
取扱品目の例 添付書類の例 備考

1 事務用品
文具製品、ノート・封筒等の紙既製品、ファイル類、回転印、スタンプ、製図用
品

2 紙　類 コピー用紙、一般用紙、画用紙、プリンタ用紙

3 特殊紙類 偽造防止用紙、発券機用ロール紙、水道メーター検針用紙

4 OA・PC関連用品 パソコン関連用品、サプライ用品、ソフトウエア（開発を除く。）

5 事務機器
パソコン、プリンタ、印刷機、複写機、ＦＡＸ、スキャナ、シュレッダー、紙幣計算
機、製本機、レジスター、郵便秤、電卓、プロジェクター、事務機器類の賃貸

6 公共施設家具
オフィスデスク・チェア、会議用テーブル・イス、応接セット、ロビーチェア、パー
ティション、ホワイトボード、カウンター、棚類、収納保管庫、金庫、ロッカー、児
童生徒用机・椅子、公共施設家具類の賃貸

7 印　章 ゴム印、公印

2 家電製品類
炊飯器、レンジ、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機、テレビ、掃除機、オ－ディオ機器、
ラジオ、エアコン、ストーブ（石油・ガス用を含む。）、扇風機、加湿・除湿機、家
庭用照明器具

※設置工事等が必要な場合は、そ
の工事に必要とされる資格
建設業許可証（電気工事業）
電気工事業登録証

施設等の音響設備⇒【３-３】

業務用の厨房機器⇒【６】

賃貸⇒【３７】

1 電　話 電話通信機器（電話機、電話交換機、携帯電話）

2 無　線 無線機器、通信制御装置、通信システム関係機器

3 放送音響機器 放送設備機器、校内チャイム時計、施設等の音響設備機器

4 その他 監視カメラ、防犯カメラ、電光掲示板、業務用インフォメーションディスプレイ

1 医療用機械器具
超音波診断装置、血球計数測定装置、自動体外式除細動器、観察用モニ
ター、救急用資機材、手術用資機材

2 歯科医療機械器具 歯科診療用設備機器

3 介護用機械器具 車椅子、介護ベット、補聴器、補装具、福祉用具機器、介護用品

1
理化学分析

計量・測量機器
電気計測器、化学分析装置、材料試験機、公害測定器、光学器械機器、工業
計器、測量機器、自動秤、天秤、トランシット、流速計、境界金属プレート

2 その他 上記機器に関連する部品、消耗品等

1 調理機械器具
冷蔵庫、冷凍庫、牛乳保冷庫、プレハブ冷凍庫、真空冷却機、給食用調理器
具

2 調理台 調理台、流し台、システムキッチン

3 給湯器 ガス給湯器、電気給湯器

4 食器類 陶器、磁器、漆器、硝子器、学校給食用食器

5 その他
給茶機、配膳車、消毒用保管庫、ガス回転釜、食洗機、ガスコンロ、電磁調理
台

※設置工事等が必要な場合は、そ
の工事に必要とされる資格
建設業許可証（電気工事業）
電気工事業登録証

1 農畜産業用機械器具 刈払機、芝刈機、噴霧機、搾乳機、鳥獣害対策用器具、トラクター

2 林業用機械器具 チェーンソー、ウィンチ、集材機、選果器

3 水産業用機械器具 魚群探知機、魚網、ブイ 船舶関連⇒【１１-３】

4 土木建設用機械器具 フォークリフト、ショベルカー、ブルドーザー、投光機、工事用発電機
救助防災用発電機⇒【８-６】
施設用発電機⇒【１０-５】

5 その他 旋盤、木工機械、電動工具、溶接機、大工道具、左官道具、溶接器具 資材関係⇒【３１】

1 消防用機器 小型動力ポンプ、消防ホース、空気呼吸器 消防車両⇒【１１-２】

2 防火用機器 消火器、泡消火剤、火災報知機、避難はしご

3 避難・救助用機器 救助資機材、潜水具、登山具、探索機器、暗視装置、緩降機、救命胴衣 救急用資機材⇒【４-１】

4 防災・防疫用機器
非常食、防災用品、災害用トイレ、防疫防護用品（特殊マスク、防護服、ゴーグ
ル等）

救急隊用感染防止衣⇒【４-１】

5 保安用機器 護身用品、防犯用品、防犯ブザー、緊急通報器具 防犯カメラ⇒【３-４】

6 その他 回転灯、オイル吸着マット、救助防災用発電機
工事用発電機⇒【７-４】
施設用発電機⇒【１０-５】

1 学校教育用教材機器 黒（白）板、理科実験機器、実習用機器（調理台、陶芸窯等）、視聴覚機器
楽器・音楽ソフト⇒【２７】
スポーツ用品⇒【２８】
映像ソフト⇒【３０】

