
※表に記載されていなくても、資格、許可、登録等が必要な場合は、その写しを提出してください。

品目名例示 関係する 許可、認可等の例示

01 一般印刷 オフセット印刷、フォーム印刷、封筒、シール・ステッカー印刷、シルク印刷、グラビア印刷、ダイレクト印刷、点字印刷　等

02 地図調製 地図製作、図面製作、航空写真　等

03 複写業務 青焼、コピー、マイクロ写真　等

04 製本 製本、表装　等

01 文具・事務用品 文具、事務用品、封筒、製図用品、ゴム印、印章　等

02 事務機器 シュレッダー、レジスター　等　※ただし、ＯＡ機器【02-03】、什器【03-01・02・04】を除く。

03 ＯＡ機器 パソコン、パソコン周辺機器、サーバ、複写機、ファクシミリ、トナーカート リッジ、パソコンソフトウェア、ＯＡサプライ品　等

04 用紙 上質紙、中質紙、更紙、コート紙、ノーカーボン紙、ストックフォーム、複写用感熱紙（湿式、乾式、ＰＰＣ用紙）　等

01 木製家具 木製什器（応接テーブル、ソファ、安楽椅子等）等

02 スチール家具 鋼製什器（書庫類、更衣ロッカー、机、椅子等）、移動棚　等

03 室内装飾 じゅうたん、畳、カーテン、ふすま・障子、ブラインド、展示ケース・パネル、衝立、テーブルクロス、緞帳、暗幕　等

04 その他 大型黒板、大型ホワイトボード、舞台用具、図書館用什器類、学校用什器類（学校机、椅子）等

01 被服 制服、作業服、事務服、防護服、防寒衣、調理服、白衣、肌着、ネクタイ、帽子、手袋、作業用手袋（軍手）、靴下　等

02 寝具 ふとん、毛布、敷布、枕、座布団　等

03 皮革・ナイロン・ゴム製品 革靴、作業靴、ゴム長靴、地下足袋、病院用シューズ、手袋 （皮・ゴム・ビニール製）、雨衣、雨具、カバン、シート・テント　等

04 その他 手ぬぐい、タオル　等

01 厨房機器 流し台・調理台、ガスコンロ、食器洗浄・消毒用機器、給湯機、冷凍・冷蔵庫、フライヤー　等

02 厨房用品 食器、給食用食器、厨房用品　等

01 車両用燃料 ガソリン・軽油・混合油、エンジンオイル、グリース　等

02 暖房用燃料 Ａ重油、灯油、コークス、ペレット、チップ　等

03 ガス類 プロパンガス、高圧ガス　等

04 その他 電力（販売）、石炭、木炭、バイオディーゼル、エタノール　等

01
理化学機器 分析機器（光、クロマト、ガス等）、光学機器（顕微鏡等）、試験検査機器、動物（畜産・養鶏）実験用機器、前処理用機器　等

02
計測機器 はかり、気象測定機器、大気測定機器、放射線測定機器、電気測定機器、測量機器、水道メーター、水道メーター部品　等 計量・計測機器の販売：特定計量器販売事業届出書又は指定製造事業者指定書

