
銘柄
符号

品　目 新基本銘柄 旧基本銘柄 単位 改正月

1341 鶏卵

白色卵，パック詰（１０個入り），サイズ混合，
〔卵重〕「ＭＳ５２ｇ～ＬＬ７６ｇ未満」，「ＭＳ５２ｇ～
Ｌ７０ｇ未満」又は「Ｍ５８ｇ～Ｌ７０ｇ未満」

白色卵，Ｌサイズ，パック詰（１０個入り） １パック

1436 トマト
ミニトマト（プチトマト）を除く １ｋｇ

1483 だいこん漬
たくあん漬，１本又は切り売り（薄切り及び刻み
は除く），並

たくあん漬，並 １ｋｇ

1915 茶飲料

緑茶飲料，ペットボトル入り（５２５ｍＬ入り）

● 商標指定

緑茶飲料，ペットボトル入り（５００～５５０ｍＬ入
り）

● 商標指定

１０００ｍＬ
↓
１本

4092 食堂セット

５点セット（テーブル１台・椅子４脚），〔テーブ
ル〕サイズ：幅１３０～１５０×奥行７５～８５×高
さ６９～７３ｃｍ；甲板表面材：天然木，〔椅子〕構
造部材：天然木；背もたれ付き；肘掛けなし，中
級品

５点セット（テーブル１台・いす４脚），〔テーブ
ル〕サイズ：幅１３０～１４０×奥行８０～８５×高
さ６９～７３ｃｍ，甲板表面材：天然木（ラバー
ウッド），〔いす〕構造部材：天然木（ラバーウッ
ド），背もたれ付き，肘なし，中級品

１セット

4413 トイレットペーパー

パルプ１００％，白，〔長さ〕５０ｍ，６０ｍ，２枚重
ね２５ｍ又は２枚重ね３０ｍ，１２ロール入り

● 商標指定

再生紙１００％，白，〔長さ〕５５ｍ，６０ｍ，２枚重
ね２７．５ｍ又は２枚重ね３０ｍ，１２ロール入り

１パック

4431 台所用洗剤
合成洗剤，液体，詰め替え用，ポリ容器入り（３
８５ｍＬ入り），「キュキュット」

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」

１０００ｍＬ
↓
１本

6061 はり薬

第３類医薬品，外用鎮痛消炎薬（貼付薬），プ
ラスター剤，〔サイズ〕４．２×６．５ｃｍ，箱入り（１
４０枚入り），「サロンパスＡｅ」又は「トクホン」

第３類医薬品，外用鎮痛消炎薬（貼付薬），
パップ剤，〔サイズ〕１０×１４ｃｍ，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」

１箱

6101 生理用ナプキン

昼用，〔長さ〕２２．５～２３ｃｍ，羽つき，２０～２４
個入り，「ソフィ　はだおもい」又は「ロリエ　エフ
しあわせ素肌」

昼用，スリム，〔長さ〕２２．５～２３ｃｍ，羽つき，２
０～２４個入り，「ソフィ　はだおもい」又は「ロリ
エ　エフ　しあわせ素肌」

１０個

9660
化粧水（カウンセリン
グ）

カウンセリング化粧品，詰め替え用,袋入り（１５
０ｍＬ入り），「エリクシール　シュペリエル　リフト
モイスト　ローション　Ｗ　Ⅱ」

カウンセリング化粧品,１７０ｍＬ入り,「エリクシー
ル　シュペリエル　リフトモイスト　ローシヨン　Ｗ
Ⅱ」

１本
↓

１袋

9690 乳液（カウンセリング）

カウンセリング化粧品,詰め替え用,袋入り（１１０
ｍＬ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　Ｗ　Ⅱ」

