
銘柄
符号

品　目 新基本銘柄 旧基本銘柄 単位 改正月

1152 ちくわ
焼きちくわ（煮込み用を除く），袋入り（３～６本
入り），並

焼きちくわ（冷凍ものを除く），並 １００ｇ

1799 調理ピザパイ

冷凍ピザ，袋入り，２枚入り，内容量（２３４～２５
０ｇ），「明治レンジピッツァ＆ピッツァ」又は「レ
ンジミックスピザ」

冷凍ピザ，袋入り，２枚入り（２３０～２５０ｇ入
り），「明治レンジピッツァ＆ピッツァ」又は「ピッ
ツァ＆ピッツァ」

１袋

4302 皿
陶磁器製，丸型，平皿，直径１５～１６．５ｃｍ，
普通品

洋皿，ミート皿，径２３～２４ｃｍ，普通品 １枚

4326 水筒

保温・保冷用，マグタイプ，ワンタッチオープン
タイプ，〔容量〕０．４８～０．５Ｌ，中級品

※ 商標・品番指定

保温・保冷用，マグタイプ，ワンタッチオープン
タイプ，〔容量〕０．４８～０．５Ｌ

※ 商標・型式番号指定

１本

4352 電球・ランプ

蛍光ランプ，環形，〔定格寿命〕９，０００～１２，
０００時間，３０形，２本入り

● 商標指定

蛍光ランプ，環形，３波長形，３０Ｗ形 １本
↓

１パック

5101 背広服

春夏物，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～Ａ
６），〔百貨店・専門店ブランド〕「五大陸」，「Ｊ．
ＰＲＥＳＳ」，「ブラックレーベル・クレストブリッジ」
又は「ダーバン」

調査月　３月～８月

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～Ａ
６），〔百貨店・専門店ブランド〕「五大陸」，「Ｊ．
ＰＲＥ
ＳＳ」，「ブラックレーベル・クレストブリッジ」又は
「ダーバン」

調査月　３月～８月

１着

5103 背広服

春夏物，シングル上下，並型，半裏又は背抜
き，〔表地〕「毛１００％」又は「毛５０％以上・ポリ
エステル混用」，〔サイズ〕Ａ体型（Ａ４～Ａ６），
百貨店を除く，普通品

調査月　３月～８月

夏物，シングル上下，並型，半裏又は背抜き，
〔表地〕「毛１００％」又は「毛５０％以上・ポリエ
ステル混用」，〔サイズ〕Ａ体型（Ａ４～Ａ６），百
貨店を除く，普通品

調査月　３月～８月

１着

5711 洗濯代

ワイシャツ，水洗い，機械仕上げ，立体仕上
げ，持ち込み，料金前払い，配達なし

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

１枚

6102 マスク

大人用，不織布製，プリーツ型，袋入り（７枚入
り）

● 商標指定

大人用，不織布製，プリーツ型，５枚入り

● 商標指定

１袋

7102 乗用車

小型乗用車，国産品，道路運送車両法で規定
される小型自動車

※車種指定

小型乗用車，国産品，道路運送車両法で規定
される小型自動車のうち排気量１．５０Ｌ以下の
もの

※車種指定

１台

7202 自転車

電動アシスト自転車，２６型，変速機付き（３段
変速），自転車安全基準適合車（ＢＡＡマーク
付き），〔バッテリー容量〕１２．３～１６．０Ａｈ，中
級品

※ 商標・型式番号指定

電動アシスト自転車，２６型，変速機付き（３段
変速），自転車安全基準適合車（ＢＡＡマーク
付き），〔バッテリー容量〕８．７～１２．０Ａｈ，中
級品

※ 商標・型式番号指定

１台

8201 補習教育（中学校）

学習塾，補習又は進学，中学２年生コース（新
中学２年生コースを含む），グループ指導，学
習科目５科目（英語，数学，国語，理科，社会）
分の料金（科目選択制を含む），週２日又は３
日

※ 塾・コース指定

学習塾，中学２年生，グループ指導，補習又
は進学，学習科目５科目（英語，数学，国語，
理科，社会），週２日又は３日

※ 塾・コース指定

１か月

8203 補習教育（小学校）

学習塾，補習又は進学，小学５年生コース（新
小学５年生コースを含む），グループ指導，学
習科目４科目（国語，算数，理科，社会）分の
料金（科目選択制を含む），週２日又は３日

