
 

 

「インターネットを利用して購入した商品・サービス」の内容例示 
 

○「インターネットを利用」とは、インターネットを経由しての購入ならば、原則と

して支払い方法（クレジットカード払い、代金引換、振込みなど）や受取り方法（コ

ンビニ受取りなど）などが異なっていても全て含みます。 

○インターネットでレストランやホテルを予約した場合も、「インターネットの利用」

に含みます。 

 

※ 例示にある〇は当該商品・サービスに含まれるもの、×は含まれないものを示し

ています。 

商品・サービス名 内容例示 

51 

贈答品（お中元・お歳暮、

他の世帯へのお祝い品な

ど） 

 自分の世帯（住居と生計を共にする人）以外の他の世帯へ

贈与する品物。 

 

○お中元、お歳暮、お祝い品、お見舞い品 

○自分の世帯以外の両親や孫へのプレゼント 

×自分の世帯内でのプレゼント→52～72へ 

52 

食料 

食料品（健康食品

は61へ） 

飲料・出前以外の食用のもの。 

 

○穀類、魚介類、肉類、乳卵類（牛乳を含む）、野菜・海藻、

果物、油脂・調味料、菓子類、調理食品、出前以外の弁当

×贈答用として購入した食料品、飲料、出前→51へ 

×外食をした場合→54へ 

×健康食品（サプリメントなど）→61へ 

53 
飲料（酒類を含

む） 

薬用品以外の飲み物。粉末など形状は問わない。また、缶・

瓶・パック・ペットボトル入りも含む。 

 

○茶類、コーヒー・ココア、酒類、粉ミルク 

×牛乳→52へ 

×出前で一緒に購入した飲料→54へ 

×飲む健康食品（<青汁>、ダイエット飲料など）→61へ 

54 

出前（弁当、宅配

のピザなど。外食

を含む） 

飲食店から提供されるもの。インターネット予約による外

食も含む。 

 

○宅配すしや宅配ピザと一緒に購入した飲料・サイドメニュ

ー・アラカルトなど 

○インターネットでレストランなどを予約し、外食をした場

合（インターネット上で決済した場合も含む） 

○インターネットでクーポンチケットを購入し、通常より安

く外食をした場合 

×ネットスーパーで購入し、配達された食料品→52へ 



 

 

商品・サービス名 内容例示 

55 

家電（ガス器具、電子楽

器、周辺機器や部品、消

耗品を含む） 

掃除機などの家事用耐久財、冷暖房用器具、パソコンなど

の教養娯楽用耐久財、ゲーム機本体などの教養娯楽用品、携

帯電話などの通信機器。 

 

○ガス器具（ガスコンロなど） 

○家電製品（電子レンジ、冷蔵庫、掃除機、洗濯機など）、エ

アコン、携帯型音楽・映像用機器（<ｉＰｏｄ>、音楽プレ

ーヤーなど）、パソコン、カメラ、ビデオカメラ、ゲーム機

本体、スマートフォン、携帯電話 

○電子楽器（電子ピアノ、エレキギターなど） 

○プリンターのインクトナー、ヘッドフォン 

×照明器具→56へ 

×ＣＤ、ＤＶＤ、パソコン用ソフト、ゲームソフト→65へ 

×電子楽器以外の楽器（ピアノ、バイオリンなど）→72へ 

56 

家具（一般家具、照明器

具、カーテン、寝具類な

ど） 

○一般家具（食卓セット、応接セット、食器戸棚など） 

○室内装備・装飾品（照明器具、室内装飾品、敷物、カーテ

ン、クッション、掛時計、置時計など） 

○寝具類（ベッド、布団、毛布、乳児用寝具、タオルケット

など） 

×スリッパ→59へ 

×バスタオル→72へ 

×腕時計、懐中時計→72へ 

×観葉植物→72へ 

×茶わん・皿・鉢などの食器類、鍋・やかんなどの台所用品、

家事雑貨、家事用消耗品→72へ 

×学習用机→72へ 

57 

衣類・

履物 

紳士用衣類（中学

生以上、和服を含

む） 

中学生以上の男性用の衣類。和服も含む。 

 

