
銘柄
符号

品　目 新基本銘柄 旧基本銘柄 単位 改正月

2182 学校給食

小学校給食費，公立小学校，完全給食，５年
生

※　学校指定

小学校給食費，公立小学校，完全給食，高学
年（５年生）

※　学校指定

１か年

2183 学校給食

中学校給食費，公立中学校，完全給食，２年
生又は８年生

※　学校指定

中学校給食費，公立中学校，完全給食，２年
生

※　学校指定

１か年

3175 塀工事費

フェンス設置工事（基礎及びブロック部分を除
く），〔施工距離〕１２ｍ程度，〔施工タイプ〕フ
リーポールタイプ，１段，〔主素材〕アルミ，メッ
シュタイプ，〔高さ〕８００ｍｍ，〔１枚の長さ〕２，０
００ｍｍ程度，材料費を含む，残処分費は除く

〔ブロック〕Ａ種，厚さ１００ｍｍ，〔鉄筋〕軟鋼，
丸鋼（直径９ｍｍ），〔基礎〕鉄筋コンクリート（高
さ３０ｃｍ，厚さ１０ｃｍ），材料費及び労務費を
含む

１㎡
↓

１回

5641 子供靴

スニーカー，〔甲〕合成繊維・合成皮革，〔タイ
プ〕「ひも」，「マジックテープ」又は「ひも・マ
ジックテープ」，〔サイズ〕１９．０～２２．５ｃｍ，中
級品，「瞬足」，「スーパースター」又は「レー
ザービーム」

※　品番指定

女児用，〔甲〕合成皮革，ベルト付き，〔サイズ〕
１８～１９ｃｍ，中級品

１足

7201 自転車

シティ車，２６型又は２７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），中級品

シティ車，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），中級
品

※　商標・型式番号指定

１台

7315 ドライブレコーダー

２カメラモデル（リアカメラ付き），〔メインカメラ
動画記録〕フルＨＤ，〔メインカメラ液晶サイズ〕
２．４～２．８型，ＧＰＳ搭載，安全運転支援機能
付き，メモリーカード（１６～３２ＧＢ）付属

※　商標・型式番号指定

２カメラモデル（リアカメラ付き），〔メインカメラ
動画記録〕フルＨＤ，〔メインカメラ液晶サイズ〕
２．４～２．８型，ＧＰＳ搭載，安全運転支援機能
付き，メモリーカード（１６ＧＢ）付属