01
医療用機器

生体検査機器、検体検査機器、治療用機器、放射線関連機器、調剤機器、看護機具、診療器具、身体測定器（血圧計等）、医療用品

（医療用フィルム等）、AED　等　※ただし、動物用医療機器【14-02】を除く。
医療機器製造販売業許可証又は高度管理医療機器等販売業許可証

02 福祉用機器 介護用ベット、簡易浴槽、入浴補助器具、車椅子、障がい者対応機器　等

03 衛生材料 脱脂綿、ガーゼ、包帯、歯科材料、紙オムツ　等

01
医薬品 医療用薬品、家庭薬、ワクチン、医療用酸素、医療用ガス類、血清、培地、検査試薬　等

医薬品の販売：医薬品販売業許可証等　麻薬の販売：麻薬卸売業者免許証　覚せい剤の販売：覚せ

い剤原料取扱者指定証　消毒用アルコ－ル類の販売：アルコール販売事業許可書

02
化学・工業薬品

塩化第二鉄、塩素、硫酸、硫酸銅、液体塩素、苛性ソーダ、ポリ塩化アルミニウム、生石灰、 消石灰、高分子凝集剤、活性炭、消臭

剤、消泡剤、プール用薬剤　等
毒物又は劇物の販売：毒物・劇物販売業登録票　工業薬品の販売：毒物・劇物販売業登録票

03 農業薬品 除草剤、農薬、肥料、殺虫剤、殺鼠剤　等 農薬の販売：農薬販売届　肥料の販売：肥料販売業務開始届出書

04 動物用薬品 動物用薬品　等 動物用医薬品の販売：動物用医薬品卸売販売業許可証

車両用揮発油の販売：揮発油販売業登録通知書

石油製品の販売：石油販売業開始届出書又は石油製品販売業者之証

高圧ガスの販売：高圧ガス販売事業届出書

液化石油ガスの販売：液化石油ガス販売事業者登録通知書

電力：一般電気事業許可証又は特定規模電気事業許可証又は卸電気事業許可証

第１類～第６類危険物貯蔵取扱所：危険物取扱所設置許可証

燃料及び油

脂製品類

厨房器具類

医療・福祉

機器類

薬品類

09

08

07

家具類

繊維類

理化学機器・計

測機器類

営業品目一覧表【物品の買入れ及び製造】

02

01

印刷・製本

物品の買入れ及び製造

中分類大分類

文具・事務

機器類

03

06

05

04



※表に記載されていなくても、資格、許可、登録等が必要な場合は、その写しを提出してください。

品目名例示 関係する 許可、認可等の例示

物品の買入れ及び製造

中分類大分類

01
家庭用電気機器

映像・音響機器（テレビ、ビデオ、ステレオ等）、エアコン、ストーブ、ファンヒーター、家事・調理機器（冷蔵庫、洗濯機、レンジ

等）、照明器具（電球照明等）等

02 放送・通信機器 電話交換機、無線機、ラジオ、携帯電話、ファクシミリ、有線設備、電光掲示板　等

03 視聴覚機器 舞台照明機器、舞台音響機器、映像機器（映写機、プロジェクター、スライド、スクリーン 等）等

01
工作機器

ミシン、施盤、溶接機、溶断機、測定器具（マイ クロメーター、ゲージ類）、電動工具、雑工具（ねじ切り工具、ハンドタップ、ス

パナ等）等

02 農業機器 トラクター、コンバイン、精米機、噴霧機、チェンソー、 草刈機　等

03 建設機器 ブルドーザー、ホイールローダー、グレーダー、パワーショベル、ロードローラー、クレーン、 ミキサー、フォークリフト　等

04 空調機器 業務用エアコン、空気清浄機、送風機、ボイラー　等

05 その他 発電機、ドローン、除雪機（手押し）、印刷機、自動車整備用機器、焼却炉、窯業用機器、石材加工用機器　等

01 消防機器 消火器具（消火器、消防ホース等）、避難器具（救助袋等）、火災報知設備、ガス漏れ警報器、誘導灯　等（ただし車両は除く。）

02 保安用具 空気ボンベ、防火服、ヘルメット、保護メガネ　等

03 防災用品 防災グッズ、災害用備蓄食料　等

01 自動車 乗用車、貨物車、軽自動車、バス、電気自動車　等

02 オートバイ・自転車オートバイ、原動機付き自転車、自転車、乳母車、運搬車　等

03 特殊車両 消防ポンプ自動車、救急自動車、除雪車（除雪グレーダー、除雪ローダー、除雪ドーザ 等）等

04 車両部品・用品 部品、タイヤ、チューブ、更正タイヤ、バッテリー、電装品、 自動車用品、排気ガス浄化装置　等

01

建設資材

砂・砂利、採石、セメント、コンクリート、コンクリート製品、アスファルト、木材、鋼管、電線・ケーブル、カーブミラー、道路標

識、ネットフェンス、擬木、融雪剤、人孔口環及び蓋（鋳鉄）、移動式足場、落蓋式Ｕ字側溝及び蓋、ヒューム管、境界石、物置、簡