※ 塾・コース指定

学習塾，小学５年生，グループ指導，補習又
は進学，学習科目４科目（国語，算数，理科，
社会），週２日又は３日

※ 塾・コース指定

１か月

9181 切り花
カーネーション，スタンダードタイプ（輪もの） カーネーション（白を除く），スプレータイプ １本

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，パウチ入り（７０ｇ入り），普通品

● 商標指定

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

● 商標指定

１パック
↓
１袋

9901 行政証明書手数料
印鑑証明手数料，窓口交付 印鑑証明手数料 １通

１月

付録１　2017年に改正した基本銘柄の新旧対照表



銘柄
符号

品　目 新基本銘柄 旧基本銘柄 単位 改正月

1658 パスタソース

レトルトパウチ食品，ミートソース，袋入り（２６０
ｇ入り），「マ・マー　トマトの果肉たっぷりのミー
トソース」

レトルトパウチ食品，ミートソース，袋入り（２６０
ｇ入り），「マ・マー　トマトの果肉たっぷりのミー
トソース」又は「キユーピー　パスタ倶楽部　ミー
トソース」

１袋

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（４～６個入り），内容量１２５～１６０ｇ

● 商標指定

牛肉・豚肉を主材料としたハンバーグ，袋入り
（５又は６個入り），内容量１２５～１４４ｇ

● 商標指定

１００ｇ

9077
パーソナルコン
ピュータ

ノート型，〔ＯＳ（基本ソフト）〕Ｗｉｎｄｏｗｓ　１０，
〔ＣＰＵ〕Ｃｏｒｅ　ｉ３，〔メインメモリー容量〕４ＧＢ，
〔ディスプレイ〕液晶１５．６型ワイド；解像度１，９
２０×１，０８０ドット，〔ＨＤＤ容量〕１ＴＢ，ブルー
レイディスクドライブ搭載，ワープロ・表計算ソフ
ト搭載，テレビチューナー内蔵は除く

※ 商標・型式番号指定

ノート型，〔ＯＳ（基本ソフト）〕Ｗｉｎｄｏｗｓ　１０，
〔ＣＰＵ〕Ｃｏｒｅ　ｉ３，〔メインメモリー容量〕４ＧＢ，
〔ディスプレイ〕液晶１５．６型ワイド；解像度１，３
６６×７６８ドット，〔ＨＤＤ容量〕１ＴＢ，ブルーレ
イディスクドライブ搭載，ワープロ・表計算ソフト
搭載，テレビチューナー内蔵は除く

※ 商標・型式番号指定

１台

9082 電子辞書

学生タイプ，〔収録コンテンツ数〕１５０又は１７
０，音声出力機能付き，特殊機能付きは除く，
「ＥＸ－ｗｏｒｄ（エクスワード）ＸＤ－Ｇ４８００」又
は「Ｂｒａｉｎ（ブレーン）ＰＷ－ＳＨ４」

学生タイプ又は生活タイプ，〔収録コンテンツ
数〕１７０又は１８０，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」

※ 品番指定

１台

8103 参考書

高校生用，数学，「改訂版チャート式基礎から
の数学Ⅰ＋Ａ」

高校生用，数学，「新課程チャート式基礎から
の数学Ⅰ＋Ａ」

１冊

1814 焼豚

カット済み焼豚，パック入り（１５０ｇ入り），「もう
切ってますよ！焼豚」又は「焼豚屋　直火焼
切り落とし焼豚」

カット済み焼豚，内容量１３０～１５０ｇ，「もう
切ってますよ！焼豚」又は「焼豚屋　直火焼
切り落とし焼豚」

１００ｇ
↓

１パック

3101 システムバス

戸建住宅用（寒冷地用は除く），一階用，〔サイ
ズ〕１．０坪（１６１６），〔壁〕一面アクセント張り
（パネル），〔床〕速乾；断熱構造，〔洗い場水
栓〕回転式，〔浴槽〕材質：ＦＲＰ（保温構造付
き）；満水容量：２６０～２６５Ｌ，カウンター付き，
特殊機能付きは除く，「Ａｒｉｓｅ　Ｍタイプ」，「Ａｒ
ｉｓｅ　Ｚタイプ」，「サザナ　ＨＳシリーズ　Ｔタイ
プ」又は「サザナ　ＨＳシリーズ　Ｓタイプ」

