付録２
銘柄
品 目
符号
1166 あさりつくだ煮
↓
魚介つくだ煮
1411 かんしょ
↓
さつまいも
1412 ばれいしょ
↓
じゃがいも
1652 即席カレー
↓
カレールウ
1741 塩せんべい
↓
せんべい
1792 サンドイッチ
↓
調理パン
1811 野菜サラダ
↓
サラダ

平成22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

小女子，ちりめん又はしらす，並

並

単位
１００ｇ

１ｋｇ

１ｋｇ

固形，箱入り（２５０ｇ入り），「バーモ 固形，箱入り（２５０ｇ入り），「バーモ
ントカレー」
ントカレー」

１箱

うるち米製せんべい，しょう油味，個装タ うるち米粉製せんべい，普通品
イプ袋入り，普通品

１００ｇ

サンドイッチ，「タマゴサンド」又は
タマゴサンド
「ミックスサンド（タマゴサンドとハム，
ツナ，チーズ，生野菜のうち１種類以
上）」
ポテトサラダ，並
ポテトサラダ，並

１００ｇ

１００ｇ

1915 緑茶飲料
↓
茶飲料

緑茶飲料，ペットボトル入り（５００ｍＬ ペットボトル入り（５００ｍＬ入り）
入り）
●商標指定
●商標指定

１本

1921 インスタントコー
ヒー

フリーズドライ，瓶入り（１００ｇ入
り），「ネスカフェ ゴールドブレンド」
又は「マキシム」
国産品，瓶詰（７２０ｍＬ入り），赤，
「ビストロ」又は「モンフレール」

瓶入り（１００ｇ入り），「ネスカフェ・
ゴールドブレンド」又は「マキシム」

１本

瓶詰（７２０ｍＬ入り），アルコール分１
５％未満，「ビストロ」，「うれしいワイ
ン」又は「モンフレール」

１本

2042 ぶどう酒
↓
ワイン

輸入品，フランス産，瓶詰（７５０ｍＬ入 輸入品，フランスワイン，瓶詰（７５０ｍ
り），赤，Ａ．Ｏ．Ｃ．ワイン，「Ａｐｐ Ｌ入り），Ａ．Ｃ．ワイン，「ボジョレー
ｅｌｌａｔｉｏｎ Ｂｏｒｄｅａｕｘ Ｃｏ （赤）」
ｎｔｒｏｌｅｅ（ボルドー）」

１本

2101 かけうどん
↓
うどん

きつねうどん

１杯

3182 火災保険料

住宅物件，耐火構造，契約期間１か年，保 普通物件中の住宅物件，一般住宅，防火木
険金額１千円に対する保険料
造，契約期間１か年，基本料率（保険金額
１千円に対する年率）
※企業指定
※企業指定

料率
↓
１件

3183 火災保険料

住宅物件，非耐火構造，契約期間１か年， 普通物件中の住宅物件，一般住宅，木造，
保険金額１千円に対する保険料
契約期間１か年，基本料率（保険金額１千
円に対する年率）
※企業指定
※企業指定

料率
↓
１件

3184 火災保険料

住宅物件，マンション構造，契約期間１か 普通物件中の住宅物件，一般住宅，鉄骨・
年，保険金額１千円に対する保険料
鉄筋コンクリート，契約期間１か年，基本
料率（保険金額１千円に対する年率）
※企業指定
※企業指定

料率
↓
１件

4211 洋掛布団
↓
布団

〔表地〕サテン（綿１００％），〔中綿〕
ポリエステル５０％・毛５０％（２．０～
２．２ｋｇ入り），〔仕上がりサイズ〕幅
１５０ｃｍ・長さ２００～２１０ｃｍ

１枚

4471 芳香剤
↓
芳香消臭剤

敷きふとん，〔側生地〕綿１００％，〔詰
めもの〕巻きわた（ポリエステル５０％・
毛５０％），固わた（ポリエステル１０
０％），〔重さ〕４．０～５．０ｋｇ，
〔サイズ〕１００ｃｍ×２００～２１０ｃ
ｍ，普通品
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」

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」

１個

4521 粗大ごみ処理手数
料
↓
リサイクル料金

家電リサイクル法に基づく家電製品のリサ リサイクル料金（再商品化等料金）
イクル料金
※企業指定
※企業指定

2041 ぶどう酒
↓
ワイン

改正月

並
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１月

１回

付録２
銘柄
品
符号
5101 背広服

目

平成22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

夏物，シングル上下，並型，半裏又は背抜
き，〔表地〕毛１００％，〔サイズ〕Ａ体
型（Ａ４～Ａ６），〔百貨店・専門店ブラ
ンド〕「五大陸」，「Ｊ．ＰＲＥＳＳ」，
「ダーバン」又は「バーバリー・ブラック
レーベル」

夏物，シングル上下，並型，〔表地〕「毛
（サマーウール）１００％」又は「毛（サ
マーウール）７０％以上・ポリエステル混
用」，〔裏地〕ポリエステル１００％，
〔サイズ〕Ａ体型（Ａ４～Ａ６），中級品

１着

調査月
調査月
5102 背広服

5111 男子上着

5121 男子ズボン

5131 男子コート

5162 婦人スーツ

5166 婦人スーツ

5183 婦人ブレザー

5192 女児スカート

調査月

１月～２月，１０月～１２月

調査月

１月～２月，９月～１２月

調査月

調査月 ４月～９月
秋冬物，シングル，並型，〔表地〕「ポリ
エステル１００％」，ライニング付き，
〔サイズ〕チェスト８８～９６ｃｍ・身長
１６５～１７５ｃｍ・ＭＡ（Ｍ），〔着
丈〕７７～９２ｃｍ，中級品

調査月

調査月

調査月 １月～２月，９月～１２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〕「７
～１１号」又は「Ｍ」，〔百貨店・専門店
ブランド〕「２３区」，「自由区」又は
「ＵＮＴＩＴＬＥＤ（アンタイトル）」

１着

１月

１着

１月～２月，９月～１２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〕「７
～１１号」又は「Ｍ」，中級品
調査月

１本

１月～２月，１１月～１２月

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本

１月～４月，９月～１２月

調査月 ３月～８月
秋冬物，シングル，並型，〔表地〕「ポリ
エステル１００％」，ライニング付き，
〔サイズ〕チェスト８８～９６ｃｍ・身長
１６５～１７５ｃｍ・ＭＡ（Ｍ），〔着
丈〕７７～９２ｃｍ，中級品