易トイレ　等

02
動物・飼料 動物、魚類用飼料、鳥類用飼料、動物用飼料、飼育器材、動物用医療機器　等

家畜の販売：家畜商免許証　動物用医療機器の販売：動物用（高度）管理医療機器等販売・貸与業

許可証

03 造園資材 種苗、樹木、草花、用土肥料、造園石材　 等 肥料販売業務開始届出書

01 教材・図書 書籍、学校用教材、保育用教材、教科書、地図、検査用紙　等

02 遊具 保育用遊具、学校用遊具、公園遊具　等

03 楽器 楽器、音楽ＣＤ、音楽用品　等

04 運動用品 スポーツウェア、球技用品、武道用具、登山用品、水泳用具、学校用体育用品　等

01
日用雑貨

清掃用具・用品、石鹸・洗剤類、ワックス類、食器類、紙繊維製雑貨類（トイレットペーパーを含む）、脚立、家庭用金物類、包装資

材　等

02 カメラ・写真 カメラ、ビデオカメラ、撮影機、写真材料、フィルム、双眼鏡、望遠鏡　等

03 時計・貴金属 時計、貴金属、眼鏡　等

04 記念品・バッジ バッジ、カップ、トロフィー、楯、金杯、銀杯、記念品、旗、額縁　等

05 美術・工芸品類 美術・工芸品、陶芸品、模型（展示台を含む）、実験模型、展示品、レプリカ　等

06 選挙用品 選挙用品、選挙用看板　等

07
食料品 食料品、菓子、飲み物（自動販売機飲料を含む）、弁当、学校用給食食材　等

食料品の製造及び販売：食品営業許可証又は食品衛生許可証　米穀類の販売：米穀の出荷又は販売

の事業の開始届出書　酒類の販売：一般酒類小売業免許

08 広告・看板 看板、掲示版、横断幕、のぼり　等

09 その他  ※どの分類にも該当しない品目等

電気・通信

機器類

12

11

10

16

その他

学校教材・

運動用品・

楽器類
15

14

13

車両類

資材類

産業機器類

消防防災・

保安用具類



※表に記載されていなくても、資格、許可、登録等が必要な場合は、その写しを提出してください。

業務の詳細 関係する 許可、認可等の例示

01 建物清掃 庁舎、公民館　等 建物の清掃業務：建築物清掃業登録証明書（未登録でも業務は可能）

02 飲料水貯水槽清掃 貯水槽　等 貯水槽の清掃業務：建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書

03 オイルタンク清掃 スラッジ除去　等

04 浄化槽清掃 浄化槽、管渠、汚水ピット、トイレ　等 浄化槽の清掃業務：浄化槽清掃業許可証

05 下水道管渠清掃 下水道施設、管渠　等

06 側溝排水路清掃 側溝、排水路　等

07 公園・道路等清掃 道路、公園、河川、公衆トイレ　等

08 鼠等衛生害虫防除 ねずみ、蜂、松くい虫、白アリ、施設消毒、樹木害虫駆除、鳥害防除　等 建物内のねずみ等防除業務：建築物ねずみ昆虫等防除業登録証明書

01 機械警備

02 巡回警備

03 常駐警備

04
駐車場・駐輪場等整理

（交通整理を含む）
交通誘導　等

05 受付・展示物案内 受付、電話交換　等

01 事務機器・ＯＡ機器保守点検 シュレッダー、複写機、ファクシミリ、パソコン　等

02 空調設備保守点検 空調設備・空調用自動制御設備・換気設備・ボイラー保守点検、空調設備日常運転監視　等

03 消防用設備保守点検 消防設備・消防器具・警報機保守点検　等 消防設備保守点検業務：消防設備業届出書又は甲種・乙種消防設備士免証

04 昇降機・自動ドア保守点検 エレベータ、エスカレータ、自動ドア　等 昇降機の保守点検：昇降機等検査員資格者証　自動ドアの保守点検：自動ドア施工技能士

05 厨房設備保守点検 ガスコンロ、給湯機　等

06 電気設備保守点検 自家発電設備、自家用電気工作物、屋外照明器具、舞台照明器具、舞台音響設備　等 電気設備保全業務：電気主任技術者免状又は電気工事士免状

07 通信設備保守点検 電話交換機・無線機・放送設備・信号設備・テレメータ・ ネットワーク機器　等

08 理化学機器・計測機器保守点検分析機器、計測機器、光学機器（カメラを含む。）　等

09 医療・福祉機器保守点検 医療機器、介護用ベット　等

10 上水道施設等保守点検 水道配管、給水設備、水道メーター交換業務　等

11 下水道施設等保守点検 浄化槽、管渠、汚水ピット、トイレ、農業集落排水施設、し尿処理施設　等
浄化槽の保守業務：浄化槽保守点検業者登録通知書、し尿浄化槽の保守業務：し尿浄化槽保守点検