戸建住宅用（寒冷地用は除く），一階用，〔サイ
ズ〕１．０坪（１６１６），〔壁〕一面アクセント張り
（パネル），〔床〕速乾；断熱構造，〔洗い場水
栓〕回転式又はライトプッシュ式，〔浴槽〕材質：
ＦＲＰ（保温構造付き）；満水容量：２６０～２６５
Ｌ，カウンター付き，特殊機能付きは除く，「Ａｒｉ
ｓｅ　Ｍ　ｔｙｐｅ」，「Ａｒｉｓｅ　Ｚ　ｔｙｐｅ」，「サザナ
ＨＳシリーズ　Ｔタイプ」又は「サザナ　ＨＳシ
リーズ　Ｓタイプ」

１式

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〕２５５ｃｍ，〔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；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，「アレスタ　シンプ
ルプラン　グループ１」，「タカラリテラ　足元スラ
イドタイプ　ハイグレード」，「タカラエマージュ
足元スライドタイプ　ハイグレード」又は「クリ
ナップクリンレディ　シンプルプラン　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），食器洗い乾燥機付き
は除く，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〕６７～８０ｃｍ，〔加熱機器〕ガス；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，「サンウエーブサ
ンヴァリエ〈アレスタ〉　スライドストッカータイプ
ポケットなし　グループ１」，「タカラリテラ　足元
スライドタイプ　ハイグレード」，「タカラエマー
ジュ　足元スライドタイプ　ハイグレード」又は
「クリナップクリンレディ　シンプルプラン　Ｄクラ

１式

9652
化粧クリーム（カウン
セリングを除く。）

セルフ化粧品，ポリ容器入り（５０ｇ入り），「アク
アレーベル　ホワイトアップクリーム」

セルフ化粧品，ポリ容器入り（３０ｇ入り），「アク
アレーベル　ホワイトアップクリーム」

１個

1930 果実飲料

果実ジュース，オレンジジュース（濃縮還元），
紙容器入り（９００～１，０００ｍＬ入り）

● 商標指定

果実ジュース，オレンジジュース（濃縮還元），
紙容器入り（１，０００ｍＬ入り）

● 商標指定

１本
↓

１０００ｍＬ

4431 台所用洗剤

合成洗剤，液体，詰め替え用，ポリ容器入り（４
４０～４５５ｍＬ入り），「除菌ジョイ　コンパクト」

合成洗剤，液体，詰め替え用，ポリ容器入り（４
４０ｍＬ入り），「除菌ジョイ　コンパクト」

１本
↓

１０００ｍＬ

２月

３月

４月



銘柄
符号

品　目 新基本銘柄 旧基本銘柄 単位 改正月

9751 腕時計

国産品，男性用，太陽電池時計，電波修正機
能付き，アナログ表示，〔ケース（側）〕チタン，
〔バンド〕チタン，「アテッサ」又は「ブライツ」，中
級品，特殊機能付きは除く

※ 品番指定

国産品，男性用，太陽電池時計，電波修正機
能付き，アナログ表示，〔ケース（側）〕ステンレ
ススチール，〔バンド〕ステンレススチール，特
殊機能付きは除く，「シチズンコレクション」又
は「セイコースピリット」

※ 品番指定

１本

４月

1491 野菜缶詰

スイートコーン缶詰，ホールカーネル（つぶ
状），固形量１２０～１５５ｇ入り，１缶

● 商標指定

スイートコーン缶詰，ホールカーネル（つぶ
状），固形量１２０～１３０ｇ入り，１缶

● 商標指定

１ｋｇ

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〕ヒートポンプ方式又はヒートリサイクル
乾燥方式，〔洗濯・脱水容量〕１１ｋｇ，〔乾燥容
量〕６～７ｋｇ，エコ機能付き，温水洗浄機能あ
り，特殊機能付きは除く

