
 

 

「特定の商品・サービス」の内容例示 

 
※ 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 

通信、旅行関係 

01 

スマートフォンなどの通

信・通話使用料（携帯電

話・ＰＨＳなどを含む） 

スマートフォン、携帯電話、ＰＨＳや自動車電話などの基

本使用料及び通話料、オプションサービスの利用料。パケッ

ト料金を含む。 

 

〇衛星携帯電話の基本使用料及び通話料 

○携帯電話用プリペイドカード 

×違約金、解約料 

×携帯電話機本体の分割料金→購入月に一括払いしたとみな

して03へ 

×携帯電話機の購入、新規加入料→03へ 

02 

インターネット接続料

（ケーブルテレビなどと

セット契約している場合

も含む） 

インターネット接続（ＡＤＳＬ、ＩＳＤＮ、光ファイバー

など）の利用料や、プロバイダー料金（加入料及びプロバイ

ダーの契約が通信料込みも含む。）。 

 

○定額制の回線利用料とプロバイダー料金のセット料金 

○インターネット接続料を含むケーブルテレビ受信料 

×申込料・解約料 

×<ＮＨＫ>放送受信料、ケーブルテレビ受信料のみ、ＢＳデ

ジタル放送・ＣＳデジタル放送視聴料、ケーブルテレビ電

話使用料 

×インターネットやケーブルテレビの設備工事費→38へ 

03 
スマートフォン・携帯電

話・ＰＨＳの本体価格 

プリペイド携帯、機種変更に関する費用を含む。 

なお、レンタル・リースは除く。 

 

〇スマートフォン、携帯電話機、ＰＨＳ、自動車電話機、衛星

携帯電話機 

×スマートフォン・携帯電話・ＰＨＳ用アクセサリー 

×スマートフォン・携帯電話・ＰＨＳ使用料→01へ 

04 
航空運賃（燃油サーチャー

ジを含む） 

航空機利用に係る各種料金。回数券も含む。 

なお、出張のために支払った費用は除く。 

 

〇航空運賃（回数券・各種割引券・前売り券を含む） 

×空港施設使用料、遊覧飛行料金、キャンセル手数料 

×パック旅行費に含まれる航空運賃→06又は07へ 

 

 

 

 

  



 

 

商品・サービス名 内容例示 

05 宿泊料 

宿泊に係る各種料金。 

なお、出張のために支払った費用は除く。 

 

〇ホテル・旅館などの宿泊料、山小屋宿泊料、バンガロー宿泊

料、別荘の賃料、冠婚葬祭に係る宿泊料 

×備え付けの冷蔵庫内の飲食代、キャンプ場使用料、キャンセ

ル手数料、オートキャンプ 

×パック旅行費に含まれる宿泊料→06又は07へ 

06 

パック旅行費 

国内 

交通費、宿泊費など一括のもの。 

なお、出張のために支払った費用は除く。 

 

〇観光旅行費、バスツアー、参拝旅行費、新婚パック旅行費、

子供会の旅行費・遠足費、各種学校の旅行費、遠征費・合

宿費用（学校関係以外のもの）、研修旅行費（海外ホームス

テイ含む）、視察旅行費、留学費用、海外挙式 

×交通費のみ、旅行こづかい、旅行保険、キャンセル手数料、

学校で行う修学旅行や合宿費用 

×宿泊料のみ→05へ 

×航空運賃のみ→04へ 

07 外国 

教育、教養娯楽 

08 

授業料等 
（幼稚園～大学、 

専修学校） 

国公立 

幼稚園・保育園（３歳以上）、小学校、中学校、高校、大学（短

期大学、高等専門学校、大学院を含む）、専修学校（高等専修

学校、専門学校）が対象 

○授業料、入学金、受験料、学級費、修学旅行費、ＰＴＡ会費 

○世帯員以外の方のために直接支払った授業料等 

×学習塾の月謝、予備校の授業料等→10 へ 
×教科書・参考書代、給食費 
×世帯員以外の方に送金した授業料等→50 へ 

09 私立 

10 
補習教育費 
（学習塾・予備校・通信添削な

どにかかる費用） 

○学習塾月謝、補習のための通信添削の費用、家庭教師への月

謝、模擬テスト代 
×ピアノ教室、英会話学校など語学教室の月謝、水泳などのスポ

ーツ月謝、教科書・参考書代、パソコン教室代 

11 自動車教習料 

自動車学校や自動車教習所の入学金、入所料及び合宿料。

 

