付録１
銘柄
符号

品

目

2019年に改正した基本銘柄の新旧対照表

新基本銘柄
切れ子を含む，並

旧基本銘柄
並

単位

改正月

１００ｇ

1142 たらこ

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 レトルトパウチ食品，ミートソース，袋入り（２６０
～２８６ｇ入り），「マ・マー トマトの果肉たっぷり ｇ入り），「マ・マー トマトの果肉たっぷりのミー
トソース」
のミートソース」

2132 天丼（外食）

並（えびを含む魚介類１～３種類，野菜類１～ えび天丼，並
３種類）

１杯
１本

9145 トレーニングパンツ

ロングパンツ，〔素材〕ポリエステル１００％，〔サ ロングパンツ，〔素材〕ポリエステル１００％，〔サ
イズ〕Ｓ，Ｍ又はＬ，中級品，「アディダス」，「ア イズ〕Ｓ～Ｌ，中級品，「アディダス」，「ナイキ」
ンダーアーマー」，「デサント」又は「ミズノ」
又は「プーマ」
※ 品番指定

9154 家庭用ゲーム機

※ 品番指定

据置型，〔ＨＤＤ容量〕３２ＧＢ，ワイヤレスコント 据置型，〔ＨＤＤ容量〕５００ＧＢ，ワイヤレスコン
ローラ付き，無線ＬＡＮ対応，「Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗ トローラ付き，無線ＬＡＮ対応，「ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ
ｉｔｃｈ」
４」
※ 型式番号指定

9156 ゲームソフト

※ タイトル指定

9326 講習料

音楽教室（ピアノ），小学生，個人レッスン，初 音楽教室（ピアノ），小学生，個人レッスン，初
級，〔回数〕週１回，月３回又は４回，月謝
級，週１回，月謝

7443 携帯電話機

7444 携帯電話機

7445 携帯電話機

9082 電子辞書

8103 学習参考教材

9042 ビデオカメラ

6101 生理用ナプキン

１台
１月

※ 型式番号指定

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

9359 プール使用料

１袋
↓
１００ｇ

１本

※ タイトル指定

１か月

公営プール，屋内（屋外プール併設を含む）， 公営プール，屋内，一般，２時間
一般，２時間
※ 施設指定
※ 施設指定

１回

ＮＴＴドコモ，スマートフォン，〔ＯＳ（基本ソフ
ト）〕ｉＯＳ １２，〔ＣＰＵ〕Ａ１２ Ｂｉｏｎｉｃチップ，
〔記憶容量〕６４ＧＢ，〔ディスプレイ〕Ｌｉｑｕｉｄ Ｒ
ｅｔｉｎａ ＨＤ（サイズ：６．１インチ），機種変更，
オプション未加入，一括払い，「ドコモ ｉＰｈｏｎ
ｅ ＸＲ」

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」

１台

ＫＤＤＩ（ａｕ）又は沖縄セルラー，スマートフォ
ン，〔ＯＳ（基本ソフト）〕ｉＯＳ １２，〔ＣＰＵ〕Ａ１２
Ｂｉｏｎｉｃチップ，〔記憶容量〕６４ＧＢ，〔ディスプ
レイ〕Ｌｉｑｕｉｄ Ｒｅｔｉｎａ ＨＤ（サイズ：６．１イン
チ），機種変更，オプション未加入，一括払
い，「ａｕ ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ」
ソフトバンク，スマートフォン，〔ＯＳ（基本ソフ
ト）〕ｉＯＳ １２，〔ＣＰＵ〕Ａ１２ Ｂｉｏｎｉｃチップ，
〔記憶容量〕６４ＧＢ，〔ディスプレイ〕Ｌｉｑｕｉｄ Ｒ
ｅｔｉｎａ ＨＤ（サイズ：６．１インチ），機種変更，
一括払い，「ソフトバンク ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ」

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」
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」

１台

高校生モデル，〔収録コンテンツ数〕２１５又は
２６０，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－ＳＲ４８０
０」又は「Ｂｒａｉｎ（ブレーン）ＰＷ－ＳＨ６」

高校生モデル，〔収録コンテンツ数〕２０９又は
２１５，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」

１台

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

１冊

〔記録容量〕内蔵メモリー（６４ＧＢ），〔総画素 〔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 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
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」
※商標・型式番号指定

