付録２
銘柄
品
符号
9013 テレビ

目

9082 電子辞書

平成23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

液晶テレビ，３２Ｖ型，ハイビジョン対応 液晶テレビ，３２Ｖ型，地上・ＢＳ・１１
パネル，LEDバックライト搭載，特殊機能 ０度ＣＳデジタルチューナー内蔵，ハイビ
付きは除く
ジョン対応パネル，ＨＤＭＩ端子付き，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

学生タイプ又は生活タイプ，〔収録コンテ
ンツ〕１３０～１４０，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」

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」

単位

改正月

１台
１月

１台

２月

※品番指定
1502 りんご

ふじ，１個２００～４００ｇ

※品番指定
ふじ，１個２５０～３８５ｇ

調査月

調査月

１月～７月，１１月～１２月

１ｋｇ

１月～７月，１１月～１２月

1781 チューインガム

シュガーレスガム，粒ガム，１４粒入り， シュガーレスガム，粒ガム，１４粒入り，
「キシリトール ガム<ライムミント>」又 「キシリトール ネオ」
は「キシリトール ガム<フレッシュミン
ト>」

１個

4052 電気アイロン

スチームアイロン，コードレス，〔蓄熱持
続時間〕１５０～１８０秒，〔かけ面〕
ニッケルコート又はボロンコート，〔消費
電力〕１，２００Ｗ，ハンガーショット付
き，全温度スチーム機能付き，霧吹き機能
付き，電源自動オフ機能付き

１台

スチームアイロン，コードレス，〔蓄熱持
続時間〕１２０～１５０秒，〔かけ面〕チ
タンコート又はチタンダイヤモンドコー
ト，〔消費電力〕１，２００～１，４００
Ｗ，ハンガーショット付き，全温度スチー
ム機能付き，電源自動オフ機能付き，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
7444 携帯電話機

7445 携帯電話機

9155 家庭用ゲーム機

ＫＤＤＩ（ａｕ）又は沖縄セルラー，カメ
ラ（有効画素数１３２０万～１４１０万）
付き，ワンセグ機能付き，海外対応，ＧＰ
Ｓ機能付き，機種変更，シンプルコース，
オプション未加入，一括払い

ＫＤＤＩ（ａｕ）又は沖縄セルラー，カメ
ラ（有効画素数１２１０万以上）付き，ワ
ンセグ機能付き，海外対応，ＧＰＳ機能付
き，機種変更，シンプルコース，オプショ
ン未加入，一括払い

※品番指定
ソフトバンクモバイル，カメラ（有効画素
数１３２０万～１４１０万）付き，ワンセ
グ機能付き，海外対応，ＧＰＳ機能付き，
Ｗｉ－Ｆｉ機能付き，機種変更，新スー
パーボーナスコース，一括払い

※品番指定
ソフトバンクモバイル，カメラ（有効画素
数８００万～１２１０万）付き，ワンセグ
機能付き，海外対応，ＧＰＳ機能付き，Ｗ
ｉ－Ｆｉ機能付き，機種変更，新スーパー
ボーナスコース，一括払い

※品番指定
携帯型，〔ディスプレイ〕上下２画面（上
画面；裸眼立体視機能付き・３．５３イン
チ，下画面；アナログタッチスクリーン付
き・３．０２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３ＤＳ」

※品番指定
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，３．２５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」

１台

１台
３月

１台

※品番指定
9156 ゲームソフト

家庭用ゲーム機（携帯型）用ソフト，ニン 家庭用ゲーム機（携帯型）用ソフト，ニン
テンドー３ＤＳ専用，限定版は除く
テンドーＤＳ専用，限定版は除く

１本

※タイトル指定

※タイトル指定

9622 シャンプー

液体，詰め替え用，袋入り（３８０～４４
０ｍＬ入り），「アジエンス シャンプー
しっとりリッチタイプ」，「ＴＳＵＢＡＫ
Ｉ 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（３８０～４４ １００mL
０ｍＬ入り），「アジエンス インナー・
リッチ 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」

9624 ヘアコンディショ
ナー

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 コンディショナー」又は
「アジエンス コンディショナー しっと
りリッチタイプ」

