
記号 種別 番号 営業品目 取扱品目例 許可
01 事務用品・家具 01 筆記用具 鉛筆、消しゴム、ボールペン、蛍光マーカー、サインペン

02 事務用品 のり、セロハンテープ、ラベル、カッター、ホッチキス、梱包用品、机上用品、印章、ファイル

03 用紙類・紙製品 コピー用紙、色紙、ロール紙、ノート、ふせん、伝票、封筒、画用紙

04 ＰＣ・ＯＡ機器（関連用品含む） パソコン、モニター、キーボード、複写機、印刷機、ソフトウェア、インクカートリッジ

05 事務機器 電卓、レジスター、シュレッダー、紙折り機、スクリーン、プロジェクター、ワイアレスアンプ、テプラ

06 家具・インテリア（関連用品含む） 机、椅子、棚、キャビネット、カウンター、ロッカー、パーティション、ホワイトボード、コンテナ、台車、ブラインド、マット

07 選挙用品 交付機、投票箱、記載台

08 その他事務用品・家具

02 印刷・図書 01 活版印刷 活版印刷

02 平版印刷 平版印刷

03 タイプ印刷 タイプライターによる謄写・印刷

04 フォーム印刷 伝票印刷、帳票印刷

05 地図・航空写真 地図印刷、地図調整、航空写真印刷

06 シール・ラベル印刷 シール印刷、ラベル印刷、バーコード印刷

07 図書出版・販売・製本 書籍・雑誌・刊行物・法規出版、製本

08 陽画・マイクロフィルム 写真、マイクロ写真

09 リーフレット・パンフレット類 リーフレット、パンフレット

10 ＩＣカード・磁気カード ＩＣカード、印鑑登録証、テレホンカード、図書カード

11 その他印刷・図書 その他の印刷・書籍・雑誌・刊行物・法規
03 学校用品等 01 保育教材・保育用品 保育教材、保育用品、ベビーカー、チャイルドシート、ベビーベッド

02 学校教材・学校用品 理科実験器具、実習用機器、保健室用品、学校教材

03 遊具・玩具・レジャー用品 遊具、玩具、レジャー用品

04 スポーツ用品 球技用品、陸上用品、武道用品、キャンプ用品、運動衣、トレーニング機器

05 視聴覚教材（映画フィルム等） 教材用映画フィルム、教材用ビデオカセット、教材用スライド、教材用ＤＶＤ

06 視聴覚機器 視聴覚機器

07 楽器・音楽用品 楽器、楽譜、レコード、ＣＤ

08 その他学校用品
04 日用品・雑貨 01 荒物・雑貨類 荒物、日用雑貨

02 金物 鍋、釜、包丁等の金物

03 陶磁器・漆器・ガラス製品 陶磁器、漆器、ガラス器

04 ギフト用品・美術工芸品 ギフト用品、絵画、彫刻、書跡、木杯

05 清掃用品 清掃用品

06 ビニール製品 ビニール製品

07 プラスチック製品 プラスチック製品

08 洗剤 各種洗剤

09 物置・プレハブ 物置、プレハブ

10 その他日用品・雑貨

05 衣料・繊維・皮革 01 靴・履物 靴、履物類

02 防寒着・作業着・白衣 防寒着、作業着、白衣

03 雨合羽 雨合羽

04 鞄（かばん） 鞄（かばん）

05 被服 制服、制帽、肌着、靴下、ネクタイ、ワイシャツ、帽子

06 寝具 布団、毛布、敷布、まくら

07 暗幕・カーテン・ブラインド 暗幕、どん帳、映写幕、カーテン、ブラインド

08 テント・シート テント、シート

09 じゅうたん・室内装飾 じゅうたん、クロス、椅子カバー

10 手ぬぐい・タオル 手ぬぐい、タオル、さらし

11 その他衣料・繊維・皮革 タスキ、ハチマキ、白布、染物
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記号 種別 番号 営業品目 取扱品目例 許可
06 薬品 01 医薬品 人体薬品、衛生材料、医療酸素 ○