〇教習料、技能検定（試験）料、バイク教習料 

×運転免許試験手数料、免許証（再）交付手数料 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

商品・サービス名 内容例示 

12 スポーツ施設使用料 

〇スポーツクラブの入会金・会員権・会費、フィットネスク

ラブ使用料 

○ゴルフ練習料金、ゴルフプレイ代、ゴルフコンペ代、テニ

スコート・野球場・体育館などのプレイ代、スポーツ大会

参加費・登録料、ウォークラリー参加費、乗馬クラブ使用

料 

×スポーツクラブの保証金(権利金)、ゴルフ会員権、コイン

ロッカー代、ビリヤード、キャンプ場使用料、ボート、保

険料 

衣類など 

13 
背広服（上着のみ、ズボ

ンのみは除く） 

中学生以上の男性用のスーツ、礼服。制服や単品（上着の

み、ズボンのみ）は除く。 

 

〇三つ揃、礼服（モーニングなど）、上下スペアズボン付き 

×ジャケット、男子学生用制服、作業服、コート、シャツ・

セーター類、子供用背広服 

×仕立代、被服修理代、被服賃借料、クリーニング代 

×和服→15へ 

14 

婦人用スーツ・ワンピー

ス（上着のみ、スカート

のみは除く） 

中学生以上の女性用のスーツ、ワンピース、ドレス。制服

や単品（上着のみ、スカートのみ、スラックスのみ）は除く。

 

〇ツーピース、セパレーツ、パンツスーツ、ニットスーツ、

カクテルドレス、ベスト付きワンピース 

×女子学生用制服、コート、ブラウス・シャツ・セーター類、

ホームドレス、マタニティドレス、子供用ワンピース 

×仕立代、被服修理代、被服賃借料、クリーニング代 

×和服→15へ 

15 
和服（男子用・婦人用）

（着物、帯など） 

中学生以上の男性・女性用の和服。祭り用、和服用下着、

帯地を含む。 

 

〇付下げ、雨コート、防寒コート、道行コート、浴衣、甚平、

羽織、羽織下、丹前、丹前下、はかま、帯地、長襦袢・肌

襦袢・裾よけ、和服用下着類、半纏 

×寝巻き、子供用和服、足袋 

×仕立代、被服修理代、被服賃借料 

16 腕時計 

〇懐中時計、ペンダント時計、指輪時計 

×掛時計、置時計 

×付属品、腕時計の電池交換代、腕時計の修理代 

17 

装身具（宝石、貴金属類、

ネクタイピンなどを含む

アクセサリー類） 

〇指輪、ネックレス、イヤリング、ブローチ、装身具用造花

（<コサージュ>） 

×アクセサリーの修理代・加工賃、リフォーム代 

 



 

 

商品・サービス名 内容例示 

医療 

18 

入院料 

出産入院料 

出産に伴う入院に係る一切の費用。 

 

〇手術料、薬剤料、治療代、食事代、新生児に係るもの 

×出産予約金 

×出産以外の入院→19へ 

19 
出産以外の

入院料 

出産以外の入院に係る一切の費用、長期入院（３か月以上）

している世帯員以外の親族などへの入院費を直接支払ってい

る場合を含む。 

なお、人間ドックなどの健康診断のための入院は除く。 

 

〇出産入院料以外の手術料、薬剤料、治療代、食事代 

×出産のための入院→18へ 

長期入院（３か月以上）している世帯員以外の親族などに 

入院費を送金している場合→50へ 

家具・家電 

20 
たんす（チェスト、ワー

ドローブ） 

×簡易洋服だんす（カバー付きハンガーラック、カバー付き

回転ハンガー）、下駄箱 

×修理代 

×食器戸棚→24へ 

21 ベッド 

〇ウォーターベッド、パイプベッド、子供用ベッド 

×ベビーベッド（乳児用）、医療用ベッド、ベッド用寝具類（ベ

ッドパッドなど） 

×修理代 

×ソファーベッド→26へ 

22 布団 

乳児用寝具は除く。 

 

〇組ふとん、かいまき、肌掛ふとん 

×無圧敷ぶとん、こたつぶとん、健康ぶとん 

×毛布、電気毛布、タオルケット、布団カバー・シーツ、マットレ

ス、枕、座布団、寝袋 

23 机・いす（事務用・学習用） 
×座卓 

×食卓→25へ 

24 
食器戸棚（サイドボード、

茶だんす、カップボード） 

〇ダイニングボード、リビングボード 

×キッチンカウンター 

×修理代 

25 
食卓セット（単品のみを

含む） 

主に、食事用として利用するもの。単品（食卓のみ、食卓

用いすのみ）を含む。 

〇食卓、食卓用いす 

×修理代 

   