液体，詰め替え用，袋入り（３８０～４４ １００mL
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」

（続き）
銘柄
品 目
符号
9670 ファンデーション

新基本銘柄

旧基本銘柄

単位

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 ライ
ティング ホワイトパウダリー ＵＶ」

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」（１２ｇ入り）

１個

1714 プリン

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

１個

1922 コーヒー豆

レギュラーコーヒー（粉），ブレンド，袋
入り（４００～４５０ｇ入り），「ＵＣＣ
ゴールドスペシャル スペシャルブレン
ド」又は「ブレンディ まろやかスペシャ
ルブレンド」

レギュラーコーヒー（粉），ブレンド，袋 １００ｇ
入り（４５０～５００ｇ入り），「ＵＣＣ
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」

2041 ワイン

国産品，瓶詰（７２０ｍＬ入り），赤，
「ビストロ」

国産品，瓶詰（７２０ｍＬ入り），赤，
「ビストロ」又は「モンフレール」

4032 電気掃除機

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６２０Ｗ，パワーブラシ， 込仕事率〕最大６００Ｗ，パワーブラシ，
特殊機能付きは除く
特殊機能付きは除く

9021 ステレオ

３月

１本
１台
４月

※商標・型式番号指定

※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，デジタル伝送方
式，ＣＤプレーヤー付き，特殊機能付きは
除く

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

※商標・型式番号指定

※商標・型式番号指定

9861 フィルター付きた
ばこ

輸入品，「ケント・１・１００・ボック 輸入品，「ケント・ウルトラ１・１００’
ス」，２０本入り
Ｓ ボックス」，２０本入り

１箱

6131 体温計

一般用，電子式，予測・実測兼用，わき専 一般用，電子式，予測・実測兼用，わき専
用，「けんおんくん ＭＣ－６７４」又は 用，「けんおんくん ＭＣ－６７０」又は
「テルモ電子体温計 ＥＴ－Ｃ２３１Ｐ」 「テルモ電子体温計 ＥＴ－Ｃ２０２Ｐ０
１」

１本

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（オプションを除く），〔胃
の検査〕Ｘ線検査，男性，５０歳代
の検査〕Ｘ線検査，男性，５０歳代，昼食
なし
※医療機関指定
※医療機関指定

１回

9034 ビデオレコーダー

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（１２．５～１
５倍），３Ｄ再生対応，ＢＤＸＬ対応

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

１台

※商標・型式番号指定

※商標・型式番号指定

1572 さくらんぼ

国産品

国内産

4003 電子レンジ

オーブンレンジ，〔高周波出力〕最高出力
１，０００Ｗ，〔庫内容量〕３０～３３
Ｌ，グリルとレンジ同時使用機能付き，
〔オーブン温度〕最高温度３００℃，過熱
水蒸気機能付き，高性能ヒーター付き，特
殊機能付きは除く

オーブンレンジ，〔高周波出力〕最高出力
１，０００Ｗ，〔庫内容量〕３０～３３
Ｌ，グリル機能付き，〔オーブン温度〕最
高温度３００～３５０℃，過熱水蒸気機能
付き，高性能ヒーター付き，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

調査月

６月～７月

調査月

改正月

５月

１００ｇ
６月～７月
１台

６月

4441 洗濯用洗剤

合成洗剤，綿・麻・合成繊維用，粉末，箱 合成洗剤，綿・麻・合成繊維用，粉末，箱
入り（１．０ｋｇ入り），「アタック 高 入り（１．０ｋｇ入り），「アタック」又
活性バイオＥＸ」又は「トップ プラチナ は「トップ」
クリア」

１箱

5011 振袖

注文仕立て上がり，〔袖の長さ〕１１０ｃ 注文仕立て上がり，振袖，あわせ，平綸子
ｍ程度，あわせ，〔素材〕絹１００％，型 （絹１００％，７５０ｇ付き程度），型
染，中級品
染，中級品

１枚

（続き）
銘柄
品
符号
5041 袋帯

目

新基本銘柄

旧基本銘柄

単位

錦織，〔素材〕「絹１００％」又は「絹８ 錦織（絹１００％），中級品
０％以上・化学繊維混用」，中級品

１本

6141 紙おむつ

乳幼児用，パンツ型，Ｌサイズ，４２～４ 乳幼児用，パンツ型，Ｌサイズ，４２枚入
４枚入り，「ムーニーパンツ 下着仕立 り
て」又は「メリーズパンツ のびのびＷａ
ｌｋｅｒ」
●商標指定

