
銘柄
符号

品　目 新基本銘柄 旧基本銘柄 単位 改正月

1041
干しうどん
↓
そうめん

手延べそうめん，袋入り（３００ｇ入り），「揖保乃
糸　上級品」

袋入り（３００～６００ｇ入り），普通品 １ｋｇ
↓
１袋

1106 さけ

「トラウトサーモン」又は「アトランティックサーモ
ン（ノルウェーサーモン）」，刺身用，さく又はブ
ロック

トラウトサーモン，ぎんざけ，アトランティック
サーモン（ノルウェーサーモン），べにざけ又は
キングサーモン，切り身，塩加工を除く

１００ｇ

1211 豚肉
国産品，バラ（黒豚を除く） バラ（黒豚を除く） １００ｇ

1502 りんご

「ふじ」又は「つがる」，１個２００～４００ｇ ふじ，１個２００～４００ｇ

調査月　１月～７月，１１月～１２月

１ｋｇ

1794
冷凍調理ピラフ
↓
冷凍米飯

冷凍炒飯，袋入り（４００～６００ｇ入り）

●商標指定

えびピラフ，袋入り（４３０～５００ｇ入り） １００ｇ

1799
調理ピザパイ
↓
調理ピザ

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，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」

１袋

2144
ピザパイ（配達）
↓
ピザ（配達）

宅配ピザ，ミックスピザ（野菜類３種類，肉・魚
介類合わせて１～３種類），〔サイズ〕Ｍ（約２５ｃ
ｍ）

宅配ピザ，ミックスピザ（野菜類３種類，肉・魚
介類２種類程度），〔サイズ〕Ｍ（約２５ｃｍ）

１枚

3104
給湯機
↓
給湯器

ガス給湯器，風呂給湯器，エコジョーズ，屋外
壁掛型，〔風呂沸かし機能〕オート，〔給湯能
力〕２０号，台所インターホンリモコン付き

※商標・型式番号指定

ガス給湯機，風呂給湯機，エコジョーズ，屋外
壁掛型，〔風呂沸かし機能〕オート，〔給湯能
力〕２０号，台所インターホンリモコン付き

※商標・型式番号指定

１台

3176 水道工事費

修繕工事，トイレのボールタップ交換，材料費
を含む

給水工事，宅地内埋設工事費，塩化ビニール
管（口径２０ｍｍ）使用，材料費を含む

１ｍ
↓
１回

3614
↓

3615
プロパンガス

一般家庭用，二部料金制，基本料金と従量料
金の合計額（１０㎥使用時）

基本料金及び１０㎥（従量料金）を使用した料
金

１か月

4072 温風ヒーター

石油ファンヒーター，〔暖房出力〕最大３．１９～
３．４０ｋＷ，〔油タンク容量〕５．０Ｌ，特殊機能
付きは除く

※商標・型式番号指定

調査月　１月～２月，１０月～１２月

石油ファンヒーター，〔暖房出力〕最大３．１９～
３．４０ｋＷ，〔油タンク容量〕５．０Ｌ，特殊機能
付きは除く

※商標・型式番号指定

調査月　１月～３月，１０月～１２月

１台

5372
子供用シャツ
↓
子供用下着

男児用，半袖シャツ，〔素材〕「綿１００％」又は
「本体：綿１００％；テープ部：綿６０％・ポリエス
テル４０％」，〔サイズ〕１３０，１４０又は１５０，２
枚組，白，普通品

男児用，半袖，〔素材〕綿１００％，〔サイズ〕１４
０，１５０又は１６０，２枚入り，白，普通品

１袋

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，１１月～１２月

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

１枚

5711
洗濯代
↓
クリーニング代

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，立体仕上
げ，持ち込み，料金前払い，配達なし

１枚

5712
洗濯代
↓
クリーニング代

背広服上下，ドライクリーニング，持ち込み，料
金前払い，配達なし

背広服上下，ドライクリーニング，持ち込み，料
金前払い，配達なし

１着

7420 通信料

携帯電話，基本料金（データ通信料を含む），
ユニバーサルサービス料を含む

※企業及び料金プラン指定

携帯電話，基本料金，ユニバーサルサービス
料を含む

※企業及び料金プラン指定

１か月

7635 鉄道運賃

旅客鉄道（ＪＲ），大人，指定席特別急行料金，
新幹線，東京～金沢，はくたか

旅客鉄道（ＪＲ），大人，指定席特別急行料金，
新幹線，東京～金沢，かがやき

１回

7640 鉄道運賃

旅客鉄道（ＪＲ），大人，指定席特別急行料金，
新幹線，博多～熊本，さくら

旅客鉄道（ＪＲ），大人，指定席特別急行料金，
新幹線，博多～熊本，みずほ

１回

付録１　2020年に改正した基本銘柄の新旧対照表
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銘柄
符号

