

商標・型式番号指定

6141 紙おむつ

乳幼児用，パンツ型，Ｌサイズ，４２枚
入り，「ムーニーマン スリムパンツ」
又は「メリーズパンツ のびのびＷａｌ
ｋｅｒ」

乳幼児用，パンツ型，Ｌサイズ，４２枚
入り，「ムーニーマン スリムパンツ」

１袋

1161 かつお節

かつおぶし削りぶし，パック入り（３ｇ
×１０袋入り），普通品

かつおぶし削りぶし，パック入り（３ｇ
×５袋入り），普通品

１パック

1971 乳酸菌飲料

「カルピス，紙容器入り（５００〜６０
０ｍＬ入り）」

「カルピス，紙容器入り（５００ｍＬ入
り）」

１本
↓
１００ｍＬ

2102 中華そば

ラーメン，しょう油味（豚骨しょう油味
を含む）

ラーメン

2134 ぎょうざ（外食）

焼きぎょうざ，５又は６個

焼きぎょうざ

3104 給湯機

ガス給湯機，給湯専用機，屋外壁掛型，
〔給湯能力〕１６号，オートストップタ
イプ，台所音声リモコン付き，Ｑ２１は
除く，特殊機能付きは除く

ガス給湯機，給湯専用機，屋外壁掛型，
〔給湯能力〕１６号，台所リモコン付
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杯
１人前
↓
１皿
１台

７月

付録２
銘柄
品 目
符号
4101 目覚まし時計

4441 洗濯用洗剤

平成20年に改正した基本銘柄の新旧対照表（続き）
新基本銘柄

電波時計，デジタル表示，〔枠〕プラス
チック製，電子音，「シチズン・アラー
ムクロック」又は「セイコー・アラーム
クロック」，中級品，特殊機能付きは除
く
※ 品番指定
合成洗剤，綿・麻・合成繊維用，粉末，
箱入り（１．０ｋｇ入り），「アタッ
ク」

旧基本銘柄
水晶発振式，プラスチック枠，「セイ
コー・クォーツアラーム」又は「シチズ
ン・クォーツアラーム」，中級品
※

単位
１個

商標・品番指定

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

１箱

5651 婦人草履

牛革表，コルク芯，革底，共鼻緒，〔か
かとの高さ〕３．５〜４．５ｃｍ，中級
品

牛皮表，キルク芯，皮底，共鼻緒付き，
かかとの高さ３．０ｃｍ程度，中級品

１足

5671 婦人サンダル

〔甲〕合成皮革，〔底〕合成底，〔かか
との高さ〕３．５〜４．５ｃｍ，普通品

合成樹脂製，〔甲〕バンド

１足

5711 洗濯代

ワイシャツ，水洗い，機械仕上げ，折り
たたみ仕上げ，持ち込み，配達なし，料
金前払い

ワイシャツ，水洗い，折りたたみ仕上
げ，持ち込み，料金前払い，配達なし

１枚

6002 感冒薬

解熱鎮痛剤，錠剤，箱入り（４０錠入
り），「バファリンＡ」又は「新セデス
錠」

解熱鎮痛剤，錠剤，箱入り（２０錠入
り），「バファリンＡ」又は「新セデス
錠」

１箱

6021 ビタミン剤

ビタミン含有保健剤，錠剤，瓶入り（９
０錠入り），「キューピーコーワゴール
ドα」

ビタミン含有保健剤，錠剤，瓶入り（６
０錠入り），「新キューピーコーワゴー
ルド」

１箱

6091 漢方薬

防風通聖散エキス製剤，錠剤，瓶入り
（３６０錠入り），「ナイシトール８
５」

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

１箱

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，地上デジタルチュー
ナーセット，特殊機能付きは除く

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

１台

※
※
9034 ビデオレコーダー

１台

商標・型式番号指定

商標・型式番号指定

ＤＶＤビデオ，映画（アニメーションを
除く），初回限定版は除く

ＤＶＤビデオ，映画
※

※

商標・型式番号指定

ＤＶＤレコーダー，ＨＤＤ内蔵，〔ＨＤ
Ｄ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
※

9174 ＤＶＤソフト

７月

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〜３２
０ＧＢ，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
※

