別表

物品等の種別及び品目一覧表
コード番号について
物品のコードは数字４桁で表します。種別番号（２桁）+品目番号（２桁）
例：0203…OA機器・AV機器、ソフトウエア（地図検索ソフト）

5103…修繕、水周り（トイレの配管補修）

※物品以外の登録の場合、1606…その他の物品関係（具体的な業務名）を記載してください。
種別番号
01

品目番号
01 文房具事務用品

文房具、事務用機械器具類（一般の文房具店で取り扱っている電卓のような文房具、事務用品の全品目。た

02 用紙類

だし、什器を除く。）、紙袋等
上質紙、中質紙、中質紙（再生紙）、更紙、和紙、ノーカーボン紙、ＰＰＣ用紙、ＰＰＣ用紙（再生紙）、

03 印章

湿式、乾式等、和洋紙製品（画用紙、半紙、伝票帳票類、表紙、ファックス用紙）
木印、ゴム印、日付印等

文具・事務用品

04 事務用機器
02

物品等の種類(品目名)例示

01 機器

複写機、印刷機、複合機、シュレッダー、レジスター、製本機、ＯＨＰ等
パソコン、タブレット、パソコン用プリンター、OCR装置、パソコン用周辺機器、AV機器、サーバー、バッ

02 用品

クアップ装置、無停電装置等
ＵＳＢメモリ、磁気テープ、ＳＤカード等

03 ソフトウエア

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

04 消耗品

トナー、プリントユニット等

03

01 軽印刷・オフセット印刷

タイプオフ、タイプ謄写、タイプ印書

印刷・製本

02 フォーム印刷

連続伝票用紙、ＯＣＲ・ＯＭＲ伝票用紙、帳票類、通知書類

03 特殊印刷

グラビア、シール・ラベル、スクリーン、ナンバリング、カーボンカード、カレンダー、手帳

04 複写業務

コピー、青写真、マイクロ写真、ＤＰＥ、光ディスク入力

05 航空写真・図面製作

航空写真、図面製作、写図、地図製作（原図作成から印刷までを含む。）、住居表示案内図

06 製本

製本、表装

04

01 自動車

乗用車、貨物車、二輪車、軽自動車、バス、自動車架装、電気自動車等

車両・修理

02 自転車・雑車

自転車、原付自転車、乳母車、運搬車、車椅子

03 建設機械

ブルドーザー・パワーショベル、ロードローラー、杭打機、削岩クレーン、ミキサー等

04 車両部品

車両関係部品、タイヤ・チューブ、バッテリー、カーナビ、電装品、自転車・雑車部品

05 車両修理

車両・自転車修理、車検・法定点検（認証、認定、指定を受けた者に限る。）、板金・塗装等

OA機器・AV機器

種別番号

品目番号

物品等の種類(品目名)例示

05

01 石油製品

ガソリン、重油、軽油、灯油、潤滑油等

石油製品・燃料等

02 ガス類

ＬＰガス（許可業者に限る。）、酸素ガス、窒素ガス、各種高圧ガス（医・理・工業用を含む。）

03 固形燃料等

石炭、コークス、木炭、石油外燃料等

06

01 理化学機械器具

分析機器(光)、分析機器(クロマト)、分析機器(ガス)、分析機器(その他)、光学機器（顕微鏡、投影機等）、

02 産業用電気機械器具

試験検査機器、環境測定機器、測量機器、基本・誘導量計測定機器等
ボイラー、エンジン、ポンプ、クレーン、コンベア、産業用ロボット、送風機、冷凍機、バケット、船舶用

理化学・厨房・
消防機器等

03 厨房・ガス器具
04 消防・防災機械器具

薬品・医療機器

替えを含む。消火器を扱う者については、必要な届出等を行っていること。）その他消防・防災用品（非常

01 家庭用電気機器

02 通信用機器

器（冷蔵庫、洗濯機、レンジ等）、電球等照明・配線関係機具等
電話交換機、有線放送装置、ファクシミリ等搬送装置、テレビ放送装置、ラジオ放送装置、固定局通信装

01 医療用薬品

置、移動局通信装置、レーダー装置、方向探知器、ビーコン装置、情報伝達表示装置、電話機、携帯電話等
医家向薬品、家庭薬、ワクチン、医療用酸素、笑気ガス、血清、培地、動物用医薬品等（必要な許認可等を