１袋
↓
１枚

1041 干しうどん

袋入り（３００～６００ｇ入り），普通品 袋入り（２５０～３００ｇ入り），普通品 １００ｇ

1104 かつお

刺身用，さく

切り身（刺身用）

調査月

調査月

３月～１０月

３月～１０月

蒸かまぼこ，板付き，〔内容量〕８０～１ 蒸かまぼこ，板付き，〔内容量〕１００～ １００ｇ
４０ｇ，普通品
１６０ｇ，普通品

1407 もやし

緑豆もやし，根切りもやしは除く

1591 みかん缶詰

輸入品，シラップづけ，並ぶた缶，内容総 シラップづけ，並ぶた缶，内容総量４２５
量４２５ｇ入り，普通品
ｇ入り，普通品

１缶

1633 酢

醸造酢，穀物酢，ＪＡＳ規格品，瓶詰（５ 醸造酢，穀物酢，ＪＡＳ規格品，瓶詰（５
００ｍＬ入り），「穀物酢（ミツカン）」 ００ｍＬ入り），「ミツカン酢（黒マー
ク）」
かつお風味，箱入り（１２０～１５０ｇ入 かつお風味，箱入り（４０ｇ袋×３），
「ほんだし」
り），「ほんだし」

１本

だいずもやしを除く

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 牛肉，豚肉又は鶏肉を主材料としたハン
バーグ，袋入り（６又は７個入り），内容 バーグ，袋入り（６個入り），内容量１４
量１４４～１６８ｇ
０～１７０ｇ

1930 果実飲料

果実ジュース，オレンジジュース（濃縮還 ジュース（濃縮還元），オレンジジュー
元），紙容器入り（１，０００ｍＬ入り） ス，紙容器入り（１，０００ｍＬ入り）
●商標指定

１００ｇ

１箱
↓
１００ｇ
１００ｇ

１本

●商標指定

果汁入り飲料，２０～５０％果汁入り， 果汁入り飲料，２０～３０％果実果汁入
ペットボトル入り（１，５００ｍＬ入り） り，ペットボトル入り（１，５００ｍＬ入
り）
●商標指定
●商標指定

１本

4121 カーペット

タフテッドカーペット，ラグ，〔素材〕化
学繊維１００％（ナイロン１００％を除
く），〔サイズ〕１４０×２００ｃｍ程
度，中級品

タフテッドカーペット，ラグ，〔素材〕
「アクリル１００％」又は「ポリエステル
１００％」，〔サイズ〕「１８５×１８５
ｃｍ」又は「１９０×１９０ｃｍ」，中級
品

１枚

4362 マット

バスマット，〔素材〕アクリル１００％， バスマット，〔素材〕アクリル１００％，
〔サイズ〕４５×６０ｃｍ程度又は４５× 〔サイズ〕４５×６５ｃｍ程度，すべり止
６５ｃｍ程度，すべり止め加工付き，普通 め加工付き，普通品
品

１枚

5572 マフラー

女性用，毛（カシミヤ１００％），無地， 女性用，毛（カシミヤ１００％），無地，
〔サイズ〕幅２５～３０ｃｍ・長さ１６０ 〔サイズ〕幅３０ｃｍ・長さ１５０～１８
～１８０ｃｍ，中級品
０ｃｍ，中級品

１枚

1931 果実飲料

調査月

１月～２月，１０月～１２月

調査月

７月

１月～２月，１０月～１２月

6031 ドリンク剤

指定医薬部外品，箱入り（１００ｍＬ×１ 医薬部外品，瓶入り（１００ｍＬ入り），
「リポビタンＤ」
０本入り），「リポビタンＤ」

１本
↓
１箱

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 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）， タイプ，近視用，箱入り（３０枚入り），
「ワンデー アキュビュー モイスト」 「ワンデーアキュビュー」

１箱

7311 自動車タイヤ

ラジアルタイヤ（冬用タイヤを除く）， 小型乗用車用，ラジアルタイヤ，チューブ
〔サイズ〕１９５／６５Ｒ１５ ９１Ｈ， レスタイヤ，〔サイズ〕１７５／７０Ｒ１
低燃費タイヤガイドライン適合タイヤ（低 ４ ８４Ｓ
燃費タイヤマーク付き）

