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原材料 1 砕石・砂利・砂・土 食料品 67 一般食料品 弁当、仕出し含む

2 生コン 68 酒、ジュース類

3 セメント 69 牛乳、乳製品

4 コンクリート二次製品 ﾌﾞﾛｯｸ、杭、ﾋｭｰﾑ管、ｺﾝｸﾘｰﾄ管等 70 精肉、食肉加工品

5 アスファルト資材 乳剤、合材等 71 水産物

6 道路標識・視線誘導標 ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ、ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ等を含む 72 青果物

7 木材 木材、木材加工、竹材等 73 茶

8 融雪剤・防塵剤 74 米穀

9 仮設材 簡易物置等 75 麺類

10 屋根材 トタン、塩ビ波板等 76 菓子類、餅

11 農業用資材・造園資材 種子、苗含む 77 豆製品 豆腐、味噌、醤油等

12 その他原材料 上記以外（ｶﾞﾗｽ、ｻｯｼｭ製品ほか） その他 78 農薬、肥料

水道資材 13 上水道用資材 79 フィルム、DPE 写真用ﾌｨﾙﾑ(医療用除く)、現像、ﾌﾟﾘﾝﾄ

14 下水道用資材 80 スポーツ用品 運動用器具、各種スポーツ用品

燃料 15 石油製品 ｶﾞｿﾘﾝ、軽油、灯油、重油 81 畳、上敷 カーペットを除く

16 プロパンガス 82 看板 看板、案内板、ネオンサイン等

17 その他燃料 木炭、ペレット、アセチレンほか 83 懸垂幕

事務用品 18 各種事務機器 裁断機、製図機器、卓上事務機器等 84 家具、室内装飾 家具類、ｶｰﾍﾟｯﾄ、ｶｰﾃﾝ、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ等

19 スチール製品 机、椅子、キャビネット等 85 食器類 給食用食器含む

20 事務用品 ペン、定規、ファイルほか各種文具 86 陶磁器

21 複写機・印刷機 コピー機、輪転機等 87 清掃用品 電気製品を除く

22 複写機用紙・印刷用紙類 88 石鹸、洗剤類

OA用品 23 パーソナルコンピュータ 周辺機器を含む 89 日用雑貨 トイレットペーパー等

24 その他OA機器・用品 PCソフト、OA用消耗品等 90 塗料

25 ストックフォーム 91 日用大工用品 大工用具、各種工具類、ｽｺｯﾌﾟ等

教材 26 一般教材 ﾄﾞﾘﾙ、知能検査、各種模型等 92 紙ポリ用品 紙（印刷用紙を除く）、ﾎﾟﾘ、ﾋﾞﾆｰﾙ製品

27 理化学教材 理科教材等 93 包装資材

28 視聴覚教材 映写機、ｽﾗｲﾄﾞ、ﾋﾞﾃﾞｵ教材等、教育用ソフト等 94 履物 靴、長靴、ズック等

29 体育教材 学校体育用教材 95 寝具 ふとん、毛布、その他寝具類

30 保育教材 遊具等 96 デパート（総合物品販売） 燃料、印刷、医療分類を除く物品全般

車両 31 自動車販売 乗用車、貨物車等（特殊車両除く） 97 衣料品 医療衣、作業衣等

32 自転車・オートバイ販売 関連用品を含む 98 帽子 制帽、作業帽

33 特殊車両 建設、荷役、除雪用車両等 99 ギフト用品

34 農業用車両 トラクター、耕耘機等 100 印章 印章、ゴム印等

35 一般車両用タイヤ 乗用車、貨物車用 101 カップ、旗、バッチ

36 特殊車両用タイヤ 102 時計、貴金属

37 自動車用品・電装品 103 シート、テント

38 擬装・架装 消防ポンプ車、塵芥収集車等 104 工芸品、民芸品、漆器

39 車両整備・修繕 車検、整備、板金塗装 105 書籍

機械器具 40 保安用品・用具 ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ、ﾍﾙﾒｯﾄ、工事用保安用品等 106 楽器 各種楽器、ピアノ調律

41 消防用器具類 ホース、避難器具、消火器等 107 木工製品 主に受注品

42 農業用機械器具 草刈機、チェーンソー等 108 選挙用品

43 軽除雪機 109 広告用品

44 暖房機器 ストーブ、ボイラー等 110 古物全般買取り

45 ストーブ分解掃除 111 車輌買取り

46 冷房機器 エアコン等 112 金属屑買取り

47 厨房機器 流し台、調理台、給食用器具類 113 古紙買取り

48 光学機器 カメラ、顕微鏡、双眼鏡等 114 車両等リース・賃貸業 自動車、建設機械等

49 計測量機器 測量機器、風速計、圧力計等 115 事務機器リース・賃貸業 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、複写機等

50 理化学機器 各種試験機器、その他理化学機器 116 その他リース・賃貸業 医療用機器(要許可)、仮設材、寝具ほか

51 その他機械器具 上記以外の機械器具 117 保険業

電気 52 電気機械 発電機、重電機類、業務用機器等 118 襖、障子

53 家電製品 ストーブ、エアコンを除く 119 火葬、葬祭製品

54 電気器具用消耗品 乾電池、蛍光管等 120 災害・防災 防災用品、防炎加工

55 通信機器 無線機、電話機、FAXほか 121 生花、植木

56 音響機器 マイク、拡声器、放送設備等 122 祭用品 半天、浴衣等

印刷 57 活版・オフセット印刷 123 ＰＲ用品 名入れ、着ぐるみ、ノベルティグッツ

58 フォーム印刷 124 舞台装置類 舞台用諸幕・大道具・備品、劇場椅子等

59 軽印刷 タイプオフ、タイプ謄写 125 文化財関連用品販売 埋蔵文化財含む

60 その他特殊印刷 上記以外（地図作成、製本ほか） 126 展示用品 モニュメント、ｼﾞｵﾗﾏ等

医療 61 一般市販薬 127 その他

62 医薬品 病院薬、ワクチン等

63 医療品 医療用消耗品、歯科材料、X線フィルム等含む

64 医療用機械器具 X線装置、煮沸消毒器、寝台ほか

65 介護用機器・用品 車いす、特殊寝台、介護用消耗品等

66 化学工業薬品・試薬品 次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ、ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ等

ﾒｰﾀｰ、配管資材、ﾏﾝﾎｰﾙ蓋等
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