02 防疫剤

受け、必要な届出等を行っていること。）
殺虫剤、殺そ剤、除草剤、農薬等（必要な届出等を行っていること。）

03 工業薬品

塩化第二鉄、苛性ソーダ、硫酸、試薬、工業用ガス、凝集剤、活性炭（再生を含む。）、流出油処理剤等

04 医療機械器具

（毒物・劇物に該当するものを扱う場合は、必要な許認可等を受け、必要な届出等を行っていること。）
生体検査機器（心電計、脳波計、内視鏡、超音波診断装置、医療用光学機器等）、検体検査用機器（血液成

電気・通信機器

08

装置、受配電設備、空気清浄機、汚水処理装置、集塵装置、焼却炉、屋外照明器具、舞台照明器具等
流し台・調理台、調理用機器、食器洗浄・消毒機器、給湯関係機器、風呂釜等浴槽関係機器、冷凍・冷蔵関
ホース、消防ポンプ、避難器具、救助器具、防火服、化学消火薬剤、オイルフェンス、消火器（薬品の詰め
用備蓄食料等も含む。）、遮熱フィルム等
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、レーザー加工機、溶接機、木
映像・音響機器（テレビ、ビデオ、ステレオ等）、空調関係機器（エアコン、クーラー等（ガス含

05 作業用機械器具
07

エンジン、自動車整備用機械、産業用洗濯機、動力伝導装置、油圧・空圧機、発電器、モーター、自動制御

む。））、暖房関係機器（ストーブ、ファンヒーター、クリーンヒーター等（ガス含む。））家事・調理機

分分析、呼気ガス分析等の血液・尿検査機器、遠心分離器等）、治療用機器（人工臓器、透析機器、超音波
治療機器、レーザー・赤外線治療機器、リハビリテーション用機器、ペースメーカー等）、放射線関連機器
（Ｘ線撮影・断層装置、アイソトープ治療機器、磁気共鳴診断装置等）、手術関連機器（麻酔、消毒含

05 衛生材料

む。）、調剤器具、看護器具、歯科用機器等（必要な許認可等を受け、必要な届出等を行っていること。）
脱脂綿、ガーゼ、包帯、歯科材料、紙オムツ等（医療用器具及び局方品を扱う者については、必要な許認可