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」，〔百貨
店・専門店ブランド〕「２３区」，「自由
区」又は「ＵＮＴＩＴＬＥＤ（アンタイト
ル）」

１着

１月～３月，９月～１２月

夏物，スラックス，〔素材〕毛５０％以 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 上・ポリエステル混用，〔サイズ〕Ｗ７６
～８２ｃｍ，中級品
～８２ｃｍ，中級品

１月，１１月～１２月

１着

１月～３月，９月～１２月

秋冬物，スラックス，〔素材〕ウーステッ
秋冬物，スラックス，〔素材〕毛１０
０％，〔サイズ〕Ｗ７６～８２ｃｍ，中級 ド（毛１００％），〔サイズ〕Ｗ７６～８
品
２ｃｍ，中級品

調査月
5182 婦人オーバー

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１００％，〔サイズ〕Ａ
体型（Ａ４～Ａ６），中級品

調査月 １月～２月，９月～１２月
替上着，シングル，並型，〔表地〕ツイー 替上着，シングル，並型，〔表地〕ツイー
ド（毛１００％），〔サイズ〕Ａ体型（Ａ ド（毛１００％），〔サイズ〕Ａ体型（Ａ
４～Ａ６），中級品
４～Ａ６），中級品

調査月
5122 男児ズボン

４月～９月

３月～８月

秋冬物，シングル上下，並型，総裏，〔表
地〕毛１００％，〔サイズ〕Ａ体型（Ａ４
～Ａ６），〔百貨店・専門店ブランド〕
「五大陸」，「Ｊ．ＰＲＥＳＳ」，「ダー
バン」又は「バーバリー・ブラックレーベ
ル」

調査月

改正月

１着

３月～８月

３月～８月

冬物，並型，総裏，〔表地〕「毛（ウール
１００％）」，「毛（ウール・アンゴラ混
用）」又は「毛（ウール・カシミヤ混
用）」，〔裏地〕ポリエステル，〔サイ
ズ〕「７～１１号」又は「Ｍ」，中級品

冬物，並型，総裏，〔表地〕「毛（ウール
１００％）」，「毛（ウール・アンゴラ混
用）」又は「毛（ウール・カシミヤ混
用）」，〔裏地〕ポリエステル，〔サイ
ズ〕「７～１１号」又は「Ｍ」，中級品

調査月

調査月

１月，１１月～１２月

１月～２月，１１月～１２月

シングル，並型，無地，〔素材〕「毛１０
０％」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，無地，〔素材〕「毛１０
０％」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

調査月

１月～３月，９月～１２月

2/11

１着

１月～４月，９月～１２月

〔素材〕「綿１００％」又は「綿６５％以 春夏物，〔素材〕「綿１００％」又は「綿
上・化学繊維混用」，〔サイズ〕１２０又 ６５％以上・化学繊維混用」，〔サイズ〕
は１３０，普通品
１２０又は１３０，普通品
調査月

１着

３月～９月

１枚

付録２
銘柄
品 目
符号
5231 婦人ブラウス

5232 婦人ブラウス

平成22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

長袖，〔素材〕ポリエステル１００％
長袖，ポリエステル１００％（ニットは除
（ニットは除く），無地，〔サイズ〕「７ く），無地，〔サイズ〕Ｍ，特殊な飾り付
～１１Ｒ」又は「Ｍ」，特殊な飾り付きは きは除く，普通品
除く，普通品
調査月 １月～５月，９月～１２月
調査月 １月～３月，９月～１２月

１枚

半袖，５分袖又は７分袖，〔素材〕綿１０ 半袖，５分袖又は７分袖，〔素材〕綿１０
０％（ニットは除く），無地，〔サイズ〕 ０％（ニットは除く），無地，〔サイズ〕
「７～１１Ｒ」又は「Ｍ」，普通品
「７～１１Ｒ」又は「Ｍ」，普通品

１枚

調査月

４月～８月

調査月

改正月

５月～９月

5501 野球帽
↓
帽子

キャップ，大人用，〔素材〕化学繊維１０ キャップ，大人用，〔素材〕化学繊維１０
０％，メーカーマーク刺しゅう付き，〔サ ０％，メーカーマーク刺しゅう付き，〔サ
イズ〕Ｍ又はＬ，普通品
イズ〕Ｍ又はＬ，普通品

１個

6003 鼻炎薬

第２類医薬品，内服薬，カプセル剤，箱入 内服薬，カプセル剤，箱入り（４８カプセ
り（４８カプセル入り），「パブロン鼻炎 ル入り），「パブロン鼻炎カプセルＳ」
カプセルＳ」

１箱

6092 サプリメント
↓
サプリメント（通
信販売によるもの
を除く。）

栄養機能食品，粒状，瓶入り（１００粒入 栄養機能食品，粒状，瓶入り（１００粒入
り），「ネイチャーメイド マルチビタミ り），「ネイチャーメイド マルチビタミ
ン＆ミネラル」
ン＆ミネラル」

