
１ 物品の販売、修繕等

取 扱 品 目 例

101 文具類 文房具、事務用消耗品

102 紙 一般用紙、ＰＰＣ用紙、特殊加工紙、封筒等

103 印判  ゴム印、木印等

104 ＯＡ機器
パソコン、周辺機器、複写機、ファックス、プロジェク
ター、ＯＡ関連消耗品、ソフトウエア等

105 選挙用品 投票用紙交付機、記載台、投票箱等

106 事務機器 事務机、保管庫、製図機等

201 一般印刷  冊子、ポスター、パンフレット、封筒、名刺等

202 フォーム印刷  電算用帳票類等

203 地図・航空写真  地図製作、航空写真撮影等

204 複写  青写真、コピー、マイクロ等

3 写真類 301 写真  カメラ等

401 医薬品  医薬品、動物用薬品、衛生材料等

402 産業用薬品  化学工業薬品、農業薬品、水道用薬品等

501 石油製品  ガソリン、軽油、灯油、重油、オイル等

502 ガス類その他  プロパンガス、酸素ガス等

601 被服  制服、作業服、白衣、帽子等

602 皮革・ゴム製品
作業靴、安全靴、運動靴、ゴム長靴、鞄、雨衣、地下
足袋等

603 寝具 布団、パジャマ等

604 テント・シート テント、シート等

701 医療機器  医療用機器、介護・福祉機器等

702 光学・計測機器  分析測定機器、試験機器、理化学機器等

801 農林水産機器  農業用機器、畜産用機器等

802 土木建設機器   削岩機、建設重機等

803 一般工作機器 工具類、旋盤、プレス機械、切断機等

804 産業用電気機械・電気設備
発電機、モーター、空調設備、空気清浄機、映像・音
響装置、屋外・舞台照明器具等

901 家庭用電気機器  ＯＡ関係を除く家電全般

902 通信機器  電話機、無線通信機器、放送用機器等

903 駐車場関連機器  自動精算機等
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電気・通信機器
類
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営 業 種 目 表

薬品類

品目 コ ー ド  営業種目

1

2

文具・事務用機
器類

印刷類



1001 厨房機器
調理台、流し台、調理用機器、給食用機器、給湯関
連機器、浴槽関連機器等

1002 給排水衛生関係機器 水道用機器、廃棄物処理用機器等

1003 繊維関連機器 ミシン、編機等

1004 仮設建物 プレハブ物置、トイレ等

1005 その他諸機器 発券機、両替機、業務用洗濯機等

1101 書籍   一般図書、地図等

1102 視聴覚映像ソフト ビデオ、ＤＶＤ等

1103 学校用品 教材、理科実験器具等

1104 保育用品 保育用教材、遊具等

1105 運動用具 各種スポーツ用品、レジャー用品等

1106 楽器 楽器、レコード等

1107 標本・美術品  模型、標本、絵画、額縁等

1201 家具   家具全般

1202 室内装飾   じゅうたん、カーテン、畳、建具等

1301 車両・車両部品  自動車、二輪車、自転車、関連部品等

1302 車両修繕・整備 自動車修理等

1303 船舶その他     船舶、関連部品等

14 百貨店 1401 百貨店
従業員５０人以上で衣食住に関する商品を取り扱っ
ているもの

1501 日用雑貨 金物、荒物、清掃用具、洗剤、ゴミ袋、軍手等

1502 贈答  記念品、贈答品等

1503 徽章  徽章、バッチ等

1601 消防用品 消防ポンプ、ホース、消火器、防災用品等

1602 消防自動車 消防自動車

1603 交通安全用品 反射たすき、啓発ビデオ、啓発用品等

1701 食料品 食料品、飲料品等

1702 自動販売機 自動販売機による販売

1801 時計・貴金属 時計、宝石、眼鏡等

1802 染料・塗料   染料、塗料等

1803 看板・旗 看板、旗、懸垂幕、花輪等

1804 種苗・飼肥料 種苗、飼料、肥料、生花、造園用品等

1805 建設用資材 鋼材、アスファルト、砂利、木材、ガラス等

1806 その他 いずれにも属さないもの
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取 扱 品 目 例

1901 警備   警備保障、機械警備、警備員の派遣等

1902 建物清掃 ビル清掃、除草等

1903 貯水槽・浄化槽清掃  貯水槽・浄化槽の清掃、管理等

1904 駆除 害虫駆除、ねずみ駆除等

1905 施設の運転管理  ビルメンテナンス

1906 電気・機械設備の保守 電気保安、空調設備保守、エレベーター保守等

1907 消防設備の保守  消防設備の保守点検

2001 古物  買い受け、回収

2002 一般廃棄物処理  収集、運搬、処分

2003 産業廃棄物処理  収集、運搬、処分

2101 電算業務   プログラム作成、システム開発、データ入力等

2102 医事業務  医事業務

2103 給食業務   給食業務

2104 施設の運営  電話交換、受付、案内等

2105 人材派遣 翻訳､速記､テープ起こし､講師派遣､研修等

2201 ＯＡ機器 パソコン、周辺機器、複写機、ファックス等

2202 電気・通信機器 電話機、無線通信機器、放送用機器等

2203 医療機器 医療機器、介護・福祉用品等

2204 仮設建物 プレハブ建物等

2205 その他リース  その他諸機器、総合リース等

2301 造園   造園、植木の剪定・消毒・管理等

2302 運送   物品等の運送、運転代行、貸切バス等

2303 出版・デザイン  印刷物の企画・編集、デザイン、イラスト等

2304 写真撮影 記念写真撮影等

2305 クリーニング クリーニング

2306 広告・イベント
新聞・チラシ広告の企画製作、イベント企画・運営・会
場設営等

2307 保険 生命保険、損害保険等

2308 検査・調査・分析   食品検査、臨床検査、環境調査、建物調査等

2309 その他 いずれにも属さないもの

業務代行

建物管理

２ 役務の提供

リース業

その他サービス23
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営業種目

資源回収

 品目 コ ー ド  


