
業種等一覧（004 物品）

業種
コード

業種名称
詳細
業種
コード

詳細業種名称 例示

001 木材 木材、角材、台板
002 骨材 砂、砂利
007 電材 電気材料
008 鋼材 鋼管
009 鉄製品 鉄筋、鉄骨、鋳鉄管、あて金具、シャッター
010 窯業製品 耐火物、炉、タイル
011 樹脂建材 ポリカーボネート板、飛散防止フィルム
012 塗料 塗料
013 造園材 真砂土、庭土
014 仮設工作物 バリケード、セーフティーコーン、ガードレール、カーブミラー
015 上下水用建設材料 鉄蓋

016
セメント、セメント二次
製品

セメント、生コンクリート、コンクリートベンチ

017 道路舗装材、道路用材 アスファルト乳剤、アスファルト合材、バラス、砕石、境界標
001 建設機械 建設機械
002 計測機器 計測機器、測定装置、水道メーター、ガス検知管、大気汚染監視用機器
003 ポンプ ポンプ、ポンプ部品
004 農業機械 草刈機、芝刈機、噴霧器、チェーンソー
005 電動機 エレベータ、減速機、自動ドア

007 制御機器
舞台設備リミットスイッチ、ショックモニター、光伝送装置、主制御装置、シーケ
ンサ、制御バルブ、電磁接触器、受信制御機

008 厨房・調理機器 業務用厨房機器、業務用調理機器（文化厚生品を除く）

010 消防・防災用機器
水難救助資機材、空気呼吸器、消火器、空気ボンベ、消火ホース、消防用資機
材（文化厚生品を除く）

012 照明機器 防犯灯、蛍光灯、水銀灯
013 公害防止機器 公害防止機器
014 理化学機器 理化学機器
015 水処理機器 水処理機器
016 工作機械 工作機械
017 高圧機器 高圧気中開閉器、コンプレッサー（音響機器を除く）、安全弁
018 発電装置 発電装置
019 食肉用機械 食肉用機器
020 自動販売機 自動販売機、自動券売機
022 衛生器材 エアタオル、高圧洗浄機、送気マスク
023 機材、工具 機材、工具
024 ゴミ焼却装置 電気集塵機、ゴミ焼却装置用部品
025 空調機器、冷暖房機 分煙機器、水蓄熱空調機、冷温水機、エアコン

026 通信機器
電話機、監視カメラ、衛星携帯電話、緊急通報機、時報機、携帯型簡易無線電
話装置、トランシーバ

027 音響機器 アンプ、放送設備、ミキサー、コンプレッサー（音響用）、音響設備
003 二輪車、二輪車部品 オートバイ、自転車、一輪車及びその部品
004 船舶、船舶部品 船舶及びその部品
005 航空機 航空機、ヘリコプター
006 自動車、自動車部品 自動車及びその部品
001 燃料油 ガソリン、重油、軽油、灯油、混合油
002 薪炭 練炭、まき、木炭
003 プロパンガス プロパンガス
005 オイル 潤滑油
006 油脂 油脂類
007 電力　※1 電力供給
008 特殊ガス、医療ガス 酸素ガス、炭酸ガス、高圧ガス、医療用ガス
009 都市ガス※2 都市ガス
003 試薬 検出試薬、検査試薬
004 医薬品 ワクチン、常備薬

006 工業薬品
油吸着材、水処理剤、脱酸剤、活性炭、キレート、凍結防止剤、高分子凝集
剤、消臭剤、脱臭剤、消石灰

010 福祉・介護用品
福祉用品、介護用品、会話補助装置、セラピーマット、車椅子、福祉ベッド、白
杖、特殊浴槽、リハビリ器具、機能訓練機器

011
医療機器、医療用品、
レントゲン機器

医療機器、医療用手袋、マスク、医療用品、レントゲン機器

033
燃料、油脂、
ガス

034
薬品、医療機
器

030 建設資材

031 機械器具

032 車両、船舶
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業種
コード

業種名称
詳細
業種
コード

詳細業種名称 例示

001 文具 文具
002 事務機器 紙幣硬貨計数機、印刷機、封入封緘機、金庫、シュレッダー、契印機

003 事務用家具
机、椅子、棚、チェアポーター、ロッカー、講演台、パンフレットスタンド、展示パ
ネル、台車、ワゴン、キャビネット（文化厚生品を除く）

004 印章 印章、ゴム印、印箱、木印、回転印
005 学校教材 学校教材
006 保育教材 保育教材、保育用品
007 視聴覚機器 ビデオフィルム、ＯＨＰ、プロジェクター（埋込式）
008 模型、標本 人体模型、化石、生物標本