１瓶

6222 人間ドック受診料

日帰りコース（オプションを除く），〔胃 日帰りコース，昼食なし，男性，５０歳代
の検査〕Ｘ線検査，男性，５０歳代，昼食
なし
※病院指定

１回

※医療機関指定
7075 航空運賃

7076 航空運賃

大人，片道，普通旅客運賃，東京～熊本

大人，片道，普通旅客運賃，大阪～福岡

※航空会社指定

※航空会社指定

大人，片道，普通旅客運賃，東京～金沢
（小松）

大人，片道，普通旅客運賃，東京～函館

１回

１回
１月

※航空会社指定
※航空会社指定
7077 航空運賃

大人，片道，普通旅客運賃，東京～松山

大人，片道，普通旅客運賃，東京～とかち
帯広

１回

※航空会社指定
7079 航空運賃

7080 航空運賃

7089 航空運賃

7090 航空運賃

大人，片道，普通旅客運賃，東京～長崎

※航空会社指定
大人，片道，普通旅客運賃，東京～宮崎

※航空会社指定

※航空会社指定

大人，片道，普通旅客運賃，東京～鹿児島 大人，片道，普通旅客運賃，大阪～松山
※航空会社指定

※航空会社指定

大人，片道，往復割引運賃，東京～熊本

大人，片道，往復割引運賃，大阪～福岡

※航空会社指定

※航空会社指定

大人，片道，往復割引運賃，東京～金沢
（小松）

大人，片道，往復割引運賃，東京～函館

１回

１回

１回

１回

※航空会社指定
※航空会社指定
7094 航空運賃

大人，片道，往復割引運賃，東京～松山

大人，片道，往復割引運賃，東京～とかち
帯広

１回

※航空会社指定
※航空会社指定
7096 航空運賃

7097 航空運賃

大人，片道，往復割引運賃，東京～長崎

大人，片道，往復割引運賃，東京～宮崎

※航空会社指定

※航空会社指定

大人，片道，往復割引運賃，東京～鹿児島 大人，片道，往復割引運賃，大阪～松山
※航空会社指定

※航空会社指定
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１回

１回

付録２
銘柄
品
符号
7101 乗用車

目

7102 乗用車

7103 乗用車

7109 乗用車

平成22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

軽乗用車，国産品，道路運送車両法で規定 軽乗用車，排気量０．６６０Ｌ以下，長さ
される軽自動車
３．４０ｍ以下，幅１．４８ｍ以下，高さ
２．００ｍ以下
※車種指定
※車種指定
小型乗用車，国産品，道路運送車両法で規 小型乗用車，排気量０．６６０Ｌ超～１．
定される小型自動車のうち排気量１．５０ ５０Ｌ以下，長さ３．４０ｍ超～４．７０
Ｌ以下のもの
ｍ以下，幅１．４８ｍ超～１．７０ｍ以
下，高さ２．００ｍ以下
※車種指定
※車種指定

１台

小型乗用車，国産品，道路運送車両法で規 小型乗用車,排気量１．５０Ｌ超～２．０
定される小型自動車のうち排気量１．５０ ０Ｌ以下，長さ３．４０ｍ超～４．７０ｍ
Ｌ超のもの
以下，幅１．４８ｍ超～１．７０ｍ以下，
高さ２．００ｍ以下
※車種指定
※車種指定
小型乗用車，輸入品，道路運送車両法で規 輸入品，小型乗用車，排気量０．６６０Ｌ
定される小型自動車
超～２．００Ｌ以下，長さ３．４０ｍ超～
４．７０ｍ以下，幅１．４８ｍ超～１．７
※車種指定
０ｍ以下，高さ２．００ｍ以下

１台

改正月

１台

１台

※車種指定
7112 乗用車

普通乗用車，国産品，道路運送車両法で規 普通乗用車，排気量２．００Ｌ超
定される普通自動車のうち排気量２．００
Ｌ超のもの
※車種指定

１台

※車種指定
7114 乗用車

普通乗用車，輸入品，道路運送車両法で規 輸入品，普通乗用車，排気量２．００Ｌ超
定される普通自動車
※車種指定
※車種指定

１台

7361 高速自動車道路料
金

高速自動車国道料金，普通車，ＥＴＣを利 高速自動車国道料金，普通車，１台
用した場合の料金，東京～御殿場
※企業，路線及び区間指定
※時間帯指定

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，Ｅ 高速自動車都道府県道路料金，普通車，１
ＴＣを利用した場合の料金，首都高速道路 台
東京線
※企業及び路線指定
※時間帯指定

１回

7420 通話料

携帯電話，基本料金（無料通話分を含
む。），ユニバーサルサービス料を含む

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

１月

１か月

※企業及び料金プラン指定
※企業及び料金プラン指定
7421 通話料

携帯電話，国内通話料

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

１分

※企業及び料金プラン指定
※企業及び料金プラン指定
7443 携帯電話機

8101 学習参考書

ＮＴＴドコモ，カメラ（有効画素数８００
万～８１０万）付き，ワンセグ機能付き，
海外対応，ＧＰＳ機能付き，機種変更（Ｆ
ＯＭＡ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
高校生用，英語，「基礎英語長文問題精
講」

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）」，プライムシリーズ，
ベーシックコース

１台

※シリーズ・型式番号指定
英語，「英文法標準問題精講」，高校生用

１冊

8102 学習参考書

高校生用，国語，「入試現代文へのアクセ 国語，「中学国語自由自在」
ス」

１冊

8103 学習参考書

高校生用，数学，「チャート式基礎からの 数学，「チャート式基礎からの数学Ⅰ」，
数学Ⅰ＋Ａ」
高校生用

１冊
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付録２
銘柄
品 目
符号
9035 デジタルオーディ
オプレーヤー
↓
携帯型オーディオ
プレーヤー

9061 学習机

9125 筆入れ

平成22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

〔記録媒体〕フラッシュメモリー，〔記録
容量〕８ＧＢ，ビデオ撮影・再生機能付
き，曲名表示機能付き，「ｉＰｏｄ ｎａ
ｎｏ」

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，ビデオ撮影・再生機能付き，曲名表
示機能付き，「ｉＰｏｄ ｎａｎｏ」

１台

※品番指定

※品番指定

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，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

調査月

調査月

１月～２月，１２月

１台

１月～３月

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

１個

１月～２月，１２月

9128 プリンタ用インク
（パーソナルコン
ピュータ用）
↓
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， 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 ＢＣ 染料インク，ブラック，「キヤノン ＢＣ
Ｉ－３２１ＢＫ」
Ｉ－３２１ＢＫ」

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，「ＸＸＩＯ
（ゼクシオ）ＭＰ６００カーボンシャフ
ト」又は「ＴＯＵＲＳＴＡＧＥ Ｖ－ｉＱ
ＶＴ－５０ｉカーボンシャフト」

9174 ＤＶＤソフト
↓
ビデオソフト

ＤＶＤ，映画（アニメーションを除く）， ＤＶＤビデオ，映画（アニメーションを除
初回限定版は除く
く），初回限定版は除く
※作品タイトル指定

１個

アイアン，６本セット，〔ヘッド〕複合素 １セット
材，〔シャフト〕カーボン，「ＴＯＵＲＳ
ＴＡＧＥ Ｖｉ－５０カーボンシャフト」
又は「ＸＸＩＯ（ゼクシオ）ＭＰ５００
カーボンシャフト」
１本

