
区分 営業種目 番号 物品の種類(品目名)例示（物品） 必要な資格・許可・登録等

事務用機器類 文房具事務用品 0101
文房具、事務用機械器具類（事務用小物等、事務用品の全品目。ただし、什器を除く※什
器へ）、紙袋等

印章類 0102 印章、木印、ゴム印、日付印等

事務用機器 0103
複写機、印刷機、複合機、シュレッダー、レジスター、製本機、OCR装置等　（ファクシミリ
等通信機器を除く　※電気・通信機器へ）

用紙 0104 コピー用紙、再生紙、加工紙、ノーカーボン紙、和洋紙、更紙等

封筒 0105 封筒

OA機器・AV機器類 パソコン周辺機器 0201
パソコン、タブレット、パソコン用プリンター、パソコン用周辺機器、サーバー、バックアップ
装置、無停電装置等、無停電電源装置（ＵＰＳ）等

パソコン周辺用品 0202 ＵＳＢメモリ、磁気テープ、ＳＤカード等
ソフトウエア 0203 ＯＳ、アプリケーションソフト、ウイルス対策ソフト、その他のパソコン用ソフト等
消耗品 0204 トナー、プリントユニット等
ＡＶ機器 0205 映像・音響機器（テレビ、ビデオ、ステレオ、プロジェクター等）、デジタルカメラ等