2 保健用教材機器
身長計、体重計、座高計、視力検査器、オージオメーター、残留塩素測定器、
診察ベッド、保健室棚

医療機器⇒【４】

3 保育用教材機器 保育玩具、保育用具、保育図書、保育用映像ソフト、心身発達教材器具
楽器・音楽用品⇒【２７】
スポーツ用品⇒【２８】

7

動物用医療機器を含む。

医療用ガス（ボンベ充填含む。）
⇒【２０-１】
医薬品⇒【１５】
賃貸⇒【３７】

細 区 分

1
事務用品類

事務機器類

印刷業⇒【１３・１４】
デジタルカメラ⇒【２６】

事務機器類及び公共施設家具
類以外の賃貸⇒【３７】

住宅用家具類⇒【２１】

パソコン関連用品⇒【１-４】

賃貸⇒【３７】

理化学分析機器類

計量・測量機器類

営 業 種 目

農林畜産・水産

土木建設

関連機械器具類

別 表　

6
厨房機器類

（家電製品を除く。）

5

※設置工事等が必要な場合は、そ
の工事に必要とされる資格
建設業許可証（電気工事業）
電気工事業登録証
建設業許可証（電気通信工事業）

業　種　区　分　表

3
通信機器類

放送音響機器類

4
医療機器類

介護機器類

8

9
学校・保育

教材機器類

消防・救助

防災・保安

機械器具類

学校用教材機器⇒【９-１】

医療機器製造業許可証
医療機器製造販売業許可証
医療機器修理業許可証
高度管理医療機器等販売業許可証
管理医療機器販売業届出書
特定計量器販売事業届出書

建設業許可証（消防施設工事業）

特定計量器販売事業届出証
特定計量器修理事業届出証
放射性同位元素販売業届出証

※設置工事等が必要な場合は、そ
の工事に必要とされる資格
建設業許可証（電気工事業）
電気工事業登録証

一般家電製品⇒【２】

学校用教材機器⇒【９-１】



1 上水道用機械器具 水道メーター、上水道用機器関連用品 建設業許可証（水道施設工事業）

2 下水道用機械器具 マンホール鉄蓋、ポンプ、ろ布、ろ材、下水道用機器関連用品

3 清掃工場用機械器具 ポンプ配管部品、ろ過布、ろ材、清掃工場用機器関連用品 建設業許可証（清掃施設工事業）

4 プール・浴場用機械器具 プールろ過器、ろ材、プール用機器関連用品 建設業許可証（水道施設工事業）

5 その他 生ごみ処理機、蓄電池、施設用発電機

1 一般車両 普通車、軽自動車

2 特殊車両
バス、ダンプ、消防車、救急車、塵芥車、給食配送車、道路維持作業車、給水
車

救急車：高度管理医療機器等販売
許可証

か装・ぎ装を含む。

3 船　舶 ボート、船外機、ヨット、水上バイク

小型船造船業登録書
船舶の製造事業等開始届出書
船舶法に基づく施設の新設等許可
証

4 その他 自転車、リアカー、自動二輪車

1 検査・整備 検査、整備、点検、板金、塗装、修理
自動車分解整備事業認証書
指定自動車整備事業指定書

2 付属品販売 自動車用部品、タイヤ、電装品、カー用品、船舶用部品

13 印刷（一般）
パンフレット、リーフレット、チラシ、ポスター、冊子等、封筒、ハガキ（圧着ハガ
キを除く。）　複写帳票類

情報セキュリティマネジメントシステ
ム適合性評価制度における認証
（ISMS）登録証

プライバシーマーク取得証

製本含む。

1 フォーム印刷 電算印字用連続帳票、電算印字用ＯＣＲ・ＯＭＲ伝票、圧着はがき、フォーム

2 特殊印刷 目隠シール、ステッカー、点字、磁気カード

3 青写真・マイクロ写真 青写真焼付、第二原図作成、地図作成、マイクロ写真、電子複写

1 医家向薬品 一般用医薬品、医療用医薬品、医薬部外品、学校保健室用薬品

2 衛生材料 ガーゼ、マスク、包帯、絆創膏、カットバン、冷却シート等

3 その他 学校プール用薬剤、化粧品

1 清掃工場関連薬品
高分子凝集剤、次亜塩素酸ソーダ、炭酸ソーダ、苛性ソーダ、キレート剤（重金
属安定剤）、脱硫剤、イオン交換樹脂、冷却水処理剤、塩化カリウム、塩化第
二鉄、塩酸、アンモニア、硝酸ナトリウム、消石灰