※　商標・型式番号指定

１台

9621
化粧石けん
↓
手洗い用石けん

泡ハンドソープ，詰め替え用，袋又はボトル入
り（３８０～４９５ｍＬ入り），「キレイキレイ薬用泡
ハンドソープ」又は「ビオレｕ泡ハンドソープ」

バスサイズ，１３０ｇ×３個，「カウブランド青箱」
又は「花王ホワイト」

１パック
↓

１０００ｍＬ

9623 歯磨き

練り歯磨き，内容量１２０～１４３ｇ入り，「クリニ
カハミガキ」又は「クリアクリーン」

練り歯磨き，１４０ｇ入り，「デンタークリアＭＡＸ
ライオン」

１本
↓

１００ｇ

4472 漂白剤

衣料用，酸素系漂白剤，液体，詰め替え用，
袋入り（４８０ｍＬ入り），「ワイドハイターＥＸパ
ワー」又は「ブライトＳＴＲＯＮＧ 漂白＆抗菌
ジェル」

衣料用，酸素系漂白剤，液体，詰め替え用，
袋入り（４８０ｍＬ入り），「ワイドハイターＥＸパ
ワー」又は「ブライトＳＴＲＯＮＧ」

１袋

３月

4442 柔軟仕上剤

液体，詰め替え用，袋入り（４００ｍＬ入り），「フ
レアフレグランス」又は「ハミング消臭実感」

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」

１０００ｍＬ
↓
１袋

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 Ｅ
Ｘ」

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」

１個

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（入浴介助加算
（Ⅰ））

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

１回

1951 炭酸飲料

コーラ，ペットボトル入り（３５０～５００ｍＬ入り），
「コカ・コーラ」

コーラ，ペットボトル入り（５００ｍＬ入り），「コカ・
コーラ」

１本
↓

１０００ｍＬ

6021 ビタミン剤

第３類医薬品，ビタミン含有保健剤，錠剤，プ
ラスチックボトル入り（９０錠入り），「キューピー
コーワゴールドαプレミアム」

第３類医薬品，ビタミン含有保健剤，錠剤，プ
ラスチックボトル入り（９０錠入り），「キューピー
コーワゴールドα－プラス」

１箱

9693
美容液（カウンセリン
グ）

カウンセリング化粧品，詰め替え用（レフィ
ル），４５ｇ入り，「ＨＡＫＵ　メラノフォーカスＺ」

カウンセリング化粧品，美白用，詰め替え用
（レフィル），４５ｇ入り，「ＨＡＫＵ　メラノフォーカ
スＶ」

１本

１月

付録１　2021年に改正した基本銘柄の新旧対照表

４月

５月



4021 電気冷蔵庫

冷凍冷蔵庫，〔定格内容積〕４５１～５００Ｌ，「５
ドア」又は「６ドア」，ＩｏＴ機能付き

※　商標・型式番号指定

冷凍冷蔵庫，〔定格内容積〕４０１～４５０Ｌ，「５
ドア」又は「６ドア」，特殊機能付きは除く

※　商標・型式番号指定

１台

5572 マフラー

女性用，〔素材〕毛（カシミヤ１００％），無地，
〔サイズ〕幅２５～４０ｃｍ・長さ１６０～２００ｃｍ，
中級品

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

１枚

7413 通信料

固定電話，加入電話，住宅用，回線使用料，
ユニバーサルサービス料及び電話リレーサー
ビス料を含む

※　企業・単位料金区域名・回線種類指定

固定電話，加入電話，住宅用，回線使用料，
ユニバーサルサービス料を含む

※　企業・単位料金区域名・回線種類指定

１か月

7417 通信料

ＩＰ電話，月額基本料，ユニバーサルサービス
料及び電話リレーサービス料を含む
※　企業及び料金プラン指定

ＩＰ電話，月額基本料，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

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及び電話リレーサー
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（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

１か月

8201 補習教育（中学校）

学習塾，中学２年生コース（新中学２年生コー
スを含む），通塾によるグループ指導，週１日
～４日，学習科目（科目選択制を含む）５科目
（英語，数学，国語，理科，社会），授業料

※　塾・コース指定

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

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），通塾によるグルー
プ指導，週１日～４日，学習科目（科目選択制
を含む）４科目（国語，算数，理科，社会），授
業料

※　塾・コース指定

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

１か月

9329 講習料

書道教室，小学生，〔回数〕週１回，月３回又は
４回，月謝

書道教室，小学生，週１回，月謝 １か月

9395
カラオケルーム使用
料

ルーム料とカラオケ料込み（飲食代を除く），１
人当たりの時間制，ビジター料金，平日（金曜
日を除く），夜料金１時間の料金

ルーム料とカラオケ料込み（飲食代を除く），１
人当たりの時間制，ビジター料金，平日（金曜
日を除く），午後８時～９時の１時間の料金

１人

9398 インターネット接続料

ＡＤＳＬ利用料金及びプロバイダ料金，既設回
線，ユニバーサルサービス料及び電話リレー
サービス料を含む

※　企業及び料金プラン指定

ＡＤＳＬ利用料金及びプロバイダ料金，既設回
線

※　企業及び料金プラン指定

１か月

1871 調理カレー

レトルトカレー，箱入り（１８０ｇ入り），電子レン
ジ加熱対応，「カリー屋カレー」

レトルトカレー，箱入り（２００ｇ入り），「カリー屋
カレー」

１箱

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」，「ブ
ラックレーベル・クレストブリッジ」又は「ダーバ
ン」