什器 一般什器 0301 事務用机、椅子、キャビネット、金庫、ロッカー、書庫類、図書館用什器、パーテーション等

木製加工品 0302 学校用机、学校用椅子、作業用机等

その他 0399 移動棚、調剤台、実験用什器、机上ガラス、黒板等

家具・調度品類 家具類 0401 応接セット、ソファー、ベッド、特注家具等

室内装飾品・寝具類0402 カーテン、暗幕、ブラインド、じゅうたん、カーペット、寝具（布団、綿毛布、ブランケット）等

畳 0403 畳

書籍・教材・運動用品類書籍類 0501 図書、地図、雑誌等（ビデオ・ＣＤ・ＤＶＤ等電子出版物含む）

教材類 0502 学校教材、教育機器、理科実験器具、模型、標本、保育教材、保育用品、幼児教材等

音楽用品 0503 楽器、音楽用品（譜面、音楽ＣＤ）等

美術用品類 0504 美術品、美術用品類等

運動用品類 0505 スポーツ用品、運動器具、武道具（柔道畳、剣道防具等）、スポーツ競技測定機器等

遊具 0506 室内遊具、公園遊具等

印刷・製本 広報印刷 0601 組合広報紙の印刷

一般印刷 0602 組合広報紙以外の一般的な印刷、ラベル等

封筒印刷 0603 封筒印刷

フォーム印刷 0604 連続伝票用紙、ＯＣＲ・ＯＭＲ伝票用紙、帳票類、通知書類、圧着ハガキ等

特殊印刷 0605 特殊加工印刷、大判カラーコピー、図書カード、磁気カード、ＩＣカード、点字、印鑑登録証等

複写業務 0606 コピー、青写真、第二原図、ＣＤＲ焼付、電子媒体コピー

製本 0607 製本、表装等

地図 0608 ガイドマップ、都市計画図、白図、航空写真等

百貨・日用・記念品類 日用雑貨類 0701 日常生活用品、台所用品、清掃用品、食器、花器、塗料、溶剤、接着剤、トイレットペーパー等

百貨・贈答品類 0702 百貨、ギフト用品、金券、旅行券等

記章・記念品類 0703 腕章、記章、トロフィー、ワッペン、楯、記念品等



区分 営業種目 番号 物品の種類(品目名)例示（物品） 必要な資格・許可・登録等

時計・貴金属類 0704 時計、貴金属等

衣料・革製品類 被服類 0801 制服、作業服、防寒着、雨具、防災活動服、事務服、白衣等

皮革・ゴム製品 0802 長靴、作業靴、かばん、革製品、ゴム製品等

食品類 食品関係 0901 一般食料品、米、お茶、酒類等
食品販売業登録、食品衛生法営業許
可証、米穀出荷・販売届出、酒類販売
業免許証

看板・保安用品類 看板類 1001 看板、掲示板、表示板、案内板、広告用品等

旗・垂幕類 1002 旗、のぼり旗、団旗、横断幕、垂幕等

保安用品類 1003 標識、カーブミラー、保安灯、避難器具、ヘルメット、スノーポール等 

消防・防災用品類 消防機器類 1101 消防機器、消火器、消防ポンプ、消防用ホース等、消火栓等

消防用品類 1102 防火衣、ヘルメット、防火長靴等

防災用品類 1103
緊急持出品、非常用食品、救急・衛生用品、避難施設、テント、防災準備用品、非常用ト
イレ等

車両類 軽自動車 1201 軽自動車

普通自動車 1202 小型・普通自動車

バス 1203 マイクロバス、小型バス、中型バス、大型バス

トラック 1204 トラック

消防車両 1205 消防車、消防ポンプ積載車等

除雪車 1206 除雪ドーザ、除雪グレーダー、ロータリ除雪車、ホイールオーダー等の除雪車

特殊車両 1207 給水車、凍結防止剤散布車、移動図書館、圧雪車等上記以外の車両

車両用品類 1208
自動車用部品・用品類、タイヤ（大型・特殊車両用含む）、バッテリー、カーナビ等、車両用
バッテリー、ドライブレコーダー等

バイク・自転車類 1209 自動二輪車、原動機付自転車、自転車等

機械器具類 除雪機 1301 小型除雪機（ハンドガイド型）等

建設機械 1302 除雪機を除く建設機械、圧搾機、ミキサー、フォークリフト、杭打機、測量機器等

産業機械器具 1303 発電機、切断機、ボイラー、ポンプ、コンベア、し尿処理機械等

農業用機械器具 1304 コンバイン、トラクター、芝刈機、刈払機、農機具、畜産用機器、農産品加工機器等

工作用機械器具 1305 旋盤、ボール盤、研削盤、フライス盤、プレス、切断機、圧延機、機械工具、木工機械等

その他 1399 ろ過機、生ゴミ処理機、その他の機械器具（具体的な品目名を記載してください）

医療・理化学機器類 管理医療機器 1401
医薬品医療機器等法の高度管理医療機器・特定保守管理医療機器。管理医療機器に該
当する医療機器（自動体外式除細動器（ＡＥＤ）、心電計等）

高度管理医療機器等販売業許可、管
理医療機器販売業届出、医療用具販
売業の許可

一般医療機器 1402
医薬品医療機器等法の一般医療機器に該当する（許可・届出不要のもの）医療機器、医
療用品

理化学機器類 1403 分析機器、試験実験機器、殺菌機、光学器械器具（検査用カメラ、双眼鏡、顕微鏡等）等

計量・測定機器類 1404 気象観測機器、環境測定機器、電子測定機器、ガス検知器、メータ計器類等 計量器販売等事業登録証

トラックスケール 1491 環境衛生施設のトラックスケール（計量装置）

古物商営業許可（中古車と記入の場
合）機



区分 営業種目 番号 物品の種類(品目名)例示（物品） 必要な資格・許可・登録等

医療用薬類 1501 医療薬品、ワクチン、医療用酸素、笑気ガス、血清、培地、動物用医薬品等 薬局開設許可、医薬品販売業許可、動物用医薬品販売業許可

衛生材料 1502 ガーゼ、脱脂綿、マスク、歯科材料、紙おむつ等、消毒液等

介護用品 1503 車イス、介護用おむつ、介護用ベッド、歩行器等

工業用薬品 1504
凝集剤、活性炭、硫酸、水酸化ナトリウム、塩素、脱臭剤、次亜塩素酸ナトリウム溶液、塩
酸、苛性ソーダ、ボイラー薬品、抗菌剤、プール用薬剤、防さび剤、下水処理剤、浄化槽
薬剤等