１本

※商標・品名指定

６月

１００ｇ

1153 かまぼこ

1654 風味調味料

改正月

※商標・品名指定

（続き）
銘柄
品 目
符号
7443 携帯電話機

7444 携帯電話機

新基本銘柄

旧基本銘柄

単位

ＮＴＴドコモ（スマートフォンは除く），
カメラ（有効画素数１２２０万～１３２０
万）付き，ワンセグ機能付き，海外対応，
ＧＰＳ機能付き，機種変更（ＦＯＭＡ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

1台

※品番指定

※品番指定

ＫＤＤＩ（ａｕ）又は沖縄セルラー（ス
マートフォンは除く），カメラ（有効画素
数８０８万）付き，ワンセグ機能付き，海
外対応，ＧＰＳ機能付き，機種変更，シン
プルコース，オプション未加入，一括払い

ＫＤＤＩ（ａｕ）又は沖縄セルラー，カメ
ラ（有効画素数１３２０万～１４１０万）
付き，ワンセグ機能付き，海外対応，ＧＰ
Ｓ機能付き，機種変更，シンプルコース，
オプション未加入，一括払い

※品番指定

※品番指定

改正月

1台

9154 家庭用ゲーム機

据置型，〔HDD容量〕１６０ＧＢ，ワイヤ 据置型，ワイヤレスコントローラ付き，無
レスコントローラ付き，無線ＬＡＮ対応， 線ＬＡＮ対応，「Ｗｉｉ」
「ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ ３」
※品番指定
※形式番号指定

1台

9193 ペットフード

ドッグフード，総合栄養食，成犬用，ドラ ドッグフード，ドライタイプ，成犬用，袋
イタイプ，袋入り（２ｋｇ入り），「サイ 入り（２．２ｋｇ入り），普通品，「ペ
エンス・ダイエット アダルト 成犬用」 ディグリー」

１袋

9196 ペットフード

キャットフード，総合栄養食，成猫用，
ウェットタイプ，缶入り（１６０ｇ入
り），３缶入り，普通品

７月

キャットフード，ウェットタイプ，缶入り
１缶
（８０ｇ入り），「モンプチ ＧＯＬＤ」
↓
１パック
又は「純缶」

●商標指定
9622 シャンプー

液体，詰め替え用，袋入り（３８０～４４
０ｍＬ入り），「アジエンス シャンプー
しっとりリッチタイプ」，「ＴＳＵＢＡＫ
Ｉ シャイニング ＜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（３８０～４４ １００mL
０ｍＬ入り），「アジエンス シャンプー
しっとりリッチタイプ」，「ＴＳＵＢＡＫ
Ｉ 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」

9624 ヘアコンディショ
ナー

液体，詰め替え用，袋入り（３８０～４４
０ｍＬ入り），「ＴＳＵＢＡＫＩ シャイ
ニング ＜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 しっとりリッチタイプ」

液体，詰め替え用，袋入り（３８０～４４ １００mL
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 コンディショナー」又は
「アジエンス コンディショナー しっと
りリッチタイプ」

1511 みかん

温州みかん（ハウスみかんを除く），１個 温州みかん，１個７０～１３０ｇ
７０～１３０ｇ
調査月 １月～３月，９月～１２月
調査月 １月～３月，９月～１２月

5241 婦人セーター

カーディガン，「長袖」又は「７分袖」， プルオーバー，長袖，〔素材〕「毛１０
〔素材〕「毛・化学繊維混用」，〔サイ ０％」又は「毛５０％以上・化学繊維混
ズ〕Ｍ，普通品
用」，無地，〔サイズ〕Ｍ，普通品
調査月

9041 カメラ

9081 パーソナルコン
ピュータ用プリン
タ

１月～３月，９月～１２月

調査月

１ｋｇ

１枚

１月～３月，９月～１２月

デジタルカメラ，コンパクトカメラ，〔有
効画素数〕１２１０万～１６２０万，〔光
学ズーム〕４～５倍，〔液晶サイズ〕３．
０～３．５型，タッチ操作機能付き，特殊
機能付きは除く

デジタルカメラ，コンパクトカメラ，〔有
効画素数〕１２００万～１４７０万，〔光
学ズーム〕３．７～５倍，〔液晶サイズ〕
２．５～３．０型，ぶれ対策機能付き，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

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，
〔スキャナー〕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 ＭＧ６２３０」

