
コード 品　　目

1-1  文房具･紙

1-2  事務用機器・関連消耗品

1-3  事務用調度品

2-1
 電算（OA）機器・関連商
 品、消耗品

3-1  印章・表札

4-1  写真・写真材料

4-2  青写真・マイクロ写真

4-3  航空写真・地図製作

5-1  印刷

5-2  製本・出版

6-1  家庭、業務用電気機器

6-2
 産業用電気機器
 ・その他電気機器

6-3
 通信機器・光学機器
 ・探知機・視聴覚機器

7-1  医療機器

7-2  介護用品

7-3  理美容・健康機器

7-4  衛生材料

8-1  試験・研究機器

8-2  計測・測量機器

9-1  医薬品・化粧品

9-2  化学薬品・工業薬品

10-1  船舶・船舶用品

10-2
 輸送機器・その他輸送
 関連用品

11-1  四輪自動車

11-2  二輪車

 無線機、放送機器、電話機、携帯電話、ＦＡＸ、探知機、カメラ、
 映写機、 望遠鏡、音響機器、トランシーバー、会議システム　等

 生体・検体検査機器、治療機器、調剤器具、看護器具、
 医療用ベッド、ストレッチャー、自動血圧計、
 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）、薬品保管庫　等

 シルバー用品、リハビリ備品、介護食器、保健福祉機器、
 介護用ベッド、介護用入浴器具、車椅子　等

 人体・動物用医薬品、ワクチン、血清、化粧品　等

 水処理用薬剤、試薬、濾過剤、火薬　等

 ボート、ヨット、いかり、ブイ、船舶用エンジン　等

 収納台車、コンテナ、プロペラ、パレット、ボックスパレット　等

 試験検査機器、化学分析機器、（記録紙）　等

 気象・環境測定用機器、測量機器（記録紙）、温度計　等

 単車、自転車　等

 普通自動車（○ccクラス）、トラック（○ｔクラス）、バス、
 軽自動車（軽貨物含む）、軽トラック　等

取 扱 品 目 一 覧 表
（令和2年4月1日適用）

例　　　示

 一般印刷、フォーム印刷　等

 製本、出版、表装　等

 家電製品、照明器具、ビデオ・ＤＶＤデッキ、テレビ、電池、
 録画・録音用テープ　等

 発電機、モーター、変圧器、配電盤、自動販売機、両替機、
 カード発行機、制御機器、エンジン　等

 理容・美容機器、健康器具　等

 文房具類、封筒、和洋紙、板紙、加工紙、コピー紙、段ボール、
 感光紙、アルバム、紙袋　等

 計算機、コピー機、シュレッダー、紙折機、製本機、 製図機器、
 タイムレコーダ、関連消耗品　等

 事務机・椅子（学童用含）、会議用テーブル、金庫、ロッカー、
 移動棚、黒板、パソコンラック　等

 パソコン本体、パソコン周辺機器、ディスプレイ、記憶メディア、
 関連消耗品、 ソフトウェア　等

 木印、ゴム印、日付印、表札　等

 ＤＰＥ（現像・焼付）、フィルム、写真材料　等

 青写真、第二原図、マイクロ写真　等

 航空写真、地図製作（原図作成、印刷含む）　等

 脱脂綿、ガーゼ、包帯、紙オムツ　等

1 ページ



コード 品　　目

取 扱 品 目 一 覧 表
（令和2年4月1日適用）

例　　　示

11-3  特殊自動車・ぎ装

11-4  車両関連部品・整備工具

12-1  衣料

12-2
 履物・鞄・繊維製品
 ・装飾小物

12-3  寝具

12-4  作業保安用品

13-1  家具・木工品

13-2
 屋内装飾・インテリア
 小物

13-3
 住宅、建物設備機器
 ・エクステリア

14-1  消防機器、用品

14-2  防災機器、用品

14-3  防犯機器、用品

14-4  警察機器、用品

15-1  厨房機器

15-2  冷暖房空調機器

16-1  工作機器・工具

16-2  産業機器

17-1  砂利・砂

17-2  コンクリート製品

17-3
 ビニール・プラスチック
 製品

18-1  上下水道関係資材類

19-1
 建設機械・土木、建築
 資材

20-1  農林水産機械資材

20-2  園芸用品・農薬

21-1  一般資材

21-2  鑑札、宣伝用品

 タンス、ベッド、応接セット、鏡台、食器戸棚　等

 カーテン、じゅうたん、ブラインド、暗幕、内装仕上材、間仕切、
 ふすま、パーテイション、各種フロアー施設　等

 物置、ガレージ、倉庫、門扉、自動ドア、テラス、浴槽、トイレ、
 エレベーター（車椅子用昇降機含む）、エスカレーター　等

 布団、毛布、敷布、枕、タオル　等

 消防車、救急車、塵芥車、バキューム車　等

 管、弁、メーター、処理機、濾過機、ポンプ、マンホール　等

 旋盤、研磨機、プレス機、溶接機、各種工具　等

 産業用ロボット、動力電動装置、焼却炉　等

 ヘルメット、ガス・粉塵マスク、安全靴　等

 流し台、調理用機器、浄水器、業務用冷凍冷蔵庫、保冷庫　等

 空調設備、換気扇、空気清浄機、ボイラー、冷却機、送風機　等

 ブルドーザー、パワーショベル、クレーン、フォークリフト、