毒物劇物販売業登録

防滑材・融雪材 1505 融雪材、凍結防止剤、プラスチック分解防滑材等

農薬・農業資材類 1506 農薬、除草剤、防疫剤、肥料、飼料、農業用殺虫剤等 農薬販売業届、肥料販売業届、毒物劇物販売業登録（農業用品目）

木材 1507 木材、竹材、丸太、木杭等

コンクリ・アスファ
ルト・レンガ・石
類

1508 コンクリート類、セメント・アスファルト舗装材、砂、砕石、骨材、レンガ、常温合材、タイル等

金属類 1509 鉄鋼、鋳鉄（マンホール蓋等）、ボルト・ナット類、バルブ、管材料、水道資材

その他（薬品・材料） 1599
塗料、石灰石、ゴム製品、水道資材（非金属材料）、その他（具体的な品目名を記載してく
ださい）

毒物劇物販売業登録（毒物・劇物に
該当するものを扱う場合）

厨房・冷暖房機器類 業務用調理機器 1601 調理器、厨房器具、流し台、調理台、ガス台等
業務用洗浄・消毒機器 1602 食器洗浄機、食器消毒保管庫等
業務用冷蔵・冷凍機器 1603 冷蔵庫、冷凍庫等
業務用食器等 1604 食器、配膳車等
業務用冷暖房機器類 1605 暖房機器、冷房機器、空調設備、ボイラー等

浴槽・トイレ 1606 風呂釜、ユニットバス、トイレ等

その他 1699 その他の厨房・冷暖房機器類（家電含む）（具体的な品目名を記載してください）

電気・通信機器 通信用機器 1701 電話機、有線放送装置、ファクシミリ、無線機、電信機、放送関連機器（マイク、スピーカー)等

照明器具 1702 電球・蛍光灯等照明

防犯カメラ・監視
カメラ

1703 防犯カメラ、監視カメラ、ネットワークカメラ及びネットワークビデオレコーダー

その他 1799
受変電設備、自家発電設備、蓄電池（非常用電源）、電化製品、バッテリー、その他（具体
的な品目名を記載してください）

石油製品・燃料等 石油製品 1801 ガソリン、重油、軽油、灯油、潤滑油等

ガス類 1802 ＬＰガス等

固形燃料等 1803 石炭、コークス、木炭、石油外燃料等

資源回収 古物商 1901 鉄くず、木材、スクラップ、古紙等の買取等 古物商営業許可
ＯＡ機器類リース・レンタル 2001 パソコン、複写機、複合機、複写機、印刷機、複合機、パソコン用周辺機器、サーバー等
ソフトウエアリース・レンタル 2002 システム、ソフトウェア等

一般賃貸 医療機器リース・レンタル 2006 医療機器類（ＡＥＤ、心電計等） 高度管理医療機器賃貸業許可

揮発油販売業登録通知書、石油製品販売
業開始届出書、石油製品販売業届出書、
高圧ガス販売営業許可書（高圧ガス販売
事業届書）、液化石油ガス



区分 営業種目 番号 物品の種類(品目名)例示（物品） 必要な資格・許可・登録等

（リース・レンタル） 教育関係機器リース・レンタル 2008 教材、教育機器、視聴覚教育機器、教材用映画フィルム、体育機器類
貸テントリース・レンタル 2010 テント
貸トイレリースレンタル 2012 トイレ
マットレンタル 2013 出入り口用マット、業務用マット等
掃除用品レンタル 2014 モップ、クリーナー等
その他のレンタル 2098 上記以外のレンタル物品（具体的な品目名を記載してください）
その他のリース 2099 上記以外のリース物品（具体的な品目名を記載してください）

車両賃貸 車両（普通）レンタル 2101 軽自動車、普通自動車
車両（大型）レンタル 2103 大型車両（バス、大型トラック等）
土木建設機械レンタル 2105 土木建設機械、機械工具、除雪機械等

その他 電力 4901 電力販売 特定規模電気事業開始届出書

舞台関係機器類 4904 舞台照明、舞台用音響・非常・業務用放送設備、暗幕（舞台用）、舞台用幕、舞台用機材等

斎場・火葬用品 4905 火葬炉台車保護剤、火葬炉用品、骨壺、六角袋等

券売機 4906 券売機、両替機、料金精算装置、自動料金収納機、自動販売機等

ごみクレーン部品 4991 ごみクレーン給電ケーブル

その他 4999 その他（具体的な品目名を記載してください）