※作品タイトル指定

9198 記録型ＤＶＤ
↓
記録型ディスク

ＤＶＤ，録画用，ＤＶＤ－Ｒ，〔記録容 録画用，ＤＶＤ－Ｒ，〔記録容量〕４．７ １パック
量〕４．７ＧＢ，１～１６倍速対応，ＣＰ ＧＢ，１～１６倍速対応，ＣＰＲＭ対応，
ＲＭ対応，１０枚入り，特殊加工を除く １０枚入り，特殊加工を除く

9221 月刊誌

少年誌，「月刊少年マガジン」，調査日現 少年誌，「コロコロコミック」，調査日
在の最新号
（金曜日）現在の最新号

１冊

9232 週刊誌

女性誌，「女性セブン」，調査日現在の最 「女性自身」，調査日（金曜日）現在の最
新号
新号

１冊

9233 週刊誌

総合誌，「週刊文春」，調査日現在の最新 「週刊文春」，調査日（金曜日）現在の最
号
新号

１冊

9234 週刊誌

少年誌，「週刊少年ジャンプ」，調査日現 「少年マガジン」，調査日（金曜日）現在
在の最新号
の最新号

１冊

9235 週刊誌

男性誌，「ヤングマガジン」，調査日現在 「ヤングジャンプ」，調査日（金曜日）現
の最新号
在の最新号

１冊

9306 外国パック旅行費

東京（成田）発北京フリープラン３日間， 東京（成田）発ソウルフリープラン３日
２名１室利用，大人１名，燃油サーチャー 間，２名１室利用，大人１名，燃油サー
ジ及び空港施設使用料等の諸費用を含む 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
※企業・プラン指定
ＡＤＳＬ利用料金及びプロバイダ料金，既 ＡＤＳＬ，ＡＤＳＬ利用料金，プロバイダ
設回線
料金及びＮＴＴ回線使用料を合わせた料
金，通信速度８Ｍｂｐｓ，既設回線
※企業及び料金プラン指定
※企業指定

１回

9398 インターネット接
続料

9624 ヘアリンス
↓
ヘアコンディショ
ナー

改正月

液体，詰め替え用，袋入り（３８０～４４
０ｍＬ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 エクストラコンディショ
ナー」又は「アジエンス インナー・リッ
チ コンディショナー」
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１か月

液体，詰め替え用，袋入り（３８０～４４ １００ｍ
Ｌ
０ｍＬ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 エクストラコンディショ
ナー」又は「アジエンス インナー・リッ
チ コンディショナー」

１月

付録２
銘柄
品 目
符号
9711 通学用かばん

平成22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

ランドセル，合成皮革製，たて型，普通品 ランドセル，合成皮革製，たて型，普通品
調査月

１月～２月，１２月

調査月

単位
１個

１月～３月

9721 ハンドバッグ
↓
ハンドバッグ（輸
入品を除く。）

手提げ型（ショルダー兼用型を含む），牛
革製（カーフ，スエード，エナメル及び型
押しを除く），〔サイズ〕２６～３０ｃ
ｍ，中級品

手提げ型（ショルダー兼用型を含む），牛
革製（カーフ，スエード，エナメル及び型
押しを除く），〔サイズ〕２６～３０ｃ
ｍ，中級品

１個

9807 フィルター付きた
ばこ

国産品，「セブンスター」，２０本入り

「セブンスター」，２０本入り

１箱

9822 フィルター付きた
ばこ

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

9831 両切たばこ

両切たばこ，「ピース」，１０本入り

9915 通所介護料

通所介護費（利用者負担分），小規模型通 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 所介護費，所要時間６時間以上８時間未
満，要介護１，入浴介助付き
満，要介護２，入浴介助付き

１回

9916 在宅介護料

訪問介護費（利用者負担分），身体介護， 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 〔利用時間帯〕午前８時～午後６時，〔所
要時間〕３０分未満，２級訪問介護員１人 要時間〕３０分以上１時間未満，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 公立保育所，２歳児，１人が入所，所得税
額１６５，０００円の世帯が支払う保育料 額２５２，０００円の世帯が支払う保育料

１か月

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５００万円，入院保険
金（日額）３,０００円，通院保険金（日
額）１,０００円，賠償責任保険金３，０
００万円，保険期間１年，月払い

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

１か月

※企業指定

※企業指定

「ピース」，１０本入り

1417 たまねぎ

赤玉ねぎを除く

1461 のり

焼きのり，袋入り（全形１０枚入り），普 焼きのり，中，１帖（１０枚入り）
通品

1772 落花生

バターピーナッツ，普通品

バターピーナッツ

1784 ゼリー

フルーツゼリー，果肉入り，カップ入り
（１５０～２００ｇ入り），普通品

フルーツゼリー，果肉入り，カップ入り
（１８０～２６０ｇ入り），普通品

●商標指定

●商標指定

1812 煮豆
2143 お子様ランチ

金時豆，並
ハンバーグを含む５品以上の盛り合わせ

金時豆
並

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〕２５
５ｃｍ，〔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」

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），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〕８０～９２ｃｍ，〔加熱機
器〕ガス加熱機器；グリル付き３口コン
ロ，〔収納方式〕扉タイプ，〔吊戸棚の高
さ〕７０ｃｍ，「タカラ」，「クリナッ
プ」，「サンウェーブ」又は「ナス」

3151 畳表取替費

改正月

１箱

１箱
１月

１ｋｇ

●寸法指定

6/11

１００ｇ
１個

１００ｇ
１皿
１式
２月

※製品名指定

〔畳表〕緯；いぐさ，経；綿糸２本又は麻 〔表〕備後表，引通し，経綿糸，動力織，
糸・綿糸２本，中級品，〔へり〕光輝べ 中級品，〔へり〕光輝べり，化繊，中級
り，化繊，材料費及び畳表取替工賃を含む 品，材料費及び畳表取替工賃を含む
●寸法指定

１帖
↓
１袋

１枚

付録２
銘柄
品 目
符号
4322 ガラスコップ

平成22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

タンブラー，ソーダガラス製，無地，〔容 タンブラー，ソーダガラス製，無地，２４
量〕２３０～２５０ｍＬ，普通品
０ｍ（８オンスもの）

１個

ポリ塩化ビニリデン製，幅３０ｃｍ×長さ
２０ｍ，「サランラップ」又は「ＮＥＷク
レラップ」
半袖，メリヤス，〔素材〕綿１００％，
〔サイズ〕チェスト９６～１０４ｃｍ・Ｌ
Ａ（Ｌ），２枚入り，白，普通品，特殊加
工は除く