 削岩機　等

 トラクター、コンバイン、畜産用機器、チェンソー、芝刈機、
 各種網、遮光ネット、鳥獣害対策用品　等

 種苗、芝、飼料、肥料、除草剤　等

 住宅資材、電設資材、ケーブル、電線、ファイバー、塗料、
 ポール、炭　等

 バッジ、トロフィー、ネームプレート、銀杯、記念品　等

 消防ホース、消防ポンプ、避難･救助器具、消火システム　等

 防災用品（真空パック毛布含む）　等

 防犯システム、監視システム　等

 鑑識用機材器機、警棒　等

 事務服、作業服、消防服、白衣、洋和服、肌着　等

 雨具、傘、履物、鞄、軍手、ゴム手、その他繊維製品　等

 砕石、砂利、玉石　等

 ヒューム管、パイル、ブロック　等

 ビニール製品類、プラスチック製品類、ポリ袋、ゴミ袋　等

 バッテリー、タイヤ　等（修理・車検含む）
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21-3  看板・標識類

23-1  日用雑貨・金物・陶器

24-1  食料品・飲料品・茶

25-1  体育用品・レジャー用品

26-1  図書・図書館家具、用品

26-2
 音楽、映像ソフト・楽器
 ・ミシン

26-3  時計・眼鏡・貴金属

27-1  学校教材

28-1  石油製品

29-1  ガス・ガス器具

30-1  百貨・贈答品

31-1  リース・レンタル

31-2  クリーニング

32-1  保険・運送

33-1  広告代理業

33-2  映画製作

33-3  式典企画展示

34-1  葬祭用品

34-2  選挙用品

35-1
 環境美化用品
 ・環境衛生機器

35-2  不用品買受

36-1  金券

37-1  システム開発

37-2  サービス業務

37-5  保守管理委託

37-6

 建物管理

 浄化槽等管理委託

 選挙関係用品　等

 理科実験器具、視聴覚教育機器　等

 ガソリン、軽油、重油、灯油　等

 プロパンガス、高圧ガス、ガス器具、ガスメーター　等

 各種処理機・選別機・脱臭装置・リサイクル装置、
 ゴミ収集容器（コンテナ）、ペットボトル等減容機　等

 鉄・非鉄屑、紙、繊維屑、定着廃液　等

 商品券、テレホンカード、ＱＵＯカード　等

 各種ファイルシステム、ソフトウェア開発、コンピュータシステム
等

 データベースサービス、インターネット接続サービス、
 オンラインネットワークサービス　等

 葬祭関係用品　等

 看板、懸垂膜、掲示板、ショーケース、模型、旗、複製、
 展示パネル、記念碑、ナンバープレート　等

 百貨店、贈答品（商品に名前等を印刷できること）　等

 各種リース、レンタル　等

 クリーニング　等

 映画・ビデオ・スライド製作　等

 催物の企画・運営、会場設営　等

 各種保険、宅配運送サービス　等

 公告の企画・デザイン製作、ニューメディア公告、車内公告　等

 運動器具、遊具、各種スポーツ用品、レジャー用品、娯楽用品、
 登山用具、トレーニング用品、テント　等

 図書、雑誌、楽譜、地図、刊行物、図書館家具・用品　等

 各種楽器、ビデオ、ＣＤ、カセットテープ、レコード、ミシン、
 編み機　等

 時計、眼鏡　等

 台所用品、トイレットペーパー、家庭金物、荒物、鍵、ガラス製品、
 陶磁器、清掃用具、石鹸洗剤、漆器、厨房用雑貨、給食用食器　等

 食料品（防災用食品含む）、飲料品、嗜好品、酒　等
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取 扱 品 目 一 覧 表
（令和2年4月1日適用）

例　　　示

37-7  保守管理委託

37-8

37-9

37-10

37-11

37-12

37-13

37-14

37-15

37-16

37-17

37-18

37-19

37-20

37-21

37-22

37-23

37-24

37-25

37-26

37-27

37-28

37-29

37-4

38-1 その他

 害虫駆除

 旅行業

 上下水道関係

 臨床検査・健康診査

 火葬及び通夜告別式貸室管理業務

 自家用自動車運行管理業務

 駐車場管理

 上下水道施設保守管理

 上記のいずれにも当てはまらないもの。具体的にご記入ください。

 警備

 その他　業務委託
 （11～29に当てはまらないもの。具体的にご記入ください。）

 翻訳・会議録作成

 人材派遣・セミナー

 埋蔵文化財関係

 福祉関係

 清掃関係

 産業廃棄物関係

 各種設備機器保守管理

 その他　保守管理
 （5～9に当てはまらないもの。具体的にご記入ください。）

 情報処理・電算関係・ホームページ作成

 調査・分析

 計画・策定・ＩＳＯ

 一般廃棄物収集運搬業務

 給食業務・調理委託

 試験問題作成

 業務委託
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