06 医療用フィルム

等を受け、必要な届出等を行っていること。）
Ｘ線フィルム（現像用材料含む。）等（必要な届出等を行っていること。）

種別番号

品目番号

物品等の種類(品目名)例示

01 繊維製品

制服、作業服、事務服、白衣、肌着、雨衣、雨具、靴下、軍手、タオル、てぬぐい、布製シート等

02 寝具

布団、毛布、敷布等

03 室内装飾品

じゅうたん、カーテン、ブラインド、簡易間仕切り、どん帳・暗幕、畳等

04 天幕・旗・染め物

天幕、旗・のぼり・たれ幕、郵袋、腕章、選挙用品、染め物等

05 皮革・ゴム製品
06 衣料雑貨

革靴、作業靴・安全靴、ゴム長靴、地下足袋、布靴、病院用シューズ、カバン、手袋（革、ゴム、ビニー
制帽、作業帽、略帽、運動帽、ヘルメット等、ボタン・糸等の手芸用品

01 荒物雑貨

家庭金物類、清掃用具・用品、石けん・洗剤類、ワックス類、食器類、磁器・ガラス器、紙・繊維・プラス

02 漆塗物・漆器類

チック製雑貨類、トイレットペーパー等
漆塗花瓶、漆塗盆、その他漆器類等

03 ゴム製品

サクションホース、ゴム・ビニールホース、パッキン類、ベルトゴム・ビニールシート、防振ゴム、ゴム

01 学校教材教具

教材、教育機器、理科実験器具、実習用機器、視聴覚教育機器、教材用映画フィルム、保健室用品、保育用

02 図書類

書籍、雑誌、地図等

03 保育用品

保育教材、保育用品、幼児教材、玩具等

04 楽器

和楽器、洋楽器、楽譜、レコード、ＣＤ等

05 体育器具

運動用品、運動器具、武道具、運動衣等

12

01 写真機

カメラ、ビデオカメラ、撮影機、映写機、写真材料、フィルム（医療用を除く。）等

写真・時計・ギフト

02 時計・貴金属

時計、貴金属、眼鏡等

03 バッジ･カップ･記念品類

バッジ、カップ・トロフィー・楯、金杯・銀杯、ワッペン、ステッカー、ネームプレート、鑑札、各種記念

04 額縁・画材

各種額縁、画材等

01 アスファルト

アスファルト混合物、常温合材、乳剤、タール等（プラント所有者に限る。）

02 生コンクリート

生コンクリート（プラント所有者に限る。）

03 セメント・骨材

セメント、砕石、再生砕石、砂利、石粉、転炉かす、高炉かす等

04 コンクリート製品

ヒューム管、パイル、道路用製品、下水道用製品、陶管、万年塀、ブロック等

05 木材

木材、合板、竹材、丸太、その他木製品等

06 鉄鋼・非鉄製品

鋼材、鋼管、鋼矢板、ガードレール、ワイヤーロープ、金網、鋳鉄管、ビニール

07 水道用資材

水道メーター、漏水防止機、水道用継手類

08 仮設資材

組立ハウス、組立式物置、仮設トイレ、仮設用材料、組立式駐車場等

09 道路標識

道路標識、カーブミラー、電照式標識、バリケード、保安灯等

10 その他

建築金物、非木建材、大工道具、工具、塗料、ガラス（机上ガラスを除く。）等

09
衣料・寝具・手芸・
ゴム製品

10
荒物・雑貨

11
教材・保育・楽器・
体育用品

13
原材料・木材・水道
資材・建築資材

種別番号

品目番号

物品等の種類(品目名)例示

14

01 農業用機械器具

トラクター、コンバイン、畜産用機器、養鶏用機器、噴霧器、芝刈機、製茶機等

農業・造園等

02 造園資材

種苗、樹木、芝、草花、用土肥料、造園石材等

03 動物・飼料

動物、魚類用飼料、鳥類用飼料、動物用飼料、飼育器材等

15

01 鋼製什器

書庫類、更衣箱、机、椅子等

什器

02 木製什器

応接長テーブル、ソファ、安楽椅子等

03 家具

家具、一般用ベッド、医療用ベッド

04 その他の什器

図書館用什器、移動棚、調剤台、実験用什器、コインロッカー、机上ガラス等

16

01 百貨店

全品目

その他の物品

02 食品関係

茶、インスタントコーヒー、紅茶、砂糖、飲料水、その他食品

03 看板･広告宣伝・展示品

看板、掲示板・表示板、案内板、啓発広告用品、模型、展示品等

04 包装・梱包資材

包装材料、段ボール、梱包用品具等

さい

05 ミシン等

ミシン・編み機等

06 その他物品関係

漁業用資器材、舞台道具及び上記のいずれにも属さない物品

31

01 文具･ＯＡ機器

文房具、事務用機械器具類、パソコン、周辺機器、ＯＳ･アプリケーションソフト、消耗品

リース

02 車両

自動車、建設機器関係の車両

03 電気･機械･医療機器

電気機器、機械類、医療機器類

04 教材･教育関係機器

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

05 建築土木資材

資材、工具、原材料、仮設資材等

06 その他のリース関係

上記以外のリース物件

51

01 建築物

壁や天井および床などの修繕

修繕

02 機械類

電気製品、機械製品の修繕

03 水周り

浴室、トイレ、水配管等の修繕

04 その他の修繕

その他の修繕

＊具体的な業務名に
ついて記載してくだ

(レンタル)

