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分類番号 参加希望業種区分 主な品目

（事務用品・教材）

1001 文房具 事務用消耗品全般

1002 事務機器 コピー、印刷機、計算機、製図機器その他事務用機械器具

1003 事務用家具 スチール家具類（キャビネット、ロッカー、事務机等）

1004 教材 学校教材、保育教材、標本、模型、視聴覚ソフト、その他の教育器材等

1005 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ・同関連機器 パソコン、ワープロ、付属機器、ソフトウェアー、消耗品（紙類は除く等）

（印刷・紙類）

1101 紙類 印刷用紙、コピー用紙等

1102 記録紙 各種計量器、記録機器用チャート紙

1103 印刷・製本全般 タイプ・活版・写真・コピー・オフセット印刷、製本

1104 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ帳票印刷

1105 シール・ラベル印刷

1106 航空写真

1107 地図

1108 各種磁気媒体 磁気テープ、磁気カード等

1109 その他の印刷・紙類 １１０１～１１０８を除く

（家具・什器・室内外装備品）

1201 木製家具類 家庭用、事務用木製家具、学校・図書館等木製書架、机、椅子等

1202 室内装飾品 カーテン、カーペット、ブラインド、緞帳、暗幕等

1203 室内外装備品 マット、ゴミ箱、ベンチ、傘立て等

1204 その他の什器等 １２０１～１２０３を除く

（繊維・衣料品）

1301 被服・雨具 制服、作業服、スポーツウェアーを含む衣料品全般

1302 寝具

1303 靴・履物・かばん

1304 旗・染物 旗、のぼり、はっぴ、ゆかた等

1305 その他の繊維・衣料品 １３０１～１３０４を除く

（文化・生活用品）

1401 図書 書籍、雑誌

1402 楽器

1403 玩具・娯楽用品

1404 スポーツ用具 衣料、靴及び機械器具を除く

1405 表彰・記念用品 カップ、バッチ、メダル、トロフィー、盾等

1406 荒物・金物 荒物、金属、小道具、雑貨類

1407 テント・帆布製品

1408 写真機・光学機器 カメラ、望遠鏡、眼鏡等

1409 家電品 民生用電気器具
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1410 ガス・石油器機 ストーブ等石油ガスを燃料とする器具（民生用）

1411 安全用品 ヘルメット、安全靴、防護マスクその他保安用小物

1412 衛生・清掃用品 清掃用手道具、その他小物類

1413 画材 額縁、絵画工芸用品

1414 その他の文化・生活用品 １４０１～１４１３を除く

（食品）

1501 お茶

1502 飲料

1503 仕出し弁当

1504 その他の食料品

（燃料・油脂類）

1601 燃料油 ガソリン、灯油、軽油、重油

1602 ガス プロパンガス、その他特殊ガス

1603 薪炭類

1604 その他の油脂類 オイル、グリス、その他潤滑油

（薬品・医療用器機材）

1701 肥料

1702 農薬

1703 防疫・環境薬品 害虫駆除剤、水質浄化剤、洗剤等

1704 医療品

1705 試薬

1706 工業用薬品

1707 医療用機器

1708 介護用機器 車椅子、介護ベット、リハビリ機器等

1709 医療・介護資材

1710 その他薬品・医療用器機材 １７０１～１７０９を除く

（建築資材）

1801 木材・木製品

1802 骨材

1803 セメント・同二次製品

1804 道路舗装材

1805 鉄・鋼製資材

1806 上水道用資材

1807 その他建設資材 １８０１から１８０６を除く資材
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（機械器具）

1901 建設機械器具 特殊車両を除く

1902 農・園芸用機械器具 特殊車両を除く

1903 産業用ポンプ

1904 冷暖房・空調機械器具 家庭用を除く

1905 厨房・調理機械器具 家庭用を除く

1906 その他一般機械器具 １９０１～１９０５を除く

1907 発電・送電・配電機械器具 電動機を含む

1908 通信・放送機械器具 有線、無線通信機器、放送設備

1909 音響・映像機械器具 家電品を除く

1910 照明機械器具 家電品を除く

1911 その他電気機械器具 １９０８～１９１０を除く

1912 理化学機械器具 実験・研究用機械器具

1913 計量・測定・分析機械器具 各種計量機、測量機器、試験・分析・測定機器等

1914 その他精密機械器具 １９１２～１９１３を除く

1915 体育・遊具機械機器

1916 防災機械器具 消防用ﾎﾟﾝﾌﾟ、防火機器、非常警報装置、避難機器等

1917 交通安全施設 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、ﾛｰﾄﾞﾐﾗｰ、標識等

1918 その他の機械器具 １９０１～１９１７に含まれない機械器具

（車両）

2001 自動車・二輪車・同部品 乗用・貨物自動車、自動二輪車、自転車、車両部品

2002 特殊用途車両 建設用、農業用特殊車両、消防車、塵芥収集車その他産業用特殊車両

2003 自動車架装 特殊車両用架装

2004 船舶・同付属品 ﾎﾞｰﾄ、船外機

2005 その他 ２００１～２００４に含まれない機種

（百貨店）

2101 百貨店

2102 スーパーマーケット

（その他物品の製造・販売）

2201 その他 １００１～２１０２のいずれにも含まれない物品

（役務提供）

* 2300 小規模修繕業務 建物・建物附属設備等の簡易修繕、建具内装の修理等

2301 清掃・洗濯 建物・貯水槽・給排水・浄化槽等清掃・クリーニング

2302 廃棄物処理 一般・産業廃棄物収集、運搬、処理

2303 予防・駆除 害虫駆除、防除、消毒等

2304 空調設備保守点検

2305 電気設備保守点検
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2306 防災設備保守点検

2307 その他保守点検 給排水、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ、自動ﾄﾞｱ等　２３０４～２３０６を除く

2308 警備保障

2309 広告・宣伝

2310 映画・ビデオ製作

2311 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ関連・ｿﾌﾄ開発情報処理

2312 衛生検査・環境測定 主として理化学的分野における検査、測定、分析

2313 各種調査研究ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（建設関係を除く） 社会・経済・行政等各種調査、地域・防災等各種計画

2314 リース

2315 人材派遣

2316 運送 旅客、貨物等

2317 会場設営・イベント企画

2318 その他のサービス ２３０１～２３１７に含まれない役務提供

*

　経営事項審査結果の総合評定値を有さない事業者でも登録できます。

　「2300　小規模修繕業務」については、概ね50万円以下の建物等の修繕業務を対象とし、建設業許可及び