ポリ塩化ビニリデン製，幅３０ｃｍ・長さ
２０ｍ，「サランラップ」

１本

半袖，メリヤス，綿１００％，〔サイズ〕
チェスト８８～９６ｃｍ・ＭＡ（Ｍ），
白，普通品，特殊加工は除く

１枚
↓
１袋

5311 男子ブリーフ

ボクサーブリーフ，〔素材〕綿１００％又 メリヤス，綿１００％，インゴム，〔サイ
は綿５０％以上・化学繊維混用，〔サイ ズ〕ウエスト７６～８４ｃｍ・ＭＡ
ズ〕ウエスト８４～９４ｃｍ・ＬＡ
（Ｍ），白，普通品，特殊加工は除く
（Ｌ），２枚入り，無地，普通品，特殊加
工は除く

１枚
↓
１袋

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 サポートタイプ，ナイロン・ポリウレタン
ウレタン混用，プレーン，〔サイズ〕Ｍ～ 混用，プレーン，中級品，特殊サイズは除
Ｌ，中級品，「満足」，「サブリナ」又は く
「ミラキャラット」
※商標・品番指定

１足

5641 子供靴

女児用，〔甲〕合成皮革，ベルト付き，
〔サイズ〕１８～１９ｃｍ，中級品

女児用，合成皮革製，ボタン付き，１９ｃ
ｍ程度

１足

5721 靴修理代

婦人パンプスのかかと（３．５×３．５ｃ 婦人パンプス，かかと（合成ゴムリフト）
ｍ以内），リフト交換，〔リフト素材〕合 修理
成ゴム

１足

6001 感冒薬

第２類医薬品，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」
第２類医薬品，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」

4401 ラップ

5301 男子シャツ

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」

１箱

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」

１箱

6012 胃腸薬

第２類医薬品，複合胃腸薬，細粒剤，箱入 複合胃腸薬，錠剤，瓶入り（３２０錠入
り（５６包入り），「新三共胃腸薬〔細 り），「新キャベジンコーワＳ」
粒〕」

１箱

6021 ビタミン剤

第３類医薬品，ビタミン含有保健剤，錠 ビタミン含有保健剤，錠剤，瓶入り（９０
剤，瓶入り（９０錠入り），「キューピー 錠入り），「キューピーコーワゴールド
α」
コーワゴールドα」

１箱

6022 ビタミン剤

第３類医薬品，ビタミン主薬製剤，ビタミ ビタミン主薬製剤，ビタミンＢ１・Ｂ６・
ンＢ１・Ｂ６・Ｂ１２主薬製剤，錠剤，瓶 Ｂ１２主薬製剤，錠剤，瓶入り（２７０錠
入り（２７０錠入り），「アリナミンＥＸ 入り），「アリナミンＥＸプラス」
プラス」

１箱

6091 漢方薬

第２類医薬品，防風通聖散，錠剤，瓶入り 防風通聖散エキス製剤，錠剤，瓶入り（３
（３６０錠入り），「ナイシトール８５」 ６０錠入り），「ナイシトール８５」

１箱

8201 月謝（学習塾）

学習塾，月謝，中学生を対象とした塾，２ 学習塾，月謝，中学生を対象とした塾，２
年生，学習内容が補習又は進学，学習科目 年生，学習内容が補習又は進学，学習科目
３科目（英語，数学，国語），週２回又は ３科目，週２～３回
３回
※塾・コース指定
※塾・コース指定

１か月

8203 月謝（学習塾）

学習塾，月謝，小学生を対象とした塾，５ 学習塾，月謝，小学生を対象とした塾，５
年生，学習内容が補習又は進学，学習科目 年生，学習内容が補習又は進学，学習科目
４科目（国語，算数，理科，社会），週２ ４科目，週２～３回
回又は３回
※塾・コース指定
※塾・コース指定

１か月

1487 キムチ

はくさいキムチ，〔内容量〕２００～６０ はくさいキムチ（瓶詰を除く）
０ｇ，並

1644 ジャム

いちごジャム，プレザーブスタイル，瓶詰 いちごジャム，プレザーブスタイル，瓶詰
（１６５ｇ入り），「アヲハタ５５ イチ （１７０ｇ入り），「アヲハタ５５ イチ
ゴジャム」
ゴジャム」

１瓶

1652 カレールウ

固形，箱入り（２３８ｇ入り），「バーモ 固形，箱入り（２５０ｇ入り），「バーモ
ントカレー」
ントカレー」

１箱

6002 感冒薬

2161 サ ン ド イ ッ チ （ 外 ミックスサンドイッチ（野菜類，肉類を含 ミックスサンドイッチ
む３～５種類）
食）
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改正月

２月

１００ｇ

１皿

３月

付録２
銘柄
品
符号
6061 はり薬

目

平成22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

第３類医薬品，外用鎮痛消炎薬（貼付
薬），パップ剤，〔サイズ〕１０×１４ｃ
ｍ，箱入り（２４枚入り），「のびのびサ
ロンシップｓ」又は「パテックスうすぴた
シップ」

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」

１箱

6062 目薬

第２類医薬品，点眼薬，一般点眼薬，１２ 点眼薬，疲れ目用，１２ｍＬ又は１３ｍＬ
ｍＬ入り，「ロートジーファイニュー」 入り，「新Ｖ・ロートＥＸ」又は「ロート
ジーファイニュー」

１個

7201 自転車

シティ車，２６型，変速機付き（３段変 軽快車，２６型，変速機なし，自転車安全
速），自転車安全基準適合車（ＢＡＡマー 基準適合車（ＢＡＡマーク付き），中級品
ク付き），中級品
※商標・型式番号指定
※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〕実用最大出力５Ｗ＋５Ｗ～３０Ｗ＋
３０Ｗ，２スピーカー，携帯型オーディオ
プレーヤー連携機能付き，アナログ伝送方
式，ＣＤプレーヤー付き，特殊機能付きは
除く