2 上下水道関連薬品
高分子凝集剤、次亜塩素酸ソーダ、脱硫剤、消泡剤、油吸着剤、ポリ塩化アル
ミニウム、ポリ塩化第二鉄、固形塩素剤

3 農業・動物・防疫用 農薬、動物用医薬品、殺虫剤、殺菌殺藻剤、除草剤、防疫用薬品
毒物劇物販売業登録票
農薬取締法に基づく販売業者届出
書

4 その他 活性炭、脱臭剤

18 石油製品類
スタンド給油、ローリー・ドラム納入
（石油、軽油、灯油、Ａ重油、潤滑油、エンジンオイル等）

危険物施設設置許可証
指定可燃物貯蔵等届出書
石油製品販売業届出書
揮発油販売業登録書

タイヤ、自動車部品の販売、修
理等⇒【１２】

19 その他燃料類 プロパン、木炭、薪、コークス、バイオマス、熱供給 燃料充填販売を含む。

1 ガ　ス 酸素、窒素、圧縮ガス、液化ガス、工業用ガス、医療用ガス ボンベ充填販売を含む。

2 電　力 電力
一般電気事業者許可証
特定規模電気事業者届出書

一般電気事業者又は特定規模
電気事業者に限る。

21 住宅器具類 家具、畳（張替えを含む。）、表具、建具、トイレ・浴室関連設備、窓ガラス
建設業許可証（内装仕上工事業な
ど）

公共施設家具類⇒【１-６】
電化製品・家庭用照明等⇒【２】
厨房機器⇒【６】

22 室内装飾類 カーテン、ブラインド、じゅうたん、椅子カバー、どん帳、暗幕 防炎表示者認定書

1 事務服・作業服 事務服、作業服、制服（消防用を除く。）、医療用白衣、給食用白衣

2 消防職員用制服 消防職員用制服、活動服、帽子、ベルト等

3 その他 Ｔシャツ、トレーナー、ポロシャツ、法被、ベルト、帽子

4 靴・雨具・鞄 革靴、雨靴、安全靴、作業靴、ドライ靴、下駄、雨合羽、傘、かばん類

24 寝具類 布団、毛布、タオルケット、枕、マットレス、賃貸リネンサプライ クリーニング所適合確認書 賃貸、リネンサプライを含む。

1 時計・宝飾・貴金属 時計、メガネ、宝石、貴金属

2 記念品・美術工芸品 トロフィー、盾、カップ、ステッカー、バッジ、職員き章、美術品、工芸品等 腕章⇒【２９-３】

3 調度品・石材 冠婚葬祭用調度品、墓石、記念碑 建設業許可証（石工事業）

車両・船舶類

販　売
11

15

17 工業・農業薬品類

14

貴金属

記念品

調度品

25

20 ガス・電力

10

印刷（特殊）

12

被服類23

医療機器、救急用資機材、救急
隊用感染防止衣⇒【４-１】
防疫防護用品⇒【８-４】
動物用医薬品⇒【１７-３】

その他

機械器具類

理化学分析機器⇒【５-１】

計量・測量機器⇒【５-１】

土木建設関連機械機器具
⇒【７-４】

工事用発電機⇒【７-４】
救助防災用発電機⇒【８-６】

資材関係⇒【３１】

製本含む。

各種標識⇒【２９-２】

毒物劇物販売業登録票
薬事法に基づく試験検査機関登録

車両・船舶類
検査・修理整備

付属品販売

検査試薬を含む。

情報セキュリティマネジメントシステ
ム適合性評価制度における認証
（ISMS）登録証

プライバシーマーク取得証

救急隊用感染防止衣⇒【４-１】

液化石油ガス販売事業登録書
高圧ガス製造許可証
高圧ガス販売事業届出書
一般ガス事業者届出書
ガス導管事業者届出書
大口ガス事業者届出書

毒物劇物販売業登録票
薬局開設許可証
医薬品等製造販売業許可証
医薬品等製造業許可証
医薬品販売業許可証
麻薬卸売業者免許
覚せい剤製造業者指定書
薬事法に基づく試験検査機関登録