※ 商標・型式番号指定

全自動洗濯乾燥機，〔洗濯方式〕ドラム式，〔乾
燥方式〕ヒートポンプ方式又はヒートリサイクル
乾燥方式，〔洗濯・脱水容量〕１０ｋｇ，〔乾燥容
量〕６ｋｇ，エコ機能付き，温水洗浄機能なし，
特殊機能付きは除く

※ 商標・型式番号指定

１台

9193 ペットフード

ドッグフード，総合栄養食，シニア犬用（７歳以
上），ドライタイプ，袋入り（１．４ｋｇ入り），「サイ
エンス・ダイエット　７歳以上　シニアライト」又は
「サイエンス・ダイエット　７歳以上　シニア」

ドッグフード，総合栄養食，成犬用，ドライタイ
プ，袋入り（１．７ｋｇ入り），「サイエンス・ダイエッ
ト　アダルト　成犬用」

１袋

1655 つゆ・たれ
焼肉のたれ，ポリ容器入り（３６０ｇ入り），「エバ
ラ焼肉のたれ黄金の味」

焼肉のたれ，瓶詰（４００ｇ入り），「エバラ焼肉の
たれ黄金の味」

１本

1791 弁当
持ち帰り弁当専門店における持ち帰り弁当，
幕の内弁当，並

持ち帰り弁当，幕の内弁当，並 １個

1797 弁当
持ち帰り弁当専門店における持ち帰り弁当，
からあげ弁当，からあげ３～５個入り，並

持ち帰り弁当，からあげ弁当，並 １個

4362 マット

バスマット，〔素材〕ポリエステル１００％，〔サイ
ズ〕４０～４５×６０～６５ｃｍ程度，すべり止め加
工付き，普通品

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

１枚

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３
２０枚（１６０組）入り，５箱入り

● 商標指定

パルプ１００％又はパルプ・再生紙混合，１箱３
２０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」

１パック

5104 背広服

秋冬物，シングル上下，並型，総裏，〔表地〕
「毛１００％」又は「毛５０％以上・ポリエステル混
用」，〔サイズ〕Ａ体型（Ａ４～Ａ６），百貨店を除
く，普通品

調査月　１月～２月，９月～１２月

秋冬物，シングル上下，並型，総裏，〔表地〕
「毛１００％」又は「毛６０％以上・ポリエステル混
用」，〔サイズ〕Ａ体型（Ａ４～Ａ６），百貨店を除
く，普通品

調査月　１月～２月，９月～１２月

１着

5572 マフラー

女性用，〔素材〕毛（カシミヤ１００％），無地，
〔サイズ〕幅２５～３０ｃｍ・長さ１６０～１９５ｃｍ，
中級品

調査月　１月～２月，１０月～１２月

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

調査月　１月～２月，１０月～１２月

１枚

5631 運動靴

大人用，スニーカー，〔甲〕合成繊維・合成皮
革，〔タイプ〕ひも又はマジックテープ，〔サイズ〕
２３．０～２６．０ｃｍ，中級品，「スポルディング」
又は「マックスランライト（ダンロップ）」

※ 品番指定

大人用，スニーカー，〔甲〕合成繊維・合成皮
革，〔タイプ〕ひも又はマジックテープ，〔サイズ〕
２４．０～２７．０ｃｍ，中級品，「スポルディン
グ」，「チャンピオン」又は「マックスランライト（ダ
ンロップ）」