品　目 新基本銘柄 旧基本銘柄 単位 改正月

9172 コンパクトディスク

アルバム，１枚 アルバム，邦盤，Ｊ－ＰＯＰ １枚

9399
ウェブコンテンツ利用
料

音楽配信サービス料，ストリーミング

※サイト・プラン指定

音楽ダウンロード料

※サイト指定

１曲
↓

１か月

9711 通学用かばん

ランドセル，合成皮革製，たて型，普通品

調査月　１月～２月，５月～１２月

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

１個

9723
バッグ（輸入ブランド
品）

ハンドバッグ，手提げ型（ショルダー兼用型を
含む）

※企業・製品指定

ハンドバッグ，手提げ型（ショルダー兼用型を
含む），フランス製又はイタリア製

※企業・製品指定

１個

9941
↓

9940
保育所保育料

認可保育所及び認定こども園（保育所型又は
幼保連携型），２歳児，１人が入所の平均，保
育標準時間

公立保育所及び公立認定こども園（保育所型
又は幼保連携型），２歳児，１人が入所，保育
標準時間，市町村民税所得割課税額168，
999円の世帯が支払う保育料

１か年

9942 保育所保育料

認可保育所及び認定こども園（保育所型又は
幼保連携型），５歳児，１人が入所の平均，保
育標準時間

公立保育所及び公立認定こども園（保育所型
又は幼保連携型），５歳児，１人が入所の平
均，保育標準時間

１か年

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，
〔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：２６０～２６４Ｌ，カウンター付き，特殊機能
付きは除く，「Ａｒｉｓｅ　Ｍタイプ」，「Ａｒｉｓｅ　Ｚタ
イプ」，「サザナ　Ｔタイプ」又は「サザナ　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，〔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」

１式

9082 電子辞書

高校生モデル，〔収録コンテンツ数〕２２０，Ｗｉ
－Ｆｉ対応，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－ＳＸ４
８００」

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」

１台

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Ｚａ」

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」

１箱

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　ｉ７，〔メインメモリー容量〕８ＧＢ，
〔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，〔ストレージ容量〕ＳＳＤ２５
６ＧＢ；ＨＤＤ１ＴＢ，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

※ 商標・型式番号指定

ノート型，〔ＯＳ（基本ソフト）〕Ｗｉｎｄｏｗｓ　１０，
〔ＣＰＵ〕Ｃｏｒｅ　ｉ７，〔メインメモリー容量〕８ＧＢ，
〔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

１台

9310 外国パック旅行費

東京（羽田）発シドニーフリープラン５日間，２
名１室利用，大人１名，燃油サーチャージ及び
空港施設使用料等の諸費用を含む

※企業・プラン指定

東京（成田）発シドニーフリープラン５日間，２
名１室利用，大人１名，燃油サーチャージ及び
空港施設使用料等の諸費用を含む

※企業・プラン指定

１回

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〕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〕７０ｃｍ，「アレスタ　シンプ
ルプラン　グループ１」，「トレーシア　シンプル
プラン　足元スライドタイプ　グループ１」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〕８５ｃｍ，〔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〕７０ｃｍ，「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」

１式

５月

１月

２月

４月
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銘柄
符号

品　目 新基本銘柄 旧基本銘柄 単位 改正月

4032 電気掃除機

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〕４０～６０分，専用スタンド式充電台付き，ふ
とん掃除用ツール付きは除く

※　商標・型式番号指定

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

※　商標・型式番号指定

１台

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　ｉ７」又は「ＡＭＤ　Ｒｙｚｅｎ７」，
〔メインメモリー容量〕８ＧＢ，〔ディスプレイ〕液
晶１５．６型ワイド；解像度１，９２０×１，０８０ドッ
ト，〔内蔵ストレージ〕ＳＳＤ５１２ＧＢ，「ブルーレ
イディスクドライブ搭載」又は「ＤＶＤスーパーマ
ルチドライブ搭載」，ワープロ・表計算ソフト搭
載

※　商標・型式番号指定

ノート型，〔ＯＳ（基本ソフト）〕Ｗｉｎｄｏｗｓ　１０，
〔ＣＰＵ〕Ｃｏｒｅ　ｉ７，〔メインメモリー容量〕８ＧＢ，
〔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，〔ストレージ容量〕ＳＳＤ２５６
ＧＢ；ＨＤＤ１ＴＢ，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

※　商標・型式番号指定

１台

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，詰め替え用
（レフィル），１０ｇ入り，「インテグレート　プロ
フィニッシュファンデーション」

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），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」

１個

1653 乾燥スープ

粉末，ポタージュ，コーンクリーム，箱入り（８
袋，１４５．６ｇ入り），「クノールカップスープ
コーンクリーム」

粉末，ポタージュ，コーンクリーム，箱入り（８
袋，１４０．８ｇ入り），「クノールカップスープ
コーンクリーム」

１箱

1843 やきとり
鶏肉，もも，１～３本，並 鶏肉，もも １本

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（７２０～７９０ｇ入り），「アタック　抗
菌ＥＸスーパークリアジェル」，「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」

１ｋｇ

4442 柔軟仕上剤

液体，詰め替え用，袋入り（４００～５３０ｍＬ入
り），「フレアフレグランス」又は「ハミングファイ
ン」

液体，詰め替え用，袋入り（４８０～５３０ｍＬ入
り），「フレアフレグランス」又は「ハミングファイ
ン」

１０００ｍＬ

5102 背広服

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」
又は「ブラックレーベル・クレストブリッジ」

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％，〔サイズ〕Ａ体型（Ａ４～Ａ６），〔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　１月～２月，９月～１２月