 

 

商品・サービス名 内容例示 

26 
応接セット（単品のみを

含む） 

主に、応接用として利用するもの。単品（ソファーのみ、

テーブルのみ）を含む。 

 

〇ソファー、ソファーベッド、サイドテーブル、ソファーテ

ーブル、電動ソファー 

×食卓用家具→25へ 

×事務・学習用家具、机・いす（事務用・学習用）→23へ 

×修理代 

27 楽器（部品を含む） 

〇アップライトピアノ、オルガン、電子楽器（電子ピアノ、

キーボード、<エレクトーン>）、バイオリン、トランペット、

ハーモニカ、ドラム、琴、三味線 

×ピアノ用いす、ピアノ調律代、メトロノーム、譜面台、弦

の張替え 

×修理代 

28 冷蔵庫（冷凍庫を含む） 

〇冷蔵冷凍庫、低温貯蔵庫（米蔵、ワインセラー） 

×リサイクル料・運搬料 

×修理代 

29 

掃除機（ロボット型・ス

ティック型・ハンディ型

も含む） 

充電式も含む。 

 

○<ルンバ>などのロボット式掃除機、コードレスクリーナー、

布団掃除機 

×部品代、修理代 

30 
洗濯機（乾燥機、脱水機

を含む） 

〇乾燥機付き洗濯機、ガス乾燥機 

×リサイクル料・運搬料、部品代、修理代 

31 エアコン 

冷房、暖房機能を備えたもの、冷房専用を含む。取付代は

除く。 

 

〇エアコン、クーラー、窓用クーラー 

×空気清浄機、カークーラー 

×リサイクル料・運搬料、修理代 

×取付代→38へ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

商品・サービス名 内容例示 

32 

パソコン（タブレット型

を含む。周辺機器・ソフ

トは除く） 

本体を購入した際にセットで購入したディスプレイやキー

ボード、バッテリーなどを含む。その他の周辺機器・パソコ

ン用ソフト・消耗品を別に購入した場合は除く。 

 

〇タブレット型パソコン、<ｉＰａｄ>、デスクトップ型パソ

コン、ノート型パソコン、モバイルパソコン 

×携帯情報端末（ＰＤＡ） 

×周辺機器（ディスプレイ、キーボード、プリンター、モデ

ム、各種ドライブ、増設メモリ、マウス、スピーカー、ス

キャナー、ＰＣカード、接続ケーブル） 

×パソコン用ソフト、パソコン用ゲームソフト 

×消耗品（プリンタートナー、プリンター用紙） 

×リサイクル料・運搬料、修理代 

×インターネットプロバイダー接続料・通信料→02へ 

33 テレビ 

携帯型は除く。 

 

○ＤＶＤレコーダー内蔵型テレビ、ハードディスク内蔵型テ

レビ、ブルーレイディスクレコーダー内蔵型テレビ 

〇液晶テレビ、プラズマテレビ、４Ｋテレビ、３Ｄテレビ 

×携帯型テレビ、ワンセグ専用テレビ 

×プロジェクター、テレビ電話 

×テレビ台、部品、付属品、病院などのテレビ代、リサイク

ル料・運搬料、修理代 

34 

ビデオデッキ（ＤＶＤや

ブルーレイのレコーダ

ー、再生機など） 

テレビに接続して映像の録画・再生に使用するもの。携帯

型は除く。オーディオ系機器との一体型及びスピーカー付き

などのセットは除く。 

 

〇ＤＶＤプレーヤー、ビデオ搭載ＤＶＤレコーダー、ハード

ディスク搭載ＤＶＤレコーダー、ブルーレイプレーヤー、

ビデオ搭載ブルーレイレコーダー、ハードディスク搭載ブ

ルーレイディスクレコーダー、ビデオデッキ 

×ポータブルＤＶＤプレーヤー、ホームシアターセット、部

品、付属品、ＤＶＤレコーダーの修理代 

35 ゲーム機（ソフトは除く） 

テレビゲーム機本体。携帯型を含む。 

また、ソフトや付属品（コントローラーなど）とのセット

販売のものも含む。ゲームソフトは除く。 

 

〇<プレイステーション>４、<プレイステーション>Ｖｉｔａ、

ニンテンドー<Ｗｉｉ Ｕ>、<３ＤＳ>、<マイクロソフト> 

<Ｘｂｏｘ Ｏｎｅ> 

×ゲームソフト 



 

 