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
Ｗ　Ⅱ」

１本
↓

１袋

9800 たばこ

国産品，紙巻きたばこ，フィルター付き

※銘柄指定

フィルター付きたばこ，国産品

※銘柄指定

１箱

9850 たばこ

輸入品，紙巻きたばこ，フィルター付き

※銘柄指定

フィルター付きたばこ，輸入品

※銘柄指定

１箱

9082 電子辞書

高校生モデル，〔収録コンテンツ数〕２０９又は２
１５，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－Ｚ４８００」
又は「Ｂｒａｉｎ（ブレーン）ＰＷ－ＳＨ５」

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」

１台

２月

9670
ファンデーション（カ
ウンセリング）

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），９．３ｇ入
り，「マキアージュ　ドラマティックパウダリー　Ｕ
Ｖ」

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），９．２ｇ入
り，「マキアージュ　ドラマティックパウダリー　Ｕ
Ｖ」

１個

３月

1333 ヨーグルト

プレーンヨーグルト，４００ｇ入り，「明治ブルガリ
アヨーグルトＬＢ８１プレーン」，「ビヒダスヨーグ
ルトＢＢ５３６」又は「ナチュレ恵ｍｅｇｕｍｉ」

プレーンヨーグルト，４００～４５０ｇ入り，「明治
ブルガリアヨーグルトＬＢ８１プレーン」，「ビヒダ
スヨーグルトＢＢ５３６」又は「ナチュレ恵ｍｅｇｕｍ
ｉ」

１ｋｇ
￬

１個

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（４～７個入り），内容量１２５～１６０ｇ

● 商標指定

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

１００ｇ

付録１　2018年に改正した基本銘柄の新旧対照表

１月

４月



銘柄
符号

品　目 新基本銘柄 旧基本銘柄 単位 改正月

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，付け替え用，
「インテグレート　グレイシィ　エレガンスＣＣ
ルージュ」

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」

１本

9915 介護料

通所介護費，利用者負担分（１割），通常規模
型通所介護費，〔所要時間〕７時間以上８時間
未満，要介護２，入浴介助付き

通所介護費，利用者負担分（１割），通常規模
型通所介護費，所要時間７時間以上９時間未
満，要介護２，入浴介助付き

１回

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
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」

１袋

５月

1166 魚介つくだ煮

小女子，ちりめん又はしらす，パック入り又は
袋入り（５０～１５０ｇ入り），並

小女子，ちりめん又はしらす，並 １００ｇ

1611 食塩

袋入り（１ｋｇ入り）,〔原材料〕海水,〔製造工程〕
イオン膜・立釜・乾燥

● 商標指定

家庭用，袋入り（１ｋｇ入り），「食塩」 １袋

2027
ビール風アルコール
飲料

缶入り（３５０ｍＬ入り），６缶入り

● 商標指定

その他の醸造酒（発泡性），缶入り（３５０ｍＬ入
り），６缶入り

● 商標指定

１パック

5243 子供用Ｔシャツ

男児用，長袖，〔素材〕「綿１００％」又は「本体：
綿１００％；リブ部分：綿９５％以上ポリウレタン
混用」，柄物，〔サイズ〕１２０又は１３０，普通品

調査月　１月～３月，９月～１２月

男児用，長袖，〔素材〕綿１００％，柄物，〔サイ
ズ〕１２０又は１３０，普通品

調査月　１月～３月，９月～１２月

１枚

6091 漢方薬
第２類医薬品，防風通聖散，錠剤，瓶入り（３１
５錠入り），「ナイシトールＺ」

第２類医薬品，防風通聖散，錠剤，瓶入り（３３
６錠入り），「ナイシトールＧ」

１箱

9625 ヘアカラーリング剤

ヘアカラー，白髪用，早染めタイプ，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　香りと
艶カラー　クリーム」

ヘアカラー，白髪用，早染めタイプ，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　香りと
艶カラー　濃厚クリーム」