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，
〔スキャナー〕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」

１台
９月

1台

（続き）
銘柄
品 目
符号
9622 シャンプー

新基本銘柄

旧基本銘柄

単位

詰め替え用，袋入り（３８０～４４０ｍＬ
入り），「アジエンス シャンプー しっ
とりリッチタイプ」又は「ＴＳＵＢＡＫＩ
シャイニング ＜シャンプー＞」

液体，詰め替え用，袋入り（３８０～４４ １００mL
０ｍＬ入り），「アジエンス シャンプー
しっとりリッチタイプ」，「ＴＳＵＢＡＫ
Ｉ シャイニング ＜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」

9624 ヘアコンディショ
ナー

詰め替え用，袋入り（３８０～４４０ｍＬ
入り），「ＴＳＵＢＡＫＩ シャイニング
＜コンディショナー＞」又は「アジエンス
コンディショナー しっとりリッチタイ
プ」

液体，詰め替え用，袋入り（３８０～４４ １００mL
０ｍＬ入り），「ＴＳＵＢＡＫＩ シャイ
ニング ＜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 しっとりリッチタイプ」

9627 洗顔料

洗顔フォーム，チューブ入り（１３０ｇ入 洗顔フォーム，チューブ入り（１１０ｇ入
り），「ビオレスキンケア洗顔料」
り），「ビオレ洗顔フォーム」又は「ダヴ
ビューティモイスチャー」

１本

4072 石油ストーブ

石油ファンヒーター，〔暖房出力〕３．１ 石油ファンヒーター，〔暖房出力〕３．０
９～３．４０ｋＷ，〔油タンク容量〕５． ０～３．５０ｋＷ，特殊機能付きは除く
０L，特殊機能付きは除く
調査月 １月～３月，１０月～１２月
※商標・型式番号指定
調査月 １月～３月，１０月～１２月
※商標・型式番号指定

１台

全自動洗濯乾燥機，〔洗濯方式〕ドラム
式，〔乾燥方式〕ヒ―トポンプ方式又はヒ
―トリサイクル乾燥方式，〔洗濯・脱水容
量〕９ｋｇ，〔乾燥容量〕６ｋｇ，エコ機
能付き，特殊機能付きは除く

１台

4043 電気洗濯機

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

改正月

９月

10月

※商標・型式番号指定
※商標・型式番号指定
パルプ１００％又はパルプ・再生紙混合， 1パック
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」

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 フラワーボックス」，
「エリエール キュート」又は「ネピア
ネピネピ」

7313 カーナビゲーショ
ン

一体型，〔記憶媒体〕メモリータイプ， 一体型，〔記憶媒体〕メモリータイプ，
〔記憶容量〕１６～２０ＧＢ，〔画面サイ 〔記憶容量〕８ＧＢ，〔画面サイズ〕７
ズ〕７型，地上デジタルチューナー内蔵 型，地上デジタルチューナー内蔵，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

ＫＤＤＩ（ａｕ）又は沖縄セルラー（ス
マートフォンは除く），カメラ（有効画素
数８０８万）付き，ワンセグ機能付き，海
外対応，ＧＰＳ機能付き，機種変更，シン
プルコース，オプション未加入，一括払い

１台

7444 携帯電話機

ＫＤＤＩ（ａｕ）又は沖縄セルラー（ス
マートフォンは除く），カメラ（有効画素
数１３１０万）付き，ワンセグ機能付き，
海外対応，ＧＰＳ機能付き，機種変更，シ
ンプルコース，オプション未加入，一括払
い，「ａｕ Ｆ００１」

11月

※品番指定
9153 組立がん具

プラスチック製，幼児用，「レゴ基本セッ プラスチック製，幼児向き，レゴシステ
ト・赤いバケツ」
ム，「レゴ基本セット・赤いバケツ」

１個

9626 ボディーソープ

詰め替え用，袋入り（４００ｍＬ入り）， 詰め替え用，袋入り（４２０ｍＬ入り），
「ビオレｕ」
「ビオレｕ」

1袋

9142 ゴルフクラブ

アイアン，５本セット，〔ヘッド〕複合素 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，「ＸＸＩＯ７ 材，〔シャフト〕カーボン，「ＸＸＩＯ
（ゼクシオセブン）ＭＰ７００」
（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」

12月