改正月

１本

作品タイトル指定

作品タイトル指定

9190 園芸用土

培養土（特定の植物専用培養土を除
く），袋入り（１４Ｌ入り），普通品

培養土，袋入り（１４Ｌ入り）

１袋

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，ジャンプ式，普通品

長傘，６５ｃｍ，ポリエステル１０
０％，無地，ジャンプ式，普通品

１本

6131 体温計

一般用，電子式，予測・実測兼用，わき
専用，「けんおんくん ＭＣ−６７０」
又は「テルモ電子体温計 ＥＴ−Ｃ２０
２Ｐ０１」

一般用，電子式，予測・実測兼用，わき
専用，「けんおんくん ＭＣ−６７０」
又は「テルモ電子体温計 ＥＴ−Ｃ２０
３Ｐ」

１本

5193 乳児服

ドレス兼用カバーオール，長袖，綿１０
０％，無地，〔サイズ〕５０，６０又は
７０，普通品

ドレス兼用カバーオール，長袖，綿１０
０％，無地，〔サイズ〕５０〜７０，普
通品

１着

6012 胃腸薬

複合胃腸薬，錠剤，瓶入り（３２０錠入
り），「新キャベジンコーワＳ」

複合胃腸薬，錠剤，瓶入り（３００錠入
り），「キャベジンコーワＳ」

１箱

８月

９月

付録２
銘柄
品 目
符号
9622 シャンプー

平成20年に改正した基本銘柄の新旧対照表（続き）
新基本銘柄

旧基本銘柄

単位

液体，詰め替え用，袋入り（４００ｍＬ
入り），「アジエンス 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），「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」

１袋

9624 ヘアリンス

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」

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」

１袋

9625 ヘアカラー

白髪用，早染めクリーム，箱入り（１剤
４０ｇ・２剤４０ｇ入り），「ビゲン
香りのヘアカラー クリーム」又は「ブ
ローネ クリームヘアカラー」

白髪用，早染めクリーム，箱入り（１剤
４０ｇ・２剤４０ｇ入り），「レディー
スビゲン スピーディ」又は「ブローネ
クリームヘアカラー」

１箱

9680 口紅

カウンセリング化粧品，スティックタイ
プ，「マキアージュ ラスティングクラ
イマックスルージュ」

カウンセリング化粧品，スティックタイ
プ，「マキアージュ シアークライマッ
クスルージュ」又は「マキアージュ カ
ラーオンクライマックスルージュ」

１本

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 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」

１本

1871 調理カレー

レトルトカレー，箱入り（２００ｇ入
り），「カリー屋カレー」

レトルトカレー，箱入り（２１０ｇ入
り），「ククレカレー」又は「ボンカ
レーゴールド２１」

１箱

改正月

９月

※「カリー屋カレー」の「カリー」は通常表示され
ない漢字を使用しているため、便宜カタカナでの表
記としている。

1922 コーヒー豆

4003 電子レンジ

レギュラーコーヒー（粉），ブレンド，
袋入り（４５０〜５００ｇ入り），「Ｕ
ＣＣゴールドスペシャル スペシャルブ
レンド」，「ブレンディ まろやかスペ
シャルブレンド」又は「グランドロース
ト まろやかで香りたつブレンド」

粉（ひきコーヒー），モカブレンド，袋
入り（２５０ｇ入り），「ＵＣＣコー
ヒー」又は「ＫＥＹコーヒー」

オーブンレンジ，〔高周波出力〕最高出
力１，０００Ｗ，〔庫内容量〕３０〜３
３Ｌ，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

オーブンレンジ，〔高周波出力〕「連続
出力７００〜１，０００Ｗ」又は「短時
間高出力８００〜１，０００Ｗ」，〔庫
内容量〕２４〜３２Ｌ，グリル機能付
き，スチーム機能付き，特殊機能付きは
除く