改正月

ミニコンポーネントステレオセット，〔ア １セット
ンプ〕実用最大出力２０Ｗ＋２０Ｗ，２ス
ピーカー，〔チューナー〕ＦＭ／ＡＭ，携
帯型オーディオプレーヤー連携機能付き，
ＣＤプレーヤー付き，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
9141 グローブ

軟式野球用，大人用，牛革製，〔ポジショ 軟式野球用，一般用，牛皮製，中級品，
ン〕オールラウンド用，中級品，「ミズ 「ミズノ」，「ゼット」，「ローリング
ノ」，「ゼット」，「ローリングス」又は ス」又は「エスエスケイ」
「エスエスケイ」
※品番指定
※シリーズ・品番指定

１個

9652 クリーム

セルフ化粧品，ポリ容器入り（３０ｇ入 セルフ化粧品，栄養クリーム，５０ｇ入
り），「アクアレーベル ホワイトアップ り，「ドルックス ナイトクリーム」
クリーム」

１個

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 ホワ
イトＣ ローション（さっぱり又はしっと
り）ＡＡ」

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」

１本

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，
オールシーズン用，詰め替え用（レフィ
ル），１０ｇ入り，「マキアージュ ラス
ティングパウダリー ＵＶ ＥＸ」

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
ラスティングパウダリー ＵＶ（春・
夏）」（１１ｇ入り）又は「マキアージュ
モイスチャーフィニッシュ パウダリーＵ
Ｖ（秋・冬）」（１２ｇ入り）

１個

9680 口紅

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」
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」

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」

１本

セルフ化粧品，ポリ容器入り（１３０ｍＬ
入り），「アクアレーベル ＷＴエマル
ジョン（Ｓ又はＲ）」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）ｒ」

１本

床移動形，〔集塵方式〕紙パック式，〔吸 床移動形，〔集塵方式〕紙パック式，〔吸
込仕事率〕最大６００Ｗ，パワーブラシ， 込仕事率〕最大５８０又は５９０Ｗ，パ
特殊機能付きは除く
ワーブラシ，特殊機能付きは除く

１台

9692 乳液

4032 電気掃除機

※商標・型式番号指定

※商標・型式番号指定

6062 目薬

第２類医薬品，点眼薬，一般点眼薬，１２ 第２類医薬品，点眼薬，一般点眼薬，１２
ｍＬ入り，「ロートジーｂ」
ｍＬ入り，「ロートジーファイニュー」

8011 中学校授業料

私立中学校，授業料

私立中学校，授業料

※学校指定

※学校指定

8021 高等学校授業料

公立高等学校，全日制，普通課程，授業料 公立高等学校，全日制，普通課程，授業料
※学校指定

8031 高等学校授業料

３月

※学校指定

私立高等学校，全日制，普通課程，授業料 私立高等学校，全日制，普通課程，授業料
※学校指定

※学校指定
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１個
１か月
↓
１か年
１か月
↓
１か年
１か月
↓
１か年

4月

付録２
銘柄
品 目
符号
8034 高等学校授業料

平成22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

私立高等学校，全日制，商業課程，授業料 私立高等学校，全日制，商業課程，授業料
※学校指定

8037 高等学校授業料

9034 ビデオレコーダー

※学校指定

私立高等学校，全日制，工業課程，授業料 私立高等学校，全日制，工業課程，授業料
※学校指定

※学校指定

ブルーレイディスクレコーダー，ＨＤＤ内
蔵，〔ＨＤＤ容量〕５００ＧＢ，地上・Ｂ
Ｓ・１１０度ＣＳデジタルチューナー内蔵
（２基），長時間録画機能（１０倍）

ブルーレイディスクレコーダー，ＨＤＤ内
蔵，〔ＨＤＤ容量〕３２０ＧＢ，地上・Ｂ
Ｓ・１１０度ＣＳデジタルチューナー内蔵
（２基），ＨＤＭＩ端子付き，長時間録画
機能（８～８．５倍）

単位

改正月

１か月
↓
１か年
１か月
↓
１か年

4月

１台

5月

※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 乳幼児用，パンツ型，Ｌサイズ，４２枚入
り
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Ｗａｌｋｅ
●商標指定
ｒ」

１袋

一体型，〔記憶メディア〕ＨＤＤ，〔記憶
容量〕４０ＧＢ，〔画面サイズ〕７型，地
上デジタルチューナー内蔵，ＷＶＧＡディ
スプレイ付き，特殊機能付きは除く

１台

7313 カーナビゲーション一体型，〔記憶媒体〕メモリータイプ，
〔記憶容量〕８ＧＢ，〔画面サイズ〕７
型，地上デジタルチューナー内蔵，特殊機
能付きは除く

7441 電話機

5211 スポーツシャツ

※商標・型式番号指定

※商標・型式番号指定

ファクス付き電話機，親機（コード付き受
話器）・子機（コードレス）各１台セッ
ト，〔親機画面サイズ〕３．８型以上，特
殊機能付きは除く

ファクス付き電話機，親機（コード付き受 １セット
話器）・子機（コードレス）各１台セッ
ト，ハンドスキャナなし，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

男子用，ポロシャツ，長袖，ニット（鹿の
子編），〔素材〕 「綿１００％」又は
「綿・ポリエステル混用」， 〔サイズ〕
チェスト８８～９６ｃｍ・身長１６５～１
７５ｃｍ・ＭＡ（Ｍ），普通品

男子用，ポロシャツ，長袖，ニット（鹿の
子編），綿１００％，無地，〔サイズ〕
チェスト８８～９６ｃｍ・身長１６５～１
７５ｃｍ・ＭＡ（Ｍ），普通品
調査月

調査月
9082 電子辞書

6月

7月

１枚

１月～３月，９月～１２月

１月～３月，９月～１２月

学生タイプ又は生活タイプ，〔収録コンテ
ンツ〕１２５～１３０，〔本体メモリー容
量〕約５０ＭＢ，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」

総合タイプ，〔収録コンテンツ〕１００～
１２０，〔本体メモリー容量〕約５０～１
００ＭＢ，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」

１台

9月

※品番指定

※品番指定

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，
オールシーズン用，詰め替え用（レフィ
ル）， 「マキアージュ ラスティングパ
ウダリー ＵＶ ＥＸ」 （１０ｇ入り）
又は 「マキアージュ モイスチャー
フォルミングパウダリー ＵＶ」 （１２
ｇ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（レフィ
ル），１０ｇ入り，「マキアージュ ラス
ティングパウダリー ＵＶ ＥＸ」