１台

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

１０個

２月
１台

３月

５月

銘柄
符号

品

目

4032 電気掃除機

新基本銘柄

旧基本銘柄

単位

たて形，〔集じん方式〕サイクロン式，コードレス
式，〔充電時間〕３．５時間，〔最長連続運転時
間〕６０分，ふとん掃除用ツール付きは除く，中
級品

〔集じん方式〕サイクロン式（コードレスを除く），
パワーブラシ，〔吸込仕事率〕最大２９０～３４０
Ｗ，〔運転音〕最大５９～６３ｄＢ，アイドリングオ
フ機能付き，特殊機能付きは除く

１台

※ 商標・型式番号指定

※ 商標・型式番号指定

合わせ毛布，〔素材〕ポリエステル１００％，四
方縁取り，〔サイズ〕１４０×２００ｃｍ，普通品

マイヤー毛布，〔素材〕ポリエステル１００％，四
方縁取り，〔サイズ〕１４０×２００ｃｍ程度，普通
品

4231 毛布

改正月

１枚

調査月 １月～３月，１０月～１２月
調査月 １月～３月，１０月～１２月
ソフトレンズ用，コールド消毒液，マルチパー ソフトレンズ用，コールド消毒液，１液タイプ，
パスソリューション（ＭＰＳ），箱入り（総容量４８ 箱入り（総容量４７０～５００ｍＬ入り）
０～５００ｍＬ入り）
6181 コンタクトレンズ用剤
● 商標指定
● 商標指定

9155 家庭用ゲーム機

9621 化粧石けん

７月
１０００ｍＬ

携帯型，〔ディスプレイ〕上下２画面（上画面： 携帯型，〔ディスプレイ〕上下２画面（上画面；
４．８８型，下画面：タッチ入力機能付き・４．１８ 裸眼立体視機能付き（３Ｄブレ防止機能搭
型），「Ｎｅｗニンテンドー２ＤＳ ＬＬ」
載）・４．８８型，下画面；タッチ入力機能付き・
４．１８型），「Ｎｅｗニンテンドー３ＤＳ ＬＬ」

１台

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

１パック

セルフ化粧品，ポリ容器入り（５０ｇ入り），「アク セルフ化粧品，ポリ容器入り（５０ｇ入り），「アク
化粧クリーム（カウン アレーベル ホワイトケア クリーム」
アレーベル ホワイトアップクリーム」
9652
セリングを除く。）

１個

セルフ化粧品，ポリ容器入り（２００ｍＬ入り）， セルフ化粧品，ポリ容器入り（２００ｍＬ入り），
「アクアレーベル ホワイトケア ローション」又 「アクアレーベル ホワイトアップローション」又
化粧水（カウンセリン
は「フレッシェル ローション（ホワイト）Ｎ」
は「フレッシェル ローション（ホワイト）Ｎ」
9661
グを除く。）

１本

カウンセリング化粧品，スティックタイプ，４ｇ入 カウンセリング化粧品，スティックタイプ，４．１ｇ
り，「マキアージュ ドラマティックルージュＥＸ」 入り，「マキアージュ ドラマティックルージュ」

１本

9680

口紅（カウンセリン
グ）

セルフ化粧品，ポリ容器入り（１３０ｍＬ入り），
乳液（カウンセリング 「アクアレーベル ホワイトケア ミルク」
9692
を除く。）

1761 チョコレート

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」

板チョコレート，５０～５５ｇ，「明治ミルクチョコ 板チョコレート，５０ｇ，「明治ミルクチョコレー
レート」，「ロッテガーナミルクチョコレート」又は ト」，「ロッテガーナミルクチョコレート」又は「森
「森永ミルクチョコレート」
永ミルクチョコレート」

９月

１本

１枚
↓
１００ｇ

きつねうどん，持ち帰りは除く

きつねうどん

１杯

もりそば，ざるそば又はせいろそば，並，持ち
帰りは除く

もりそば，ざるそば又はせいろそば，並

１枚

2101 うどん（外食）

2103 日本そば（外食）

2102 中華そば（外食）

2111 沖縄そば（外食）

ラーメン，しょう油味（豚骨しょう油味を含む）， ラーメン，しょう油味（豚骨しょう油味を含む）
持ち帰りは除く

大，持ち帰りは除く

大

ミートソース，持ち帰りは除く

ミートソース

にぎりずし，並，持ち帰りは除く

にぎりずし，並

回転ずし店におけるにぎりずし，まぐろ（赤
身），２個，持ち帰りは除く

回転ずし店におけるにぎりずし，まぐろ（赤
身），２個

１杯

１人前
１皿

2112 スパゲッティ（外食）
１人前

2121 すし（外食）

2123 すし（外食）

2132 天丼（外食）

並（えびを含む魚介類１～３種類，野菜類１ 並（えびを含む魚介類１～３種類，野菜類１
～３種類），持ち帰りは除く
～３種類）

１皿

１杯

10月

銘柄
符号

品

目

2133 カレーライス（外食）

新基本銘柄

旧基本銘柄

改正月

１皿

持ち帰りは除く
焼きぎょうざ，５又は６個，持ち帰りは除く

単位

焼きぎょうざ，５又は６個

１皿

2134 ぎょうざ（外食）

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チーズバーガー
持ち帰りは除く
2135 ハンバーガー（外食）
● 商標指定
● 商標指定
2136 牛丼（外食）
2141 ハンバーグ（外食）
2142 豚カツ定食（外食）