商品・サービス名 内容例示 

36 

カメラ（交換レンズのみ

を含む。使い捨てのカメ

ラは除く） 

交換レンズのみを含む。周辺機器及び修理代は除く。 

 

〇デジタルカメラ、写真機、一眼レフカメラ、<ポラロイド>

カメラ、望遠レンズ、広角レンズ、ズームレンズ、接写用

レンズ 

×ストロボ、レンズフィルター、カメラバッグ、部品、カメ

ラの修理代 

37 ビデオカメラ 

周辺機器及び修理代は除く。 

 

〇デジタルビデオカメラ、音声録音ができるビデオカメラ、

アナログビデオカメラ 

×部品、ビデオカメラの修理代 

住宅、自動車 

38 

家屋に関する設備費・工

事費・修理費（内装、外

装、門・塀・柵など。増

改築は除く） 

家屋の内装・外装に関する設備、器具類及び設備工事、修

理のための費用。 

なお、修繕材料費は除く。 

 

〇家屋の内装に関する設備費用 

・<エコキュート>、システムキッチン、システムバス、通

風器、換気扇、床下暖房、畳、ふすま、アルミサッシ、

アコーディオンカーテン、椅子式階段昇降機、便器付温

水洗浄器（ウオッシュレット）、洗面化粧台、浴槽、イン

ターホン、ガス給湯器（住宅全体に給湯できるもの）、電

気温水器、ブレーカー、瓦、風除室 

・設備器具の部品 

○家屋の外装、門・塀・柵などに関する設備費用 

・テラス、ベランダ、温室、物干台、プレハブの物置、煙

突、防犯灯 

・庭石、庭木・植木代 

・設備器具の部品 

〇工事費・修理費用 

・エアコン取付代、畳替代、板ガラス取替代、サッシ修理

代、床張替代、ふすま張替代、外壁塗装 

・フローリング工事費、電気やガスなどの設備工事費及び

修理費、温風ヒーター取付工事費、ボイラーの修理費、

電話設備工事費、インターネット設備工事費、設備器具

の取付工事費、屋根の修理費、ベランダ工事代、屋上防

水工事費、ガレージ工事費、煙突の掃除代、白あり駆除

検査･工事費、アンテナ工事、土止め工事、灯油タンク内

清掃、トタンペンキ、太陽光発電工事 

×増築・改築・新築費用、解体費用 

×照明器具、ＬＥＤ蛍光灯 

×給排水関係工事費→39へ 

×庭・植木の手入れ代→40へ 

×エアコン購入代金→31へ 



 

 

商品・サービス名 内容例示 

39 

給排水関係工事費（台所、

浴室、トイレ、配水管の

修繕維持・保守点検など） 

台所、浴室、洗面所、トイレ、水道、排水管などの水回り

設備に関する工事費、修繕維持費、保守点検費。 

 

〇排水管清掃代、水洗トイレ工事費、水漏れ修理、浴室改修

工事費、台所改造工事費、井戸工事費、水道工事費、下水

道工事費、システムキッチン取付料、給水給湯工事、水道

蛇口修理、給湯設備更新 

×水回り設備以外に関する工事費・修繕維持費及び保守点検

費、部品（蛇口など）購入、浄化槽 

×設備器具代（システムキッチン・便器付温水洗浄器・洗面

化粧台・浴槽など）→38へ 

40 

庭・植木の手入れ代（庭・

植木のせん定代、造園料

金など） 

植木や庭の維持、管理に必要なサービスに関するもの。 

 

〇庭・植木のせん定代、庭木薬剤散布代、植木屋支払い、庭

職人支払い、造園代金 

×草花、草花の種・球根等の園芸用品、肥料、土、植木鉢、

支柱、殺虫剤、消毒液などの園芸用品 

×庭石・庭木・植木代→38へ 

41 

自動車 

新車 

※購入月

に全額を

記入 

購入時の標準装備品を含めた本体価格（自動車取得税を含

む）。 

なお、買い替えによる下取りがある場合は、下取り額を差

し引いた金額。 

新古車は中古車に含む。 

 

〇軽自動車、乗用車、キャンピングカー、４ＷＤ 

×自家用以外の営業用での購入 

×自動車税、重量税、登録料、特別仕様料、付属品代 

×自賠責又は任意の自動車保険料→43又は44へ 

×自動車以外の輸送機器(オートバイなど)→45へ 

×自動車の整備・修理費→46へ 

42 

中古車 

※購入月

に全額を

記入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

商品・サービス名 内容例示 

43 

自動車保険料 

自賠責 

※車検・

購入時に

要記入 

自動車損害賠償責任保険（自賠責）の保険料。購入時及び

車検時にかかる自動車保険料。 

 