○スーツ、上着、ズボン、コート、ワイシャツ、セーター、

浴衣、下着 

×身の回り用品（ハンカチ、タイピン、かつらなど）→72へ

×レンタル料（結婚式や披露宴に花婿やその親族が用いる衣

装のレンタル料など）→72へ 

58 

婦人用衣類（中学

生以上、和服を含

む。アクセサリー

は72へ） 

中学生以上の女性用の衣類。和服も含む。 

 

○スーツ、上着、スカート、ワンピース、コート、ブラウス、

セーター、浴衣、下着 

×身の回り用品（アクセサリー類、ウィッグなど）→72へ 

×レンタル料（結婚式や披露宴に花嫁やその親族が用いる衣

装のレンタル料など）→72へ 

   



 

 

商品・サービス名 内容例示 

59 

 

 

 

 

 

衣類・

履物 

(続き) 

履物・その他の衣

類（子供用衣類、

帽子、ネクタイ、

靴下など） 

履物類、「57 紳士用衣類」及び「58 婦人用衣類」以外の

身に着けるもの。乳児から小学生までを対象とした子供用衣

類。（和服も含む）。 

 

○サンダル、スリッパ 

○子供服、乳児服、子供用和服 

○帽子、ネクタイ、靴下、マフラー、スカーフ、手袋、スト

ッキング 

×身の回り用品（ハンカチ、タイピン、髪留め、鞄、傘、ア

クセサリー類など）→72へ 

×仕立代、リフォーム代、洗濯代、クリーニング代、靴など

の修理・加工賃→72へ 

×レンタル料（七五三に子供が用いる衣装のレンタル料など）

→72へ 

60 

保健・

医療 

医薬品（医薬部外

品を含む） 

医薬品及び医薬部外品。錠剤、ドリンク剤など形状は問わ

ない。 

 

○しっぷ、せき止め 

○薬用化粧品、薬用シャンプー 

○栄養ドリンク、ビタミン剤、肝油ドロップ、カルシウム剤

×健康食品（サプリメントなど）→61へ 

×保健医療用品･器具（紙おむつなど）→72へ 

61 
健康食品（サプリ

メントなど） 

 栄養成分の補給など保健・健康増進のために用いる食品で

あって、錠剤、カプセル、か粒状、粉末状、粒状、液（エキ

ス）状など通常の医薬品に類似する形態をとるもの。 

 

○<青汁>、アロエ、ケール、クコ、プルーンエキス食品、ク

ロレラ加工食品、熊笹 

○オタネ（高麗）ニンジン根加工食品、朝鮮人参 

○八つ目うなぎ・まむし・スッポンなどの加工食品 

×<オロナミンＣ>、<デカビタ>、<リアルゴールド>などの炭

酸飲料水→53へ 

×医薬品・医薬部外品→60へ 

62 
化粧品（洗顔石けん、シ

ャンプーなどは72へ） 

化粧クリーム、化粧水、ファンデーション、口紅、香水、

白髪染めなど。 

 

○整髪・養毛剤、化粧クリーム、化粧水、乳液、ファンデー

ション、口紅 

○香水、オーデコロン、アイシャドー、まゆずみ、ほお紅、

マスカラ、マニキュア液、白髪染め、おしゃれ染め 

×理美容用電気器具（ヘアドライヤー、ホットカーラー、電

気かみそりなど）→55へ 

×薬用化粧品→60へ 

×理美容用品（歯ブラシ、ヘアブラシ、浴用・洗顔石けん、

シャンプー、ヘアリンス・ヘアトリートメント、歯磨き）

→72へ 



 

 

商品・サービス名 内容例示 

63 

自動車等関係用品（自動

車、オートバイ、自転車

などの本体や部品を含

む） 

自動車、オートバイ、自転車などの輸送機器（中古品も含

む）。それらの維持、使用のために必要な商品及びサービスに

関する支出を含む。 

 

○自動車、オートバイ、スクーター、自転車（マウンテンバ

イク、電動アシスト自転車など） 

○自動車等の部品（タイヤなど）、関連用品（カーステレオ、

クリーナー、ヘルメットなど） 

○自動車取得税 

×自動車保険料（自賠責、任意）→68へ 

×自動車教習料、ＪＡＦの入会費、車検代・修理代、駐車場

料金→72へ 

64 

書籍（新聞、雑誌、カレ

ンダーなどの印刷物を含

む。電子書籍は66へ） 

新聞、雑誌、カレンダーなどの印刷物や書籍。古本も含む。

 