並，持ち帰りは除く

ハンバーグ定食，ライス又はパンとみそ汁又は ハンバーグ定食，ライス又はパンとみそ汁又は
スープのセット，食べ放題付きは除く，持ち帰り スープのセット，食べ放題付きは除く
は除く
ロース，ごはんとみそ汁のセット，並，持ち帰り ロース，ごはんとみそ汁のセット，並
は除く

しょうが焼き定食（外 ごはんと汁物のセット，並，持ち帰りは除く
食）
牛カルビ，並，持ち帰りは除く
2145 焼肉（外食）
2146

2161 サンドイッチ（外食）

2162 コーヒー（外食）

並

１個

１杯
１人前

１人前

ごはんと汁物のセット，並

１人前

牛カルビ，並

１人前

ミックスサンドイッチ（野菜類，肉類を含む３～５ ミックスサンドイッチ（野菜類，肉類を含む３～５
種類），持ち帰りは除く
種類）

１皿

喫茶店（セルフサービス店及びコーヒースタン 喫茶店（セルフサービス店及びコーヒースタン
ドを除く）におけるコーヒー，アイスコーヒーは ドを除く）におけるコーヒー，アイスコーヒーは
除く，持ち帰りは除く
除く

１杯

ドーナツ店（飲食のできる店）におけるドーナ
ツ，持ち帰り

１個

飲食のできる店におけるドーナツ

10月

※企業・商標指定

2163 ドーナツ（外食）
※企業・商標指定

フライドチキン（外
2164
食）

2165 コーヒー（外食）

2172 やきとり（外食）

9081 プリンタ

9155 家庭用ゲーム機

1051 カップ麺

1784 ゼリー

ファーストフード店におけるフライドチキン，骨 ファーストフード店におけるフライドチキン，骨
付き，持ち帰り
付き

１本

※企業・商標指定
セルフサービス店（ファーストフード店及びコー
ヒースタンドを除く）におけるコーヒー（アイス
コーヒーを除く），小サイズ，持ち帰りは除く

※企業・商標指定
セルフサービス店（ファーストフード店及びコー
ヒースタンドを除く）におけるコーヒー（アイス
コーヒーを除く），小サイズ

居酒屋におけるやきとり，ねぎま，１本売り，
並，持ち帰りは除く

居酒屋におけるやきとり，ねぎま，１本売り，並

１本

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 ＴＳ８３３０」

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」

1台

携帯型，〔ディスプレイ〕５．５インチ，「Ｎｉｎｔｅｎ 携帯型，〔ディスプレイ〕上下２画面（上画面：
ｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ Ｌｉｔｅ」
４．８８型，下画面：タッチ入力機能付き・４．１８
型），「Ｎｅｗニンテンドー２ＤＳ ＬＬ」

１台

中華タイプ，内容量７８ｇ，「カップヌードル」

中華タイプ，７７ｇ入り，「カップヌードル」

１個

常温タイプ，フルーツゼリー（みかん又はオレ
ンジ），果肉入り，カップ入り（１６０～２５０ｇ入
り），普通品

フルーツゼリー，果肉入り，カップ入り（１５０～
２００ｇ入り），普通品

１杯

１個
↓
１００ｇ

● 商標指定
11月

● 商標指定
パルプ１００％又はパルプ・再生紙混合，１箱３ パルプ１００％又はパルプ・再生紙混合，１箱３
００～３６０枚（１５０～１８０組）入り，５箱入り
２０枚（１６０組）入り，５箱入り
4412 ティシュペーパー