※ 品番指定

１足

6051 皮膚病薬

第２類医薬品，外用湿疹・皮膚炎用薬，箱入り
（１４５ｇ入り），「メンソレータムＡＤクリーム」

第２類医薬品，外用湿疹・皮膚炎用薬，箱入り
（９０ｇ入り），「メンソレータムＡＤクリーム」

１個

9199 メモリーカード

ＳＤメモリーカード，ＳＤＨＣカード，１６ＧＢ，〔Ｓ
Ｄスピードクラス〕ＣＬＡＳＳ１０，ＵＨＳ－Ｉ対応，
〔ＵＨＳスピードクラス〕ＣＬＡＳＳ１

ＳＤメモリーカード，ＳＤＨＣカード，８ＧＢ，〔ＳＤ
スピードクラス〕ＣＬＡＳＳ１０，ＵＨＳ－Ｉ対応

１枚

7月

５月



銘柄
符号

品　目 新基本銘柄 旧基本銘柄 単位 改正月

9622 シャンプー

詰め替え用，袋入り（３４０ｍＬ入り），「メリット
シャンプー」

詰め替え用，袋入り（３４０～３８０ｍＬ入り），「ア
ジエンス　シャンプー」又は「ＴＳＵＢＡＫＩ　エク
ストラモイスト＜シャンプー＞」

１０００ｍＬ
↓
１袋

9624 ヘアコンディショナー

詰め替え用，袋入り（３４０ｍＬ入り），「メリット　リ
ンス」

詰め替え用，袋入り（３４０～３８０ｍＬ入り），「ア
ジエンス　コンディショナー」又は「ＴＳＵＢＡＫＩ
エクストラモイスト＜ヘアコンディショナー＞」

１０００ｍＬ
↓
１袋

9682
口紅（カウンセリング
を除く。）

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　グレイシィ　リップスティック」

１本

8101 学習参考教材
高校生用，英語，「Next Stage英文法・語法問
題入試英語頻出ポイント218の征服」

高校生用，英語，「総合英語Forest」 １冊

9042 ビデオカメラ

〔記録容量〕内蔵メモリー（６４ＧＢ），〔総画素
数〕２５１万，〔光学ズーム〕３０～５０倍，Ｗｉ－Ｆｉ
機能付き，特殊機能付きは除く，「ＨＣ－Ｗ５８
５Ｍ」又は「ハンディカムＨＤＲ－ＣＸ６８０」

〔記録媒体・容量〕内蔵メモリー（３２ＧＢ），〔総
画素数〕２５１万，〔光学ズーム〕３０～５０倍，特
殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

１台

9626 ボディーソープ

詰め替え用，袋入り（３４０ｍＬ入り），「ビオレｕ」 詰め替え用，袋入り（３８０ｍＬ入り），「ビオレｕ」 １袋

9672
ファンデーション（カ
ウンセリングを除く。）

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），１１ｇ入り，「イン
テグレート　グレイシィ　モイストパクトＥＸ」又は
「メディア　モイストフィットパクトＥＸ」

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），１１ｇ入り，「イン
テグレート　グレイシィ　モイストパクトＥＸ」又は
「メディア　モイストフィットパクト」

１個

9035
携帯型オーディオプ
レーヤー

〔記録容量〕４ＧＢ，〔機能〕デジタルノイズキャ
ンセリング；区間リピート，付属スピーカーなし，
「ウォークマン　ＮＷ－Ｓ３１３」

〔記録媒体〕フラッシュメモリー，〔記録容量〕８
ＧＢ，〔機能〕デジタルノイズキャンセリング；再
生スピードコントロール；区間リピート，付属ス
ピーカーなし，「ウォークマン　ＮＷ－Ｓ１４」

１台

9月

1921 インスタントコーヒー
瓶入り（８０～９０ｇ入り），「ネスカフェ　ゴールド
ブレンド」

瓶入り（９０～１００ｇ入り），「ネスカフェ　ゴール
ドブレンド」

１００ｇ

7443 携帯電話機

ＮＴＴドコモ，スマートフォン，〔ＯＳ（基本ソフ
ト）〕ｉＯＳ　１１，〔ＣＰＵ〕Ａ１１　Ｂｉｏｎｉｃチップ，
〔記憶容量〕６４ＧＢ，〔ディスプレイ〕Ｒｅｔｉｎａ　Ｈ
Ｄ（サイズ：４．７インチ），機種変更，オプション
未加入，一括払い，「ドコモ　ｉＰｈｏｎｅ　８」

ＮＴＴドコモ，スマートフォン，〔ＯＳ（基本ソフ
ト）〕ｉＯＳ　１０，〔ＣＰＵ〕Ａ１０　Ｆｕｓｉｏｎチップ，
〔記憶容量〕１２８ＧＢ，〔ディスプレイ〕Ｒｅｔｉｎａ
ＨＤ（サイズ：４．７インチ），機種変更，オプショ
ン未加入，一括払い，「ドコモ　ｉＰｈｏｎｅ　７」