02 工業薬品・化学薬品・火薬 活性炭、脱硫剤、消石灰、高分子凝集剤、次亜塩素酸ソーダ、火薬 ○

03 試薬品 試薬品 ○

04 動物薬品 動物薬品 ○

05 農業薬品 農業薬品 ○

06 ワクチン・血清 ワクチン、血清 ○

07 防疫剤 防疫剤

08 化粧品 化粧品 ○

09 その他薬品
07 医療・介護用品 01 医療機材 医療機器、医療用ベッド ○

02 衛生機材 衛生機材

03 医療衛生材料 医療材料、衛生材料 ○

04 介護用品 介護用ベッド、車椅子、歩行補助具、介護用入浴機器 ○

05 その他医療・介護 ○
08 広告物 01 看板 各種看板、看板制作

02 表示板・標識・横断幕 表示板、標識、カーブミラー、横断幕

03 記章・旗・カップ 記章、腕章、旗、カップ、楯、ワッペン、トロフィー、のぼり

04 名札 名札、ネームプレート、鑑札

05 その他広告物

電気機械器具 01 家庭用電気機器 テレビ、ビデオ、オーディオ製品、冷蔵庫、照明器具

02 通信関係機器 電気通信機器、無線機、電話交換機、有線設備、携帯電話（スマートフォン）、タブレット端末

03 電気関係計測機器 電気関係計測機器

04 配線照明器具 受配電設備、舞台照明機器

05 受信機・音声周波装置・音響機器 受信機、音声周波装置、音響機器

06 電気材料・電池・電子部品 電気材料、電池、電子部品

07 その他電気機械器具

10 精密機器 01 カメラ・写真材料 カメラ、デジタルカメラ、レンズ、ストロボ、フィルム

02 光学機器 顕微鏡、映写機

03 計測機器 計測機器

04 時計・貴金属 時計、金杯、銀杯、メガネ

05 ミシン・編機 ミシン、編機

06 はかり はかり ○

07 その他精密機器
11 理科・公害機器 01 理化学機器 分析機器

02 観測・測定機器 観測機器、測定機器

03 公害関係機器 公害関係機器

04 試験・実験機器 試験機器、実験機器

05 水処理施設機器 水処理施設機器

06 その他理科・公害機器

12 一般機械器具 01 ボイラー・焼却炉 ボイラー、焼却炉

02 建設土木機械 建設機械（バックホー、ホイルローダー）、土木機械（ランマ、プレートコンパクター）、工作機械

03 運搬機械 コンベア、フォークリフト

04 冷凍機・空調機 冷凍機、空調機、冷暖房機器

05 農林・水産機器 農林水産機械、畜産機械

06 ガス・石油機器 ストーブ、ガステーブル

07 厨房機器 調理台、流し台、大型冷蔵庫、製氷機、食器洗浄機、給茶機

08 測量・製図機器 トータルステーション、ドラフター

09 エンジン機器 発電機、芝刈機、刈払機、チェーンソー、除雪機、ポンプ、投光器

10 機械工具 工具、電動工具

11 管理機械 管理機械

12 その他機械機器 クリーニング機械、生ごみ処理機等
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記号 種別 番号 営業品目 取扱品目例 許可
13 輸送機械 01 自動車 自動車