×オートバイ保険料などの自動車以外の輸送機器の保険料、

交通事故傷害保険料 

×任意加入保険料→44へ 

44 任意 

自賠責以外の任意加入保険の保険料。 

 

〇車両保険料、対人賠償保険料、対物賠償保険料、搭乗者傷

害保険料、ドライバー保険、自家用自動車総合保険（ＳＡ

Ｐ）、自動車総合保険（ＰＡＰ）、自動車保険（ＢＡＰ） 

×オートバイ保険料などの自動車以外の輸送機器の保険料、

交通事故傷害保険料、レンタカー保険料 

×自動車損害賠償責任保険料（自賠責）→43へ 

45 
自動車以外の原動機付輸

送機器（オートバイなど） 

自動車以外の原動機付きの乗物で、購入時の標準装備品を

含めた本体価格（取得税を含む）。中古購入を含む。 

 

〇スクーター、電動三輪・四輪車、モーターボート、ヨット

×電動機付自転車、自転車 

×オートバイ保険料などの保険料 

×自動車購入→41又は42へ 

46 
自動車整備費（修理代、

車検などの技術料） 

自動車本体の整備、修理に必要なサービスに関するもの。

自動車関連用品の取付代・修理代や自動車部品代は除く。 

 

〇定期点検料、保安確認料、車検のための整備費、グリスア

ップ、チューンナップ、エンジン周りの洗浄錆止め代、タ

イヤ交換工賃、ホイールバランス調整工賃 

×自動車部品代（タイヤ・バッテリー・オイル・サイドミラ

ーなど） 

×自動車関連用品（カーナビ・カーステレオ・カークーラー

など）の取付代・修理代 

×自動車以外の輸送機器整備費、バッテリーの充電代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

商品・サービス名 内容例示 

冠婚葬祭、仕送り金 

47 

挙式・披露宴などの婚礼

費用（宿泊費、交通費、

お祝い金は除く） 

新郎・新婦にかかる婚礼費用。世帯員以外の新郎又は新婦

のために、直接式場などに支払った場合を含む。 

 

○挙式の費用、結婚式費用、写真代 

○披露宴に用いる貸衣装代（新郎・新婦に限る） 

×交通費、新郎・新婦以外の貸衣装代、婚礼関係の積立金･

掛金、嫁入道具、後日のお返し物 

×挙式前後の宿泊や新婚旅行などの宿泊料→05へ 

×お祝い金、結納金、仲人への謝礼金、世帯員以外の人に挙

式・披露宴費用として渡した場合 

48 

葬儀・法事費用 (施主に

かかる費用。宿泊費、交

通費、香典料は除く） 

葬儀・法事の施主として行った費用。 

 

〇葬儀屋・法事費用（会葬のお礼・戒名料・食事代など） 

×交通費、葬儀関係費の積立金・掛金 

×葬儀・法事の際の宿泊料→05へ 

×仏壇・墓石→49へ 

×香典料、親族の葬儀・法事費用を負担した場合 

49 

信仰関係費（仏壇、神棚、

墓石の費用。寺・神社な

どへの寄付など） 

信仰関係にかかる一切の費用。祭具、墓石等も含む。 

 

〇寺の維持費、神社の氏子費、寺・神社への寄付、教会費、

教会献金、宗教団体の会費、宗教団体の寄付、御経料、永

代料、供養料、宗教的講などの掛金、塔婆料、仏流し、節

分の年男･稚児の費用、寺の婦人会費、おとき料、お寺志、

お布施、地鎮祭、建築志納金、神社祭典費、お宮参り費用、

祈とう料、安産祈願料、盆供養の諸経費（新盆を含む）、生

前戒名料、墓石戒名彫代、納骨堂・墓地の管理料・使用料、

墓石・墓地の改修費、墓地代、神仏具などの修理代、経机、

位牌、線香、ろうそく、数珠、霊場白衣（遍路用白衣） 

×教本 

×親族の墓石代などの費用を負担した場合 

50 

仕送り金（世帯外の人へ

の生活費、家賃、授業料

などの継続的な送金。 

 家賃や授業料を直接支

払った場合は除く） 

世帯外の方に対し、生活費、家賃、授業料などのために 

継続的に送金したお金。 

家賃や授業料などを直接支払った場合は除く。 

×ご祝儀、ご香典 

 
※ ＜＞で囲った商品名は商標登録されているものです。 