１着

6172 補聴器

デジタル補聴器，耳かけ型，片耳用，〔音質記
憶メモリ数〕４，適応型指向性機能付き，ワイヤ
レス対応，特殊機能付きは除く，「プレミエンス
Ｖ　ＨＢ－Ａ４ＡＤ」又は「Ｓｉｇｎｉａ　Ｎｘシリーズ
２Ｎｘ　Ｍｏｔｉｏｎ１３Ｎｘ」

デジタル補聴器，耳かけ型（フック又はＢＴＥ），
片耳用，音質記憶メモリ数：３又は４，適応型指
向性機能付き，特殊機能付きは除く，「リオネッ
トプレシアⅡＶ　ＨＢ－Ｇ６ＹＳ」又は「Ｂ１シリー
ズ　ＷＨ－Ｂ１３Ａ」

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　ＴＳ８４３０」

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」

１台

4413 トイレットペーパー

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

●　商標指定

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

１パック
↓

１０００ｍ

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（６９０～７９０ｇ入り），「アタック　抗
菌ＥＸスーパークリアジェル」，「トップ　クリアリ
キッド」又は「アリエール　バイオサイエンス
ジェル」

合成洗剤，綿・麻・合成繊維用，液体，詰め替
え用，袋入り（７２０～７９０ｇ入り），「アタック　抗
菌ＥＸスーパークリアジェル」，「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」

１ｋｇ

９月

10月

８月
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銘柄
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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〕８５ｃｍ，〔シンクの
幅〕７６～７７ｃｍ，〔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〕７０ｃｍ，「アレスタ
シンプルプラン　グループ１」又は「トレーシ
ア　シンプルプラン　足元スライドタイプ　グ
ループ１」

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〕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〕７０ｃｍ，「アレスタ
シンプルプラン　グループ１」，「トレーシア
シンプルプラン　足元スライドタイプ　グルー
プ１」又は「ステディア　シンプルプラン　クラ
ス５」

１式

7443 携帯電話機

ＮＴＴドコモ，スマートフォン，〔ＣＰＵ〕Ａ１４　Ｂ
ｉｏｎｉｃチップ，〔記憶容量〕６４ＧＢ，〔ディスプ
レイ〕Ｓｕｐｅｒ　Ｒｅｔｉｎａ　ＸＤＲ（サイズ：６．１イ
ンチ），機種変更，一括払い，「ドコモ　ｉＰｈｏ
ｎｅ　１２」

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〕Ｌｉｑｕ
ｉｄ　Ｒｅｔｉｎａ　ＨＤ（サイズ：６．１インチ），機
種変更，一括払い，「ドコモ　ｉＰｈｏｎｅ　１１」

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，〔ＣＰＵ〕Ａ１４　Ｂｉｏｎｉｃチップ，〔記憶容
量〕６４ＧＢ，〔ディスプレイ〕Ｓｕｐｅｒ　Ｒｅｔｉｎａ
ＸＤＲ（サイズ：６．１インチ），機種変更，一括
払い，「ａｕ　ｉＰｈｏｎｅ　１２」

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〕Ａ
１３　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　１１」

１台

7445 携帯電話機

ソフトバンク，スマートフォン，〔ＣＰＵ〕Ａ１４　Ｂ
ｉｏｎｉｃチップ，〔記憶容量〕６４ＧＢ，〔ディスプ
レイ〕Ｓｕｐｅｒ　Ｒｅｔｉｎａ　ＸＤＲ（サイズ：６．１イ
ンチ），機種変更，一括払い，「ソフトバンク
ｉＰｈｏｎｅ　１２」

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〕Ｌｉｑｕ
ｉｄ　Ｒｅｔｉｎａ　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」

１台

4272 敷きパッド

〔表地〕「ポリエステル１００％」，「ポリエステル・
綿混用」又は「綿１００％」，〔裏地〕ポリエステル
１００％，〔詰めもの〕ポリエステル１００％，〔サイ
ズ〕１００×２００～２０５ｃｍ，普通品

〔表地〕「ポリエステル１００％」，「ポリエステル・
綿混用」又は「綿１００％」，〔裏地〕ポリエステル
１００％，〔詰めもの〕ポリエステル１００％，〔サイ
ズ〕１００×２０５ｃｍ，普通品

１枚

4402 ポリ袋

ポリエチレン製，保存袋（冷凍・解凍用），ダブ
ルジッパー付き，〔サイズ〕１８９ｍｍ×１７７ｍ
ｍ，箱入り（１８枚入り），「Ｚｉｐｌｏｃ　フリーザー
バッグ　Ｍ」

ポリエチレン製，保存袋（冷凍・解凍用），ダブ
ルジッパー付き，〔サイズ〕１８９ｍｍ×１７７ｍ
ｍ，箱入り（１６枚入り），「Ｚｉｐｌｏｃ　フリーザー
バッグ　Ｍ」

１箱

11月

12月
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