１個

9672 ファンデーション

セルフ化粧品，パウダータイプ，オール
シーズン用，詰め替え用（レフィル），１
１ｇ入り，「インテグレート グレイシィ
ホワイトパクトＮ」又は 「インテグレー
ト グレイシィ モイストパクト」

セルフ化粧品，パウダータイプ，オール
シーズン用，詰め替え用（レフィル），１
２．５ｇ入り，「アクアレーベル ホワイ
トパクト」

１個

4074 電気カーペット

〔サイズ〕２畳相当，〔消費電力〕全面暖
房時500～540Ｗ，ダニ対策機能付き，切り
忘れ防止機能付き，〔カバー〕ポリエステ
ル１００％又はアクリル１００％，中級品

〔サイズ〕２畳相当，〔消費電力〕全面暖
房時500～550Ｗ，ダニ対策機能付き，切り
忘れ防止機能付き，特殊機能付きは除く，
〔カバー〕アクリル１００％，中級品

１台

※商標・型式番号指定

※商標・型式番号指定

調査月

調査月

１月～３月，１０月～１２月

１月～３月，１０月～１２月

6101 生理用ナプキン

昼用，スリム，羽つき，２０個入り，「ソ 昼用，スリム，羽つき，２４個入り，「ソ
フィボディフィットふわピタスリム」
フィボディフィットふわピタスリム」

１袋

6223 予防接種料

任意接種，インフルエンザ，大人（６５歳 任意接種，季節性インフルエンザ，大人
以上を除く）
（６５歳以上を除く）

１回

※医療機関指定

※医療機関指定

調査月

調査月

１月，１０月～１２月

9/11

１月，１０月～１２月

10月

付録２
銘柄
品 目
符号
9035 携帯型オーディオ
プレーヤー

平成22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

〔記録媒体〕フラッシュメモリー，〔記録 〔記録媒体〕フラッシュメモリー，〔記録
容量〕８ＧＢ，マルチタッチディスプレイ 容量〕８ＧＢ，ビデオ撮影・再生機能付
付き，曲名表示付き，「iPod nano」
き，曲名表示機能付き，「iPod nano」
※品番指定

9081 パーソナルコン
ピュータ用プリン
タ

9650 クリーム

単位
１台

※品番指定

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〕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，「ＰＩＸ
ＵＳ ＭＧ６１３０」

インクジェットプリンタ，複合機能付き，
〔最高解像度〕９６００×２４００ｄｐ
ｉ，〔インク〕５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
プリント，〔スキャナ〕４８００ｄｐｉ
ＣＩＳ，〔コピー〕両面，〔モニタ〕カ
ラー液晶３．０型，〔用紙サイズ〕最大Ａ
４，〔インタフェース〕Ｈｉ－Ｓｐｅｅｄ
ＵＳＢ，無線ＬＡＮ対応，「ＰＩＸＵＳ
ＭＰ６４０」
カウンセリング化粧品，４０ｇ入り，「エ カウンセリング化粧品，栄養クリーム，４
リクシール シュペリエル リフトナイト ０ｇ入り，「エリクシール シュペリエル
クリーム」
リフトナイトクリームα」

１台

10月
１個

9690 乳液

カウンセリング化粧品，１３０ｍＬ入り，
「エリクシール シュペリエル リフトモ
イスト エマルジョン Ⅰ」又は「エリク
シール シュペリエル リフトモイスト
エマルジョン Ⅱ」

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」

１瓶
↓
１本

1051 即席めん

中華タイプ，カップ入り（７７ｇ入り）， 即席カップめん，中華タイプ，カップ入り
「カップヌードル」
（７７ｇ入り），「カップヌードル」

１個

1464 ひじき

乾燥ひじき，芽ひじき，国産品，並

乾燥もの，芽ひじき，国内産，並

１００ｇ

1714 プリン

チルドタイプ，カップ入り（７５ｇ×３
個），「グリコプッチンプリン」

１パック
↓
１個
１枚

1831 豚カツ

チルドタイプ，カップ入り（１４０ｇ入
り），「森永の焼プリン（森永乳業）」又
は「焼プリン（オハヨー乳業）」
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」
ロース，並

1881 ぎょうざ

チルド，肉入り，１０～１５個入り

1761 チョコレート

1972 乳酸菌飲料

4081 整理だんす

板チョコレート，５８ｇ，「明治ミルク
チョコレート」
ロース１００ｇ程度を揚げたもの

１枚
↓
１００ｇ

蒸しぎょうざ，チルド（冷蔵），肉入り， １００ｇ
１０～１５個入り
１本
配達，プラスチック容器入り（８０ｍＬ入 配達１本月ぎめ，「ヤクルト４００（８０
り），「ヤクルト４００ＬＴ」又は「ヤク ｍＬ入り）」
ルト４００」
〔正面板表面材〕天然木，〔サイズ〕幅１ 〔正面板表面材〕天然木，〔サイズ〕幅９
１本
００～１１０×奥行４０～５０×高さ１３ ０ｃｍ・高さ１３０ｃｍ程度，総引き出
０～１４５ｃｍ，総引き出し（６段又は７ し・６段又は７段，中級品
段），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
台所用，スポンジたわし，貼り合わせ（２
層），〔材質〕ナイロン不織布・ポリウレ
タンフォーム，〔サイズ〕長さ１１～１２
ｃｍ，普通品

〔正面枠板材〕天然木無垢板；「ナラ」又
は「ブナ」，〔側面板材〕プリント紙化粧
合板，〔サイズ〕幅１２０ｃｍ・奥行４５
ｃｍ・高さ１９０ｃｍ程度，ガラス扉３，
引き出し３～６，木製扉付き，中級品

１本

台所用，貼り合わせたわし，〔材質〕ナイ
ロン不織布，ポリウレタンフォーム，普通
品

１個

4442 柔軟仕上剤

洗濯用，詰め替え用，袋入り（５４０～６
００ｍＬ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，詰め替え用，袋入り（５４０ｍＬ
１袋
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 １００ｍ
ラン」
L

