
（別紙）物品　営業種目一覧表

番号 名称 番号 名称

01 文房具類 文房具、事務用品

02 紙類 用紙、封筒、ダンボール

03 パソコン類 パソコン、サーバー、プリンター等周辺機器

04 事務用機器類 複写機等OA機器

05 印章用品 ゴム印、印章、木印

06 机・椅子・スチール製品 机、椅子、ロッカー、スチール製家具

99 その他 金庫　等

01 書籍 図書、書籍、CD、DVD

02 学校教材、保育教材

03 運動用具 スポーツ用品全般、体育用品

04 楽器 楽器、楽譜

05 遊具 学校用、保育所用、一般教材遊具

99 その他 新聞　等

01 家具 木製家具、スチール家具、応接セット、水屋

02 室内装飾品 絨毯、カーテン、ブラインド、どん帳、暗幕

99 その他

01 衣料品・繊維製品 作業服、園児服、帽子、白衣、衣料品雑貨、手芸、裁縫用、白布

02 皮革・ゴム 靴、長靴、雨衣、手袋、傘、かばん

99 その他 寝具、敷物、シート、旗　等

01 オフセット印刷 一般印刷

02 特殊印刷 シール、地図、写真

03 デザイン作成 印刷に伴うもの

99 その他

01 医療薬品 家庭薬、診察用、検査用、介護用品、ワクチン、検査試薬

02 理工化学薬品 水処理剤、消石灰、試薬、工業用薬品、農業薬品

03 衛生材料 包帯、ガーゼ、脱脂綿、紙おむつ、マスク

04 医療機器・福祉機器 検査用、手術用、介護用品、検査用機械器具

05 理化学機器 電気計測器、化学分析装置、公害測定機器

06 光学機器 光学機械器具、鉱業計器

07 計測機器 測定機器、測量機器

99 その他 獣医科用機器　等

01 鋼材 パイプ、ワイヤーロープ、鉄筋、鉄板

02 ビニール管製品 硬質塩化ビニール管、雨樋

03 セメント類（製品を含む） セメント、コンクリート、ブロック、ヒューム管、Ｕ字溝、境界石

04 アスファルト類 ストックファルト、工業用

05 砂利・採石 工業用、園芸用

06 建築資材 ガラス、畳、襖、トタン

07 塗料類 溶剤、接着剤、ハケ

08 交通安全資材 道路標識、カーブミラー、バリケード、カラーコーン

99 その他 木材、金網、フェンス　等

01 家庭電器 電化製品、照明器具

02 電気通信機器 通信用機器、電話

03 電気材料 コード、電気部品、電気工事材料

99 その他

01 産業機械器具 ポンプ、クレーン、ブルドーザー、削岩機

02 厨房機器・調理器具 調理台、流し台、レンジ、自動食器洗機、湯沸器

03 公害対策関係機器

99 その他

01 消防用具 消防ホース、消火器、防火用具、防火服

02 防災・保安用品 安全靴、ヘルメット、救助器

99 その他

01 石油燃料 ガソリン、軽油、重油、灯油、混合油

02 ガス類 LPガス

99 その他

01 自動車 一般自動車、トラック、バス

02 特殊車両 消防車、塵芥車

03 自動車部品 タイヤ、バッテリー、ワイパー　等

99 その他 オートバイ、自転車、船舶、乳母車、車椅子、運搬車　等

01 給食材料

02 菓子類 学校用、保育所用、会議用、行事用

03 飲料類 お茶、ジュース、酒類

99 その他 弁当　等

12 車両

13 食料品類

09 機械器具類

10 消防・保安用品

11 燃料

薬品・医療用品・

　　　　理化学機器類
06

07 建設資材

08 電気通信機器類

03 家具・調度品類

04 繊維・皮革・ゴム類

05 印刷類

02 図書・教材類

業種 営業種目
取扱物品等（例示）

01 文具・紙・事務用機器類



（別紙）物品　営業種目一覧表

番号 名称 番号 名称

業種 営業種目
取扱物品等（例示）

01 日用雑貨 トイレットペーパー、ゴミ袋、掃除用品、洗剤　等

02 記章・記念品・額 バッジ、メダル、トロフィー、時計、貴金属、ギフト用品、額　等

03 金物・荒物類 包丁、まな板、なべ、やかん　等

04 園芸、肥飼料 鉢、樹木、草花、球根、生花、造花、肥料、飼料

05 写真・青写真 DPE、カメラ、フィルム、映画フィルム

99 その他

01 選挙用品 記載台、投票箱、

02 看板、標識 懸垂幕、広告看板、案内板、表示板　等

03 電力供給、買い取り 一般電気事業者、特定規模電気事業者に限る

99 その他

役務・業務委託　営業種目一覧表

番号 名称 番号 名称

01 建物清掃 一般建物清掃、病院清掃　等

02 屋外清掃 公園、道路、側溝、海岸の草刈及び清掃

03 下水道・河川清掃 管渠内清掃、汚水桝清掃　等

04 貯水槽清掃

05 浄化槽清掃

06 害虫駆除 ねずみ、白蟻、樹木、鳥害　等

07 剪定・樹木伐採 ※ 道路、公園に関するものを除く

99 その他 ボイラー清掃　等

01 有人警備 施設警備、交通誘導警備

02 機械警備

99 その他 受付、電話交換　等

01 消防設備 屋内消火栓、火災報知機、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ等点検

02 空調設備 冷暖房設備、空調自動制御機器等の保守

03 電気設備

04 ＯＡ機器・事務機器 サーバー、ソフト・ハード関連機器

05 浄化槽

06 環境関係測定機器 大気測定関係機器、水質汚濁監視機器等の保守

07 施設管理 ごみ処理施設、下水道施設、し尿処理施設　等

99 その他 エレベーター、無線機、地震計　等

01 ダイオキシン

02 大気・水質調査 大気、飲料水、河川、排水調査　等

03 騒音・振動調査

04 アスベスト調査

05 漏水調査 上水道及び学校施設等の調査

99 その他 日照、電波障害、生物調査、流量調査、磁気探査　等

01 車両 自動車、バス、建設用車両　等

02 ＯＡ機器・事務機器

03 放送設備機器

04 イベント用品

05 清掃用品 マット、モップ　等

99 その他

01 システム開発

02 データ入力・処理業務

99 その他 インターネット関連　等

01 一般廃棄物 一般廃棄物の収集・運搬・処理

02 産業廃棄物 産業廃棄物の収集・運搬・処理

03 資源ゴミ回収 資源ごみの回収、樹木のチップ化、鉄屑　等

99 その他 放置自動車の処分

01 車両整備 車検、車両整備

02 損害保険

03 運輸送、旅客 貨物運送、書類配送、旅客運送、旅行業　等

04 クリーニング

05 健康診断

99 いずれにも属さない業務

役務・業務内容（例示）

57 廃棄物処理　等

58 その他

業種 営業種目

54 調査・分析・検査　等

55 リース・レンタル

56 情報処理

53 管理・保守

15 その他

51 清掃等

52 警備

14 日用品類・雑類