※

１袋
↓
１００ｇ
10月
１台

商標・型式番号指定
※

商標・型式番号指定

1041 干しうどん

袋入り（２５０ｇ〜３００ｇ入り），普
通品

普通品

1071 小麦粉

薄力粉，袋入り（１ｋｇ入り），「日清
フラワー チャック付」

薄力粉，袋入り（１ｋｇ入り），「日清
フラワー」

１袋

1081 もち

包装生もち，袋入り（１ｋｇ入り），普
通品

包装生もち

１kg
↓
１袋

1107 さば

まさば又はごまさば，切り身

まさば，切り身

１００ｇ

1482 梅干し

調味梅干し，並

調味梅干し，中粒，並

１００ｇ

1513 レモン

輸入品，１個１００〜１６０ｇ

１個１１０〜１６０ｇ

１ｋｇ

1561 すいか

赤肉（小玉すいかを除く）

１ｋｇ
調査月

調査月
1655 液体調味料

１kg
↓
１００g

５月〜８月

５月〜８月

焼肉のたれ，瓶詰（４００ｇ入り），
「エバラ焼肉のたれ黄金の味」

焼肉のたれ，瓶詰（２１０ｇ入り），
「エバラ焼肉のたれ黄金の味」

１本

11月

付録２
銘柄
品
符号
1714 プリン

目

平成20年に改正した基本銘柄の新旧対照表（続き）
新基本銘柄

旧基本銘柄

単位

チルドタイプ，カップ入り（７５ｇ×３
個），「グリコプッチンプリン」

チルドタイプ，カップ入り（７８ｇ×３
個），「グリコプッチンプリン」

１パック

1852 冷凍調理ハンバー
グ

牛肉，豚肉又は鶏肉を主材料としたハン
バーグ，袋入り（６個入り），内容量１
４０〜１７０ｇ

牛肉，豚肉又は鶏肉を主材料としたハン
バーグ，６個入り，内容量１５６〜１６
２ｇ

１袋
↓
１００ｇ

2135 ハンバーガー

ハンバーガー店におけるチーズバーガー

ハンバーガー店におけるハンバーガー





商標指定

１個

商標指定

3701 灯油

白灯油，詰め替え売り，店頭売り

白灯油，詰め替え売り，配達

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，「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
クスペーパータオルハイパードライ」

パルプ１００％，ロールタイプ，２枚重
ね５０カット，４ロール入り，「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」

6001 感冒薬

総合かぜ薬，散剤，箱入り（４４包入
り），「パブロンゴールドＡ微粒」

総合かぜ薬，錠剤，瓶入り（６５錠入
り），「新ルルＡゴールド」

１箱

6121 眼鏡

〔レンズ〕プラスチックレンズ，非球面
レンズ，近視用，屈折率１．６０，ＵＶ
カット，無色，「ＨＯＹＡニュールック
ス（ハイビジョン）」，「セイコースー
パールーシャスＵＶ」又は「ニコンライ
ト３−ＡＳ」，〔フレーム〕男性用，メ
タルフレーム（チタン），中級品，加工
料を含む

〔レンズ〕プラスチックレンズ，非球面
レンズ，近視用，屈折率１．６０，ＵＶ
カット，無色，「ＨＯＹＡニュールック
ス１．６（ハイビジョン）」，「ニコン
ライト３−ＡＳ」又は「セイコースー
パールーシャスＵＶ」，〔フレーム〕男
性用，メタルフレーム（チタン），中級
品，加工料を含む

１式

9061 学習机

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

学童用，移動式脇机付き，分離型ハイタ
イプ，〔天板〕天然木，〔外形寸法〕幅
１００〜１１０ｃｍ，中級品，別売りの
付属品は除く

１台

調査月
調査月

改正月

１８Ｌ
１パック

11月

１月〜３月

１月〜３月

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〕９６００×２４００
ｄｐｉ，〔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〕４８００ｄｐｉ 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 ＵＳ
Ｂ，「ＰＩＸＵＳ ＭＰ６３０」

インクジェットプリンタ，複合機能付き

9155 家庭用ゲーム機

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，３．２５イ
ンチ，〔通信機能〕ワイヤレス，カメラ
機能付き，音楽再生機能付き，「ニンテ
ンドーＤＳｉ」

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

9196 ペットフード

キャットフード，ウェットタイプ，缶入
り（８０ｇ入り），「モンプチ ＧＯＬ
Ｄ」又は「純缶」

キャットフード，ウェットタイプ，缶入
り（８５ｇ入り），普通品

１缶

※



商標・型式番号指定

商標指定

3015 家賃（公的住宅）

市住宅供給公社，一般社団法人又は一般
財団法人が管理している住宅家賃

市住宅供給公社住宅家賃

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（Ｆ
ＯＭＡからＦＯＭＡ）」，プライムシ
リーズ，ベーシックコース

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（Ｆ
ＯＭＡ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

１台

シリーズ・型式番号指定

１か月

１台
12月

付録２
銘柄
品 目
符号
9021 ステレオ

平成20年に改正した基本銘柄の新旧対照表（続き）
新基本銘柄

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

旧基本銘柄
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
〜２０Ｗ＋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

商標・型式番号指定

単位

改正月

1セット

12月