5191 男児ズボン

長ズボン，〔素材〕「綿１００％」又は ５分丈ズボン，〔素材〕綿１００％，〔サ
「綿９５％以上・化学繊維混用」，〔サイ イズ〕１２０又は１３０，普通品
ズ〕１４０又は１５０，普通品

１本

5193 乳児服

ドレス兼用カバーオール，長袖，〔素材〕
綿１００％，〔サイズ〕５０，６０又は７
０，普通品
男子用，ポロシャツ，半袖，ニット（鹿の
子編），〔素材〕「綿１００％」又は
「綿・ポリエステル混用」，〔サイズ〕
チェスト８８～９６ｃｍ・身長１６５～１
７５ｃｍ・ＭＡ（Ｍ），普通品

ドレス兼用カバーオール，長袖，綿１０
０％，無地，〔サイズ〕５０，６０又は７
０，普通品
男子用，ポロシャツ，半袖，ニット（鹿の
子編），綿１００％，無地，〔サイズ〕
チェスト８８～９６ｃｍ・身長１６５～１
７５ｃｍ・ＭＡ（Ｍ），普通品

１着

調査月

調査月

4083 食器戸棚

4342 たわし

5212 スポーツシャツ

改正月

４月～８月

10/11

４月～８月

１枚

11月

付録２
銘柄
品 目
符号
5351 婦人ショーツ

5361 スリップ

平成22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

メリヤス，〔素材〕綿・化学繊維混用， メリヤス，綿１００％，〔サイズ〕ヒップ
〔サイズ〕ヒップ８７～９５ｃｍ・Ｍ，普 ８７～９５ｃｍ・Ｍ，無地，普通品，特殊
通品，特殊加工は除く
加工は除く

１枚

〔サイズ〕バスト８０又は８５・Ｍ，丈７ 〔素材〕ポリエステル１００％，〔サイ
５～９０ｃｍ，中級品，「ワコール」， ズ〕バスト８０又は８５，丈７５～９０ｃ
「ウイング」又は「トリンプ」
ｍ，中級品，「ワコール」，「ウイング」
又は「トリンプ」

１枚

※

品番指定

※

品番指定

5372 子供シャツ

男児用，半袖，メリヤス，〔素材〕綿１０ 男児用，半袖，メリヤス，綿１００％，
０％，〔サイズ〕１４０，１５０又は１６ 〔サイズ〕１２０又は１３０，２枚入り，
白，普通品，特殊加工は除く
０，２枚入り，白，普通品

１袋

5541 婦人ソックス

〔素材〕「化学繊維混用」又は「綿・化学 「化学繊維混用」又は「綿・化学繊維混
繊維混用」，〔サイズ〕２３ｃｍ，普通品 用」，無地，〔サイズ〕２３ｃｍ，普通品

１足

6012 胃腸薬

第２類医薬品，複合胃腸薬，細粒剤，箱入
り（５６包入り），「新三共胃腸薬〔細
粒〕」
ブルーレイディスクレコーダー，ＨＤＤ内
蔵，〔ＨＤＤ容量〕５００ＧＢ，地上・Ｂ
Ｓ・１１０度ＣＳデジタルチューナー内蔵
（２基），長時間録画機能（１０倍）

１箱

9034 ビデオレコーダー

第２類医薬品，複合胃腸薬，細粒剤，箱入
り（５６包入り），「第一三共胃腸薬〔細
粒〕」
ブルーレイディスクレコーダー，ＨＤＤ内
蔵，〔ＨＤＤ容量〕５００ＧＢ，地上・Ｂ
Ｓ・１１０度ＣＳデジタルチューナー内蔵
（２基），長時間録画機能（１０～１２．
５倍），３Ｄ再生対応，ＢＤＸＬ対応

9128 プリンタ用インク

※ 商標・型式番号指定
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 ＢＣ
Ｉ－３２６ＢＫ」

※ 商標・型式番号指定
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 ＢＣ
Ｉ－３２１ＢＫ」

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

9328 月謝（学習塾に係
るものを除く。）

英会話教室，一般，日常英会話，グループ 英会話教室，日常英会話，グループレッス
レッスン，初心者クラス，週１回
ン，初心者クラス，週２回，終了期間１年

9359 プール使用料

公営プール，屋内，一般，２時間

公営プール，屋内，一般

※

※

※

教習所指定

※

施設指定

１台

11月
１個

１回

教習所指定
1か月
１回

施設指定

9395 カラオケルーム使
用料

ルーム料とカラオケ料込み（飲食代を除 ルーム料とカラオケ料込み（飲食を除
く），１人当たりの時間制，ビジター料 く），１人当たりの時間制，平日（金曜日
金，平日（金曜日を除く），午後８時～９ を除く），午後８時～９時の１時間の料金
時の１時間の料金

１人

9521 パーマネント代

パーマネント（シャンプー，カット，ブ
ロー又はセット込み），ショート，女性
（高校生以下を除く）

１回

9531 ヘアーカット代

ヘアーカット（ブロー込み），ショート， ヘアーカット（ブロー込み），女性（高校
女性（高校生以下を除く）
生以下を除く）

１回

9532 ヘアカラーリング
代

白髪染め（シャンプー，ブロー又はセット 白髪染め（ヘアダイ），ショート
込み），ショート，女性

１回

9631 整髪料

ヘアワックス，８０ｇ入り，「ギャツビー 液状整髪料，１８０ｍ入り，「アウス
ムービングラバー スパイキーエッジ」， レーゼ へアリキッドＮ」又は「アウス
「ギャツビー ムービングラバー ワイル レーゼ ボリュームセットリキッド」
ドシェイク」，「ウーノ ホールドキング
Ｎ」又は「ウーノ ウルトラソリッドＮ」

１瓶
↓
１個

7443 携帯電話機

ＮＴＴドコモ，カメラ（有効画素数８１０
万～９６０万）付き，ワンセグ機能付き，
海外対応，ＧＰＳ機能付き，機種変更（Ｆ
ＯＭＡ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

ＮＴＴドコモ，カメラ（有効画素数８００
万～８１０万）付き，ワンセグ機能付き，
海外対応，ＧＰＳ機能付き，機種変更（Ｆ
ＯＭＡ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

※

※

9154 家庭用ゲーム機

品番指定

パーマネント（シャンプー，カット，ブ
ロー又はセット込み），ショート

１台

12月

品番指定

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

11/11

改正月

１台