医薬品類



26 写真・カメラ類
カメラ、デジタルカメラ、フィルム（現像、焼き付け、引伸ばし等を含む。）、カメラ
関係用品、証明写真、ビデオダビング、スライド作成

デジタルビデオカメラを含む。

27 楽器類 鍵盤楽器、管弦打楽器、電子楽器、和太鼓、古典楽器、楽譜、音楽ソフト 調律士免状 学校教材用を含む。

28 スポーツ用品類
運動用品、運動機器、スポーツユニフォーム、武道具、道場畳、競技用関係機
器

学校教材用を含む。
作業用ジャージ⇒【２３-１】
公園遊具⇒【３９】

1 看板・プレート 各種看板、各種プレート、マグネットシート、選挙用ポスター掲示板 屋外広告業者登録票

2 各種標識 各種標識等（町名表示板、家屋調査済証、犬鑑札、ナンバープレート）

3 旗・染物 旗、懸垂幕、横断幕、のぼり旗、腕章

30 図書類
一般図書、雑誌、新聞、古書、地図、専門書、政府刊行物、学校用教科書、電
子書籍、映像ソフト

印刷業⇒【１３・１４】
保育用の図書・映像ソフト⇒【９
-３】
音楽ソフト⇒【２７】

1 土石・二次製品 砂、砂利、真砂土、赤土、砕石、レンガ
砂利採取業者登録通知書
砕石業者登録通知書

　

2 コンクリート二次製品 セメント、コンクリート、ブロック、ヒューム管、フリューム管

3 アスファルト・生コン アスファルト合材、乳剤、生コン、ストックファルト、再生路盤材

4 鉄　鋼 鋼材、パイプ、ワイヤーロープ、グレーチング、ステンレス加工資材、鉄蓋 マンホール鉄蓋⇒【１０-２】

5 道路安全資材 ガードレール、道路標識、カーブミラー、バリケード、カラーコーン

6 樹　脂 塩ビ、プラスチック管

7 塗　料
（毒劇物にあたるもの）

ペンキ、エナメル、看板用ポスターカラー、ニス、防水剤、止水剤 毒物劇物販売業登録票 毒劇物以外の塗料⇒【３４-４】

8 飼肥料・種苗 飼肥料、種、苗、樹木、生花、園芸資材 農薬取締法に基づく販売業者届出書

9 木　材 角材、板、竹材、合板、丸太、ベニア板、杭 立木買受を含む。

33 食品類 茶、菓子、酒・飲料、給食材料、野菜、果物、精肉、魚、弁当
営業許可証
酒類販売業免許

防災関係用品⇒【８－４】

1 台所用品
鍋、包丁、まな板、調理用はさみ、ボール、ざる、箸、スプーン、洗剤、キッチン
タオル、ラップ、アルミホイル、家庭金物

2 清掃用品 ほうき、ちりとり、バケツ、モップ、マット、トイレ用品

3 生活雑貨 ポリ袋、物干し台、竿、南京鍵、乾電池、懐中電灯等、ブルーシート 防災関係用品⇒【８-４】

4 その他
物置、ねこ車、ドラム缶、作業用ヘルメット、ねじ、釘、土嚢、土嚢袋、塗料（毒
劇物のものを除く。）ペットフード、着ぐるみ、おもちゃ、景品用玩具

防災関係用品⇒【８-４】
保育玩具⇒【９-３】

35 ビニール加工品 市指定ごみ袋、ビニール袋、手帳カバー、テント、養生シート 横断幕⇒【２９-３】

36 不用品買受 鉄屑、非鉄屑、車両

古物営業許可証
自動車引取業者登録書
自動車解体業許可証
フロン等回収業者登録書

立木買受⇒【３１-９】

1 事務所等 仮設ハウス、事務所、トイレ、仮設校舎、倉庫

2 車　両 バス、乗用車、軽貨物自動車、軽トラック

3 家具・家電・通信機器 家具（一般家具、公共施設家具等）、電化製品（家電、業務用等）、通信機器
公共施設家具類のみの取扱の
場合⇒【１-６】

4 事務機器・機械器具
事務機器、医療機器、厨房機器、理化学分析機器、計量・測量機器、農林畜
産・水産・土木建設機械

高度管理医療機器等賃貸業許可証
管理医療機器賃貸業許可証

事務機器のみの取扱の場合⇒
【１-５】

5 イベント用品
テント、テーブル、イス、ステージ、紅白幕、神事式典一式、音響設備、観覧
席、視聴覚機器、屋台器具

設営含む。

6 ファイナンスリース 事務所等、車両等、事務機器類、機械器具類、家具什器類、医療機器
高度管理医療機器等賃貸業許可証
管理医療機器賃貸業許可証

7 その他 観葉植物、清掃・衛生用具（モップ、マット等）
寝具類の賃貸、リネンサプライ
⇒【２４】

39 その他 大型公園遊具、選挙用資機材（ポスター掲示板を除く。）

31 各種資材

大型の看板標識等の工事を伴
うものを除く。

34 雑貨類

看板類

【大型の看板標識等の
工事を伴うものを除く。】

29

37
賃貸業・ファイナン

スリース