009 コンピュータ関連用品
パソコン、プリンタ、パソコン・プリンタ消耗品、ソフト、モバイルプロジェクター、
モバイルスクリーン

010 スポーツ用品 スポーツ器具、スポーツ用品、スポーツウェア
011 楽器 楽器
012 ミシン ミシン
013 玩具 玩具
003 活版印刷 活版印刷
004 オフセット印刷 オフセット印刷
005 タイプ・ダイレクト印刷 タイプ・ダイレクト印刷
007 電算帳票印刷 電算帳票印刷
008 シール・ラベル印刷 シール・ラベル印刷
009 コピー印刷 コピー印刷
010 マイクロ写真 マイクロ写真
011 航空写真 航空写真
012 地図 地図
013 紙類、記録紙 ダンボール、更紙、上質紙、紙袋、うちわ、ポケットティッシュ、記録紙
014 封筒印刷 封筒印刷
001 カメラ、フィルム カメラ、レンズ、ストロボ
004 図書 図書、図書館用視聴覚資料、新聞
005 家具 家具（事務・学校・保育用品、教材を除く）、製作家具
006 装飾品 カーテン、ブラインド、ロールスクリーン、暗幕、懸垂幕

007 被服
制服、作業服、事務服、防災服、ベルト、エプロン、カッター、ベスト、防寒衣、帽
子、安全帽

008 寝具 布団、敷布、座布団
009 テント、帆布製品 テント
010 旗、染物 旗、のぼり、染物
011 時計 時計

013 荒物、金物
コンテナ、物置、ドラム缶、ショベル、溝さらえ、箒、火はさみ、チリトリ、草削り、
鎌、一輪車（乗用ではない）

014 清掃用品 くず入れ、カラスネット、収集ネット

015 プレート・マーク類
ネームプレート、カードケース、賞メダル、賞盾、徽章、手帳カバー、門標、バッ
ジ、キーホルダー、校章、ごみ袋

017 仏具 仏具、祭壇、骨壷
018 保安用具 フェンス、サーベル、コーン、竹柵
019 雨具 雨合羽、雨衣、傘
020 靴、かばん 靴、安全靴、カバン
021 展示装置 展示装置

022 家電製品
テレビ、テレビ台、ビデオ、ＤＶＤプレーヤー・レコーダー、電気マッサージ機、
ホットカーペット、カセットデッキ、扇風機、洗濯機乾燥機

023 ガス・石油用器具 石油ストーブ、ガス給湯器
024 陶器、ガラス器 陶器、ガラス器
025 看板 看板、案内表示板

026 消防・防災用品
滑車、カラビナ、救助ロープ、組み立て式水槽、レスキューバッグ、防災倉庫、
災害用トイレ、担架、災害救助用毛布（機械器具を除く）

027 厨房・調理用品 ＰＥＴ箸、ＰＥＮ食器、ＦＢトレー、食缶（機械器具を除く）
001 酒類 酒類
002 菓子、パン 菓子、パン
003 料理弁当 料理弁当
004 製茶 製茶
005 油 油
006 飲料 飲料
007 生鮮品 生鮮品

036 印刷、紙類

文化厚生品

食品

035
事務・学校・保
育用品、教材

037

038
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業種
コード

業種名称
詳細
業種
コード

詳細業種名称 例示

001 百貨店、ギフト 百貨店、ギフト
002 スーパーマーケット スーパーマーケット
001 古紙等 古紙、空きびん、古繊維、使用済小型電子機器等
002 金属くず※3 金属くず
003 中古自動車、船舶※4 中古自動車、船舶
004 古物※4 古物
001 動物 動物
002 飼料 飼料
003 飼育機器 ろ過器、水槽、孵化器
004 種苗、花（生花） 種苗、種子、稚魚、生花、プランター
005 肥料 肥料
006 農薬、防疫・除草剤 農薬、殺虫剤、除草剤

※4：「040不用品」の「003中古自動車、船舶」及び「004古物」に登録申請をする場合、「古物商許可証」が必要です。

※2：「033 燃料、油脂、ガス」の「009都市ガス」に登録申請をする場合は、登録ガス小売事業者であることが必要です。
　　　加えて従前の一般ガス事業者若しくは簡易ガス事業者の許可又はガス導管事業者若しくは大口ガス事業者の届出のいずれか
　　　が必要です。（2年以上の業務実績確認のため）

※3： 「040不用品」の「002金属くず」に登録申請をする場合、「金属くず商許可証」が必要です。

※1：「033 燃料、油脂、ガス」の「007電力」に登録申請をする場合は、小売電気事業者であることが必要です。
　　　なお、事業開始予定日から2年以上経過していない場合は、旧電気事業法による一般電気事業者の許可又は特定電気事業者の
　　　届出書の写しが必要です。

039

040

百貨店

不用品

動物、種苗、
農薬

041
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