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」

１着

1891 混ぜごはんのもと

五目ずしの素，袋入り（２１０ｇ入り），「ミツカン
五目ちらし」

五目ずしの素，袋入り（２３０ｇ入り），「ミツカン
五目ちらし」

１袋

1911 紅茶

ティーバッグ，２０～３０袋入り，「リプトン　イエ
ローラベル　ティーバッグ」又は「日東紅茶　デ
イリークラブ　ティーバッグ」

ティーバッグ，２５～３０袋入り，「リプトン　イエ
ローラベル　ティーバッグ」又は「日東紅茶　デ
イリークラブ　ティーバッグ」

10袋

1922 コーヒー豆

レギュラーコーヒー（粉），ブレンド，袋入り（３２
０～３５０ｇ入り）

●　商標指定

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」

100g

6012 胃腸薬

第２類医薬品，複合胃腸薬，細粒剤，箱入り
（６０包入り），「第一三共胃腸薬細粒ｓ」

第２類医薬品，複合胃腸薬，細粒剤，箱入り
（６０包入り），「第一三共胃腸薬〔細粒〕ａ」

１箱

10月

９月

７月



1090 シリアル

グラノーラ，袋入り（７５０～８００ｇ入り），「フルグ
ラ」

グラノーラ，袋入り（８００ｇ入り），「フルグラ」 １袋
↓
１kg

4043 電気洗濯機

全自動洗濯乾燥機，〔洗濯方式〕ドラム式，〔洗
濯・脱水容量〕１２ｋｇ，〔乾燥容量〕６～７ｋｇ，エ
コ機能付き，温水洗浄機能付き，液体洗剤・柔
軟剤自動投入機能付き

※　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〕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

１台

7443 携帯電話機

ＮＴＴドコモ，スマートフォン，〔ＣＰＵ〕Ａ１５ Ｂｉｏ
ｎｉｃチップ，〔記憶容量〕１２８ＧＢ，〔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 ｉＰｈｏｎｅ １
３」

ＮＴＴドコモ，スマートフォン，〔ＣＰＵ〕Ａ１４ Ｂｉｏ
ｎｉｃ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 ｉＰｈｏｎｅ １２」

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〕Ａ１５ Ｂｉｏｎｉｃチップ，〔記憶容量〕１
２８ＧＢ，〔ディスプレイ〕ＳｕｐｅｒＲｅｔｉｎａ ＸＤＲ
（サイズ：６．１インチ），機種変更，一括払い，
「ａｕ　ｉＰｈｏｎｅ １３」

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〕６
４ＧＢ，〔ディスプレイ〕ＳｕｐｅｒＲｅｔｉｎａ ＸＤＲ（サ
イズ：６．１インチ），機種変更，一括払い，「ａｕ
ｉＰｈｏｎｅ １２」

１台

7445 携帯電話機

ソフトバンク，スマートフォン，〔ＣＰＵ〕Ａ１５ Ｂｉｏ
ｎｉｃチップ，〔記憶容量〕１２８ＧＢ，〔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 ｉＰｈｏ
ｎｅ１３」

ソフトバンク，スマートフォン，〔ＣＰＵ〕Ａ１４ Ｂｉｏ
ｎｉｃ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」

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 １１，
〔ＣＰＵ〕
「Ｃｏｒｅ ｉ７」又は「ＡＭＤ Ｒｙｚｅｎ ７」，〔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」又は「ＡＭＤ Ｒｙｚｅｎ ７」，〔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

１台

9081 プリンタ

インクジェットプリンタ，複合機，〔 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」又は「ＰＩＸＵＳ　ＴＳ８５３
０」

インクジェットプリンタ，複合機，〔 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」

１台

11月