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，〔ＯＳ（基本ソフト）〕ｉＯＳ　１１，〔ＣＰＵ〕Ａ１１
Ｂｉｏｎｉｃチップ，〔記憶容量〕６４ＧＢ，〔ディスプ
レイ〕Ｒｅｔｉｎａ　ＨＤ（サイズ：４．７インチ），機種
変更，オプション未加入，一括払い，「ａｕ　ｉＰｈ
ｏｎｅ　８」

ＫＤＤＩ（ａｕ）又は沖縄セルラー，スマートフォ
ン，〔ＯＳ（基本ソフト）〕ｉＯＳ　１０，〔ＣＰＵ〕Ａ１０
Ｆｕｓｉｏｎチップ，〔記憶容量〕１２８ＧＢ，〔ディス
プレイ〕Ｒｅｔｉｎａ　ＨＤ（サイズ：４．７インチ），機
種変更，オプション未加入，一括払い，「ａｕ　ｉ
Ｐｈｏｎｅ　７」

１台

7445 携帯電話機

ソフトバンク，スマートフォン，〔ＯＳ（基本ソフ
ト）〕ｉＯＳ　１１，〔ＣＰＵ〕Ａ１１　Ｂｉｏｎｉｃチップ，
〔記憶容量〕６４ＧＢ，〔ディスプレイ〕Ｒｅｔｉｎａ　Ｈ
Ｄ（サイズ：４．７インチ），機種変更，一括払
い，「ソフトバンク　ｉＰｈｏｎｅ　８」

ソフトバンクモバイル，スマートフォン，〔ＯＳ（基
本ソフト）〕ｉＯＳ　１０，〔ＣＰＵ〕Ａ１０　Ｆｕｓｉｏｎ
チップ，〔記憶容量〕１２８ＧＢ，〔ディスプレイ〕Ｒ
ｅｔｉｎａ　ＨＤ（サイズ：４．７インチ），機種変更，
一括払い，「ソフトバンク　ｉＰｈｏｎｅ　７」

１台

9081 プリンタ

インクジェットプリンタ，複合機，〔最高解像度〕
４，８００×１，２００ｄｐｉ，〔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，〔スキャナー光学解像度〕２，４００
×４，８００ｄｐｉ，〔モニター〕カラー液晶４．３型，
「ＰＩＸＵＳ　ＴＳ８１３０」

インクジェットプリンタ，複合機，〔最高解像度〕
９，６００×２，４００ｄｐｉ，〔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，〔スキャナー光学解像度〕２，４００
×４，８００ｄｐｉ，〔モニター〕カラー液晶４．３型，
「ＰＩＸＵＳ　ＴＳ８０３０」

１台

9128 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，顔料イン
ク，大容量，ブラック，「キヤノン　ＢＣＩ－３８０Ｘ

インクジェットプリンタ用，独立タイプ，染料イン
ク，大容量，ブラック，「キヤノン　ＢＣＩ－３７１Ｘ

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（４０
０～４３０ｇ入り），「ＵＣＣゴールドスペシャル　ス
ペシャルブレンド」

レギュラーコーヒー（粉），ブレンド，袋入り（３６
０～４３０ｇ入り），「ＵＣＣゴールドスペシャル　ス
ペシャルブレンド」又は「グランドテイスト　コク
深いリッチブレンド」

１００ｇ

4441 洗濯用洗剤

合成洗剤，綿・麻・合成繊維用，液体，詰め替
え用，袋入り（７２０～８１０ｇ入り），「アタック　高
浸透バイオジェル」，「トップ　クリアリキッド」又
は「アリエール　イオンパワージェル　サイエン
スプラス」

合成洗剤，綿・麻・合成繊維用，液体，詰め替
え用，袋入り（７７０～８５０ｇ入り），「アタック　高
浸透バイオジェル」，「トップ　クリアリキッド」又
は「アリエール　サイエンスプラス　イオンパ
ワージェル」

１ｋｇ

9142 ゴルフクラブ
アイアン，５本セット，〔ヘッド〕複合素材，〔シャ
フト〕カーボン，「ＸＸＩＯＸ（ゼクシオテン）ＭＰ１０

アイアン，５本セット，〔ヘッド〕複合素材，〔シャ
フト〕カーボン，「ＸＸＩＯ９（ゼクシオナイン）ＭＰ

１セット
12月

7月

8月

10月

11月