○新聞、雑誌、週刊誌、書籍、コミック、印刷物（映画のパ

ンフレット、ポスターなど） 

×デジタル版の新聞・雑誌など→66へ 

×漫画・新聞・雑誌などを読むソフト・アプリ→67へ 

65 

音楽・映像ソフト（ＣＤ、

ＤＶＤなど）、パソコン用

ソフト、ゲームソフト 

録音・録画されている各種記録媒体。レンタルしたものも

含む。 

 

○ＣＤ・ＤＶＤ・ブルーレイディスクソフト、収録済ビデオ

テープ、データが収録されたＣＤ・ＤＶＤ・ブルーレイ、

パソコン用ソフト、ゲームソフト 

×ソフト・アプリをダウンロードした場合→67へ 

66 

デジタル

コンテン

ツ 

電子書籍（新

聞・雑誌など

を含む） 

パソコンや携帯電話、タブレット型端末などで読むタイプ

の書籍。印刷物になっているものは除く。 

 

○有料購読のデジタル版の新聞・雑誌、有料ブログの購読料

○デジタルコミック 

○電子書籍の読み放題の月額代金 

×データが収録されたＣＤ・ＤＶＤ・ブルーレイ→65へ 

×漫画・新聞・雑誌などを読むソフト・アプリ→67へ 

67 

ダウンロード

版の音楽・映

像、アプリな

ど 

ダウンロードした音楽・映像、ソフト・アプリ。レンタル

したものも含む。 

 

○<ｉ Ｔｕｎｅｓ Ｓｔｏｒｅ>や<着うた>などの音楽配信 

○ダウンロードした<ａｎｄｒｏｉｄ>端末や<ｉＰｈｏｎｅ>

用のアプリ 

○ダウンロード版のニンテンドー<３ＤＳ>や<プレイステー

ション>などのゲームソフト 

○ゲームの有料課金アイテム 

○ビデオ・オン・デマンドで配信された動画 

○動画サイトなどの会員代 



 

 

商品・サービス名 内容例示 

68 

保険（生命保険、医療保

険、自動車保険、火災保

険など） 

保険掛金は、掛け捨て型のみ。貯蓄型は含まない。 

 

○自賠責（自動車損害賠償責任保険） 

○自賠責以外の任意で加入した自動車保険 

○インターネットで購入又は手続きした各種保険（コンビニ

エンスストアなどでの支払いも含む） 

69 

宿泊料（ホ

テル、旅館

など）、運

賃（鉄道、

航空運賃

など）、パ

ック旅行

費 

インターネ

ット上での

決済 

宿泊料、運賃、パック旅行費（インターネットで決済まで

済ませた場合）。 

 

○ホテル料金、旅館代金、山小屋宿泊料、バンガロー宿泊料、

貸別荘の借料 

○レンタカーの代金 

×出張など仕事関係のための宿泊料、運賃、パック旅行費→

調査対象外（72にも含めないでください） 

70 

上記以外の

決済（インタ

ーネットで

は予約のみ） 

宿泊料、運賃、パック旅行費（インターネットで決済を行

わなかった場合）。 

 

○ホテル料金、旅館代金、山小屋宿泊料、バンガロー宿泊料、

貸別荘の借料を現地で支払 

○レンタカーの代金を現地で支払 

○新幹線の券を駅で購入 

×出張など仕事関係のための宿泊料、運賃、パック旅行費→

調査対象外（72にも含めないでください） 

71 

チケット（映画、演劇、

コンサート、スポーツ観

戦など。商品券などは72

へ） 

入場チケット料金や、観覧チケット料金。 

 

○映画、演劇、コンサート、落語、歌舞伎、テーマパーク、

文化施設、スポーツ施設などの入場チケット料金 

○スポーツ、展望施設などの観覧チケット料金 

×商品券→72へ 

72 

上記に当てはまらない商

品・サービス（アクセサ

リー、家事雑貨など） 

上記の「52 食料品」から「71 チケット」に該当しない

全てのもの（贈答品は、51に記入）。ただし、財産の購入・移

動・投資・寄付に当たるものは除く。 

 

×土地・株・金の延べ棒・外貨などの財産の購入→調査対象

外 

×ネットバンキング→調査対象外 

×クラウドファンディングなどの投資→調査対象外 

×送料→調査対象外 

 
※ ＜＞で囲った商品名は商標登録されているものです。 