02 特殊自動車 消防車両、救急車両、雪上車、除雪車、除雪車

03 車両部品 タイヤ、ホイール、バッテリー、チューブ、その他車両部品

04 バイク・自転車 バイク、自転車

05 船舶用品 ボート、ヨット、船舶類部品

06 ナンバープレート ナンバープレート

07 その他輸送機械
14 燃料類 01 石油類 ガソリン、軽油、灯油、重油 ○

02 石炭・薪炭 石炭、木炭、薪、練炭

03 気体燃料 プロパン、酸素、アセチレン、ヘリウム ○

04 潤滑油 潤滑油 ○

05 電気 電気 ○

06 その他燃料類 ○
15 農林水産物 01 飼料・肥料 飼料、肥料 ○

02 種子・苗木 種子、苗木

03 生花・園芸用品 生花、造花、園芸用品

04 各種動物 家畜、実験用動物 ○

05 食料品 各種食料品 ○

06 飲料 各種飲料（酒類以外）

07 酒類 酒類 ○

08 その他農林水産物
16 消防・保安・防災用品 01 消防ポンプ （小型動力）消防ポンプ

02 消防用装備 消防（救助・救急）用装備類

03 保安・防犯用品 ヘルメット、保護メガネ、防犯ブザー

04 消防設備 消防設備

05 警報装置 火災探知機

06 消火器・消火栓 消火器、消火栓

07 避難用具 避難用具

08 防災用品 非常食、防災マスク、防災セット

09 その他消防・保安・防災用品

17 一般資材 01 セメント・アスファルト セメント、コンクリート二次製品、コールタール、防塵材、アスファルト

02 建材・木材 木材、合板 ○

03 建具 障子、ふすま、サッシ

04 畳 畳

05 電設資材 コード

06 鋼材・鋼管・鋼板 鋼材、鋼管、鋼板、鉄蓋、グレーチング、柵、フェンス

07 ガラス 板ガラス

08 骨材類 砂、砂利、砕石、ろ過材 ○

09 塗料 塗料、接着剤 ○

10 融雪剤 塩化カルシウム、塩化ナトリウム、有機酸素系融雪剤

11 水道資材 量水器、鋼管類、鉛管類、給水栓類、排水管類 ○

12 その他一般資材
18 賃貸借（レンタル・リース） 01 産業用機械器具 農業用機械器具、建設機械器具、土木機械器具、医療用機械器具、計測機械器具

02 事務用機械器具（関連用品含む） パソコン、印刷機、複写機

03 自動車 自動車

04 スポーツ・娯楽用品 スポーツ用品、テント、運動会用具

05 その他物品賃貸業 映画・演劇用品、音楽・映像、衣装、各種設備



記号 種別 番号 営業品目 取扱品目例 許可
19 役務の提供（委託業務等） 01 建物清掃 床清掃、ガラス清掃、その他建物清掃

02 設備清掃 冷暖房器清掃、ボイラー清掃、燃料タンク清掃、浄化槽清掃、貯水槽清掃、その他産業用設備清掃 ○

03 道路・公園・河川清掃 道路清掃、公園清掃、河川清掃

04 その他清掃 ○

05 警備・交通整理・物品預り 建物・物品警備、警護、交通整理、物品預り ○

06 受付・電話交換 受付、電話交換、オペレータ ○

07 速記・データ入力・複写 速記、データ入力、複写、計算処理 ○

08 通訳・翻訳 通訳、翻訳 ○

09 その他人材派遣 ○

10 健康相談 健康相談、精神保健相談、母子健康相談

11 法律相談・行政相談 法律相談、行政相談 ○

12 一般廃棄物収集運搬 ごみ収集運搬、し尿収集運搬、死亡獣回収 ○

13 産業廃棄物収集運搬 産業廃棄物収集運搬、特別管理産業廃棄物収集運搬 ○

14 一般廃棄物処理 ごみ処理、し尿処理、死亡獣処理 ○

15 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理、特別管理産業廃棄物処理 ○

16 自動車整備 自動車整備・点検・修理 ○

17 機械等修理 機械修理、電気機械修理、家具修理、ピアノ修理・調律

18 老人福祉・介護・障がい者福祉事業 通所・短期入所介護事業、訪問介護事業、居宅支援事業、更生保護事業

19 教室開催 各種教室開催

20 計画策定 各種計画策定

21 イベント企画・運営 各種イベントの企画立案・運営

22 会場設営 会場設営（音響・映像設備含む）

23 映像・音楽制作 映像・音楽等制作（番組制作含む）

24 旅行 国内旅行、国外旅行等 ○

25 写真撮影・現像 写真撮影・現像

26 クリーニング・衣服裁縫修理 クリーニング、衣服裁縫修理 ○

27 運送・配送 運送、配送、配達

28 測量・航空測量 測量、航空測量 ○

29 広告・宣伝 新聞・テレビ・ラジオ・Webページ等での広告・宣伝

30 不動産鑑定・土地家屋調査 不動産鑑定、土地家屋調査 ○

31 デザイン 各種デザイン

32 病害虫駆除・鳥獣対策 建物の害虫駆除、樹木の害虫駆除、ネズミ・白蟻・ハチ等の駆除、鳥獣対策 ○

33 埋蔵文化財調査・発掘 埋蔵文化財調査・発掘

34 ソフトウェア等開発 ソフトウェア開発、システム開発

35 世論調査 各種世論調査（アンケート作成・集計）

36 検診・検便 健康診断、各種検診、検便、臨床検査 ○

37 検査・測定 大気・水質・アスベスト検査、騒音・煤煙測定 ○

38 地質調査 地質調査 ○

39 漏水調査 漏水調査 ○

40 その他検査・調査 ○

41 樹木管理・森林整備 樹木の剪定・伐採、森林整備

42 電気設備保守・点検 電気設備保守・点検

43 冷暖房設備保守・点検 冷暖房設備保守・点検

44 通信設備保守・点検 通信設備保守・点検

45 エレベーター保守・点検 エレベーター保守・点検 ○

46 消防設備保守・点検 消防設備保守・点検 ○

47 水処理設備保守・点検 水処理設備保守・点検 ○

48 ＰＣ・ＯＡ機器等保守・点検 ＰＣ・ＯＡ機器等保守・点検

49 その他保守・点検 ○

50 その他役務の提供（委託業務等） ○

20 その他の営業品目 01 その他 上記以外のもの

※「許可」欄に○印のある営業品目は法令等により許認可を必要とする場合がありますので、申請の際には許認可証
の写しを提出してください。「許可」欄に○印がついていない営業品目でも許認可が必要な場合は、同様に提出して
ください。


