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分　　類 品　　　目 単　価 分　　類 品　　　目 単　価 分　　類 品　　　目 単　価

1 電子レンジ ¥1,650 33 ビデオカメラ(放送用を除く） ¥550 65 PC（ノートブック型） ¥1,650

2 炊飯器 ¥1,650 34 プロジェクタ ¥550 66 モニター（電子計算機用）

3 ジャーポット ¥1,650 35 ビデオプロジェクション ¥550 67 プリンター ¥1,100

4 食器洗い乾燥機・洗浄機 ¥1,650 36 BC/CSアンテナ ¥550 68 フォトプリンター ¥550

5 電磁調理器卓上型 ¥1,100 37 CS専用アンテナ ¥550 69 電球（蛍光管を除く） \40/個

6 換気扇 ¥1,650 38 CSデジタルチューナ ¥550 70 電気照明器具 ¥1,100

7 空気清浄機 ¥1,650 39 地上デジタルチューナ ¥550 71 光学機械器具 カメラ ¥1,100

8 加湿器 ¥1,650 40 ケーブルテレビ用STB ¥1,100 72 時計 時計 ¥550

9 除湿機 ¥1,650 41 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｰﾃﾞｨｵﾌﾟﾚｰﾔ(ﾒﾓﾘｰ） 73 据置型ゲーム機 ¥880

10 扇風機 ¥1,100 42 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｰﾃﾞｨｵﾌﾟﾚｰﾔ(HDD） ¥550 74 携帯型ゲーム機 ¥550

11 掃除機 ¥1,650 43 テープレコーダ ¥550 75 電卓 ¥330

12 電気カミソリ ¥330 44 MDプレーヤ ¥550 76 電子辞書 ¥330

13 家庭用生ごみ処理機 ¥1,650 45 ステレオセット 77 家庭用ﾏｯｻｰｼﾞ機器及び装置 ¥5,500

14 ジューサーミキサー ¥550 46 CDプレーヤー ¥550 78 家庭用電気・光線治療器 ¥550

15 コーヒーメーカー ¥550 47 ICレコーダ ¥330 79 家庭用磁気・熱療法治療器 ¥550

16 トースター ¥1,100 48 アンプ ¥1,100 80 家庭用吸入器 ¥550

17 ホットプレート ¥550 49 スピーカシステム 81 家庭医療用物質生成器

18 電動歯ブラシ ¥110 50 ヘッドホン及びイヤホン ¥330 82 補聴器 ¥220

19 携帯用電気ランプ ¥550 51 カーナビゲーションシステム ¥550 83 電子体温計 ¥220

20 電気ストーブ ¥1,650 52 カーカラーテレビ ¥550 84 電子血圧計 ¥550

21 電気カーペット、こたつ ¥1,650 53 カーDVD ¥550 85 電子キーボード（卓上型） ¥2,200

22 ヘアドライヤー ¥550 54 カーステレオ ¥550 86 電気ギター ¥2,200

23 電気アイロン ¥550 55 カーCDプレーヤー ¥550 87 ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞｹﾞｰﾑ（ﾐﾆ電子ｹﾞｰﾑ） ¥550

24 家庭用ミシン ¥1,650 56 カーMD ¥330 88 ハイテク系トレンドレイ

25 電話機 ¥550 57 カーアンプ ¥550 89 電気ドリル（電池式含む） ¥550

26 ファクシミリ ¥1,100 58 カースピーカー ¥550 90 電気のこぎり ¥550

27 携帯電話 ¥110 59 カーチューナ ¥550 91 その他の電動工具 ¥550

28 公衆用PHS端末 60 カーラジオ ¥550 92 リモコン ¥330

29 ラジオ放送用受信機、ラジカセ ¥1,100 61 VICSユニット ¥550 93 キーボードユニット ¥550

30 ビデオテープレコーダー（ｾｯﾄ） ¥1,100 62 ETC車載ユニット ¥550 94 ゲーム用コントローラ ¥330

31 DVD-ビデオ ¥1,100 63 デジタルカメラ ¥550 95 プラグ・ジャック ¥220

32 BDレコーダ/プレーヤ ¥1,100 64 電子計算機 PC（デスクトップ型） ¥1,650 96 ACアダプタ ¥550

※フロンガス入りは別途要見積
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