● 商標指定

● 商標指定

１パック
↓
１０００組

銘柄
符号

品

目

5244 子供用Ｔシャツ

7443 携帯電話機

7444 携帯電話機

7445 携帯電話機

9602 電気かみそり

9142 ゴルフクラブ

新基本銘柄

旧基本銘柄

男児用，半袖，〔素材〕「綿１００％」又は「本体： 男児用，半袖，〔素材〕綿１００％，プリント，〔サ
綿１００％；リブ部分：綿９５％以上・ポリウレタン イズ〕１２０又は１３０，普通品
混用」，プリント，〔サイズ〕１２０又は１３０，普通
品
調査月 ４月～８月
調査月 ４月～８月
ＮＴＴドコモ，スマートフォン，〔ＯＳ（基本ソフ
ト）〕ｉＯＳ １３，〔ＣＰＵ〕Ａ１３ Ｂｉｏｎｉｃチップ，
〔記憶容量〕６４ＧＢ，〔ディスプレイ〕Ｌｉｑｕｉｄ Ｒ
ｅｔｉｎａ ＨＤ（サイズ：６．１インチ），機種変更，
一括払い，「ドコモ ｉＰｈｏｎｅ １１」

単位
１枚

ＮＴＴドコモ，スマートフォン，〔ＯＳ（基本ソフ
ト）〕ｉＯＳ １２，〔ＣＰＵ〕Ａ１２ Ｂｉｏｎｉｃチップ，
〔記憶容量〕６４ＧＢ，〔ディスプレイ〕Ｌｉｑｕｉｄ Ｒ
ｅｔｉｎａ ＨＤ（サイズ：６．１インチ），機種変更，
オプション未加入，一括払い，「ドコモ ｉＰｈｏｎ
ｅ ＸＲ」
ＫＤＤＩ（ａｕ）又は沖縄セルラー，スマートフォ
ン，〔ＯＳ（基本ソフト）〕ｉＯＳ １２，〔ＣＰＵ〕Ａ１２
Ｂｉｏｎｉｃチップ，〔記憶容量〕６４ＧＢ，〔ディスプ
レイ〕Ｌｉｑｕｉｄ Ｒｅｔｉｎａ ＨＤ（サイズ：６．１イン
チ），機種変更，オプション未加入，一括払
い，「ａｕ ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ」
ソフトバンク，スマートフォン，〔ＯＳ（基本ソフ
ト）〕ｉＯＳ １２，〔ＣＰＵ〕Ａ１２ Ｂｉｏｎｉｃチップ，
〔記憶容量〕６４ＧＢ，〔ディスプレイ〕Ｌｉｑｕｉｄ Ｒ
ｅｔｉｎａ ＨＤ（サイズ：６．１インチ），機種変更，
一括払い，「ソフトバンク ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ」

１台

往復式，３枚刃，お風呂ぞり対応，充電式，充 往復式，３枚刃，充電式，充電時間１時間，自
電時間１時間，自動洗浄器具付きは除く，特 動洗浄器具付きは除く，特殊機能付きは除く
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

アイアン，５本セット（６～９番，ＰＷ（ピッチング アイアン，５本セット，〔ヘッド〕複合素材，〔シャ
ウェッジ）），〔ヘッド〕複合素材，〔シャフト〕カー フト〕カーボン，「ＸＸＩＯＸ（ゼクシオテン）ＭＰ１
０００」
ボン，中級品

１セット

ＫＤＤＩ（ａｕ）又は沖縄セルラー，スマートフォ
ン，〔ＯＳ（基本ソフト）〕ｉＯＳ １３，〔ＣＰＵ〕Ａ１３
Ｂｉｏｎｉｃチップ，〔記憶容量〕６４ＧＢ，〔ディスプ
レイ〕Ｌｉｑｕｉｄ Ｒｅｔｉｎａ ＨＤ（サイズ：６．１イン
チ），機種変更，一括払い，「ａｕ ｉＰｈｏｎｅ １
１」
ソフトバンク，スマートフォン，〔ＯＳ（基本ソフ
ト）〕ｉＯＳ １３，〔ＣＰＵ〕Ａ１３ Ｂｉｏｎｉｃチップ，
〔記憶容量〕６４ＧＢ，〔ディスプレイ〕Ｌｉｑｕｉｄ Ｒ
ｅｔｉｎａ ＨＤ（サイズ：６．１インチ），機種変更，
一括払い，「ソフトバンク ｉＰｈｏｎｅ １１」

改正月

１台
11月

１台

※商標・シャフト指定

9149 水着

女性用，セパレーツ型，上下セット，タンクトッ
プ，無地，〔主素材〕ポリエステル・ポリウレタン
混用，〔サイズ〕Ｓ，Ｍ又はＬ，中級品，「アリー
ナ」，「スピード」又は「ミズノスイム」

女性用，セパレーツ型，上下セット，タンクトッ
プ，無地，〔素材〕ポリエステル・ポリウレタン混
用，〔サイズ〕Ｓ，Ｍ又はＬ，中級品，「アリー
ナ」，「ミズノスイム」又は「エレッセ」

※品番指定

※品番指定

１着

12月