１箱

9383 宿泊料

民営宿泊施設，旅館・ホテル営業を営む施
設，和室，１泊２食付き（税・サービス料込み），
平日

※ 施設指定

民営宿泊施設，和式の構造及び設備を主とす
る施設，和室，１泊２食付き（税・サービス料込
み），平日

※ 施設指定

１人

9384 宿泊料

民営宿泊施設，旅館・ホテル営業を営む施
設，和室，１泊２食付き（税・サービス料込み），
休前日

※ 施設指定

民営宿泊施設，和式の構造及び設備を主とす
る施設，和室，１泊２食付き（税・サービス料込
み），休前日

※ 施設指定

１人

9385 宿泊料

民営宿泊施設，旅館・ホテル営業を営む施
設，洋室，ツイン，１泊朝食付き（税・サービス
料込み），平日

※ 施設指定"

民営宿泊施設，洋式の構造及び設備を主とす
る施設，洋室，ツイン，１泊朝食付き（税・サー
ビス料込み），平日

※ 施設指定

１人

9386 宿泊料

民営宿泊施設，旅館・ホテル営業を営む施
設，洋室，ツイン，１泊朝食付き（税・サービス
料込み），休前日

※ 施設指定

民営宿泊施設，洋式の構造及び設備を主とす
る施設，洋室，ツイン，１泊朝食付き（税・サー
ビス料込み），休前日

※ 施設指定

１人

1645 ドレッシング

乳化液状ドレッシング，ポリ容器入り（１８０ｍ
Ｌ入り），「キユーピー深煎りごまドレッシング」

乳化液状ドレッシング，瓶入り（１５０ｍＬ入
り），「キユーピー深煎りごまドレッシング」

１本

８月

４月

７月



銘柄
符号

品　目 新基本銘柄 旧基本銘柄 単位 改正月

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〕８５ｃ
ｍ，〔シンクの幅〕７５～７７ｃｍ，〔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〕７０ｃ
ｍ，「アレスタ　シンプルプラン　グループ
１」，「リテラ　足元スライドタイプ　ハイグレー
ド」，「エマージュ　足元スライドタイプ　ハイグ
レード」又は「ステディア　シンプルプラン　ク
ラス５」

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〕８５ｃ
ｍ，〔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〕７０ｃ
ｍ，「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」

１式

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」

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」

１ｋｇ

9077
パーソナルコン
ピュータ

ノート型，〔ＯＳ（基本ソフト）〕Ｗｉｎｄｏｗｓ １
０，〔ＣＰＵ〕Ｃｏｒｅ ｉ７，〔メインメモリー容量〕８
ＧＢ，〔ディスプレイ〕液晶１５．６型ワイド；解
像度１，９２０×１，０８０ドット，〔ＨＤＤ容量〕１
ＴＢ，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 １
０，〔ＣＰＵ〕Ｃｏｒｅ ｉ３，〔メインメモリー容量〕４
ＧＢ，〔ディスプレイ〕液晶１５．６型ワイド；解
像度１，９２０×１，０８０ドット，〔ＨＤＤ容量〕１
ＴＢ，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

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　ＴＳ８２３０」

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」

１台

1714 プリン

チルドタイプ，カップ入り（１４０ｇ入り），「森永
の焼プリン」又は「新鮮卵のこんがり焼プリ
ン」

チルドタイプ，カップ入り（１４０ｇ入り），「森永
の焼プリン」又は「新鮮卵の焼プリン」

１個

9660
化粧水（カウンセリン
グ）

カウンセリング化粧品，詰め替え用,袋入り（１
５０ｍＬ入り），「エリクシール　シュペリエル　リ
フトモイスト　ローション　Ｔ　Ⅱ」

カウンセリング化粧品，詰め替え用,袋入り（１
５０ｍＬ入り），「エリクシール　シュペリエル　リ
フトモイスト　ローション　Ｗ　Ⅱ」

１袋

9690 乳液（カウンセリング）

カウンセリング化粧品，詰め替え用,袋入り（１
10ｍＬ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　Ｔ　Ⅱ」

カウンセリング化粧品，詰め替え用,袋入り（１
10ｍＬ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　Ｗ　Ⅱ」

１袋

11月

９月