業者名簿登載済証

12 ごみ処理施設保守点検 運転業務、焼却炉、浸出水処理施設　等

13 車両保守点検 自動車車両点検（自賠責保険代理業務を含む）、自動車・自転車修理　等 自動車の修理：普通･小型･軽自動車分解整備事業認証書

14 楽器調律 ピアノ調律　等

15 除排雪 除排雪業務　等

16 植栽・庭園管理 樹木剪定、芝張、草刈、施肥　等

17 家具・寝具類 机、棚、カーペット、畳、カーテン、ブラインド　等

18 その他設備保守点検 遊具、体育器具、時計　等

19 その他施設保守点検 プール、山林、火葬炉　等

営業品目一覧表【役務の提供等】

建物等の警備業務：警備業認定証、営業所設置等届出書、機械警備業務開始届出書

役務の提供等

20
清掃・駆除

等

21
警備・受付

等

中分類大分類

22

保守・点

検・管理

（修理・整

備を含む）



※表に記載されていなくても、資格、許可、登録等が必要な場合は、その写しを提出してください。

業務の詳細 関係する 許可、認可等の例示

役務の提供等

中分類大分類

01 システム・ソフト開発 システム基本設計、システム開発、システム運用・保守、ホームページ制作　等

02 データ入力業務 データ入力、データ変換、バッチ処理、集計処理　等

01 一般廃棄物（運送・運搬） 一般家庭廃棄物収集運搬 一般廃棄物収集運搬業許可証

02 産業廃棄物（運送・運搬） 産業廃棄物収集運搬、特定管理産業廃棄物収集運搬 産業廃棄物収集運搬業許可証

03 一般廃棄物（処理） ごみ処理、し尿処理　等 一般廃棄物処理業許可証

04 産業廃棄物（処理） 産業廃棄物処理、特定管理産業廃棄物処理　※中間処理を含む。 産業廃棄物処理業許可証

05 広報紙・文書集配 ポスティング　等

06 給食運搬

07 バス運行 旅客バス、スクールバス、コミュニティバスの運行　等 一般貸切旅客自動車運送事業許可（免許）

08 引越業 一般貨物の運送　等 自動車運転業務：貨物自動車運送業許可証又は貨物利用運送事業許認可証

09 旅行業 バス斡旋、旅行手配　等 旅行業登録通知書又は旅行サービス手配業登録通知書

01 大気・環境検査 放射能性物質、ばい煙、悪臭、騒音、振動、交通量　等 建物内空気等環境測定業務：建築物空気環境測定業登録証明書

02 水質検査 飲料水、地下水、井戸水、工場排水、プール水、河川水　等 建物飲料水の水質検査業務：建築物飲料水水質検査業登録証明書

03 土壌検査・測定 土壌診断、肥料分析　等

04 漏水調査 建物漏水、水道漏水、流量調査、水圧調査　等

05 化学物質測定 環境ホルモン、ダイオキシン、アスベスト、ＰＣＢ、重金属　等

06 食品検査 残留農薬検査、食品分析　等

07 臨床検査 血液検査、尿検査、便検査　等

08 調査・統計 財務分析、市場調査、文化財　等

09 その他調査 土地家屋調査、発掘調査、景観調査、アンケート調査　等

01 広告・宣伝 広告デザイン（映像、チラシ、マイクロフィルム等）の企画、製作、広告代理、映像、音楽等記録製作　等

02 イベント企画・運営 会場設営、イベント企画・運営　等

03 選挙 選挙用看板の製作、設置、撤去　等

01 会議録作成 議事録作成、速記　等

02 筆耕・翻訳・通訳 筆耕、翻訳、通訳　等

01 クリーニング クリーニング、防炎・防水加工、乾燥　等 クリーニング所開設検査確認証

02 人材派遣 研修講師派遣、労働者派遣　等 労働者派遣事業許可証

03 調理業務 学校給食、病院給食　等

04 不動産鑑定業務 不動産鑑定業登録証　不動産鑑定業者登録通知書

05 その他
医事業務、介護サービス、コールセンター業務、保育業務、収納代行、研修企画、司書・図書整理業務、

各種計画策定、各種メーター検針業務　等 ※どの分類にも該当しない業務委託

28 その他

24
運送・運

搬・処理

23

広告・出

版・イベン

ト

26

翻訳・通

訳・速記
27

25
調査・検

査・測定

コンピュー

タ関連



※表に記載されていなくても、資格、許可、登録等が必要な場合は、その写しを提出してください。

業務の詳細 関係する 許可、認可等の例示

役務の提供等

中分類大分類

01 金属くず 鉄くず　等

02 非鉄金属くず 銅、真鍮　等

03 立木

04 一般車両・自転車 乗用車、貨物車、軽自動車、バス、自転車　等

05 特殊車両・建設機械 消防ポンプ自動車、除雪車　等

06 古紙 古新聞　等

07 ペットボトル

08 ガラス瓶 ビール瓶　等

09 その他  事務機器類、道具類　等　※どの分類にも該当しない売払い

01 事務機器・ＯＡ機器 パソコン、パソコン周辺機器、複写機、ファクシミリ　等

02 家具類 長机、パイプ椅子　等

03 繊維類 寝具、ユニフォーム、テント、リネンサプライ　等

04 厨房器具類 厨房機器、厨房用品　等

05 理化学機器・計測機器 分析機器　等

06 医療機器・福祉用具類 ＡＥＤ　等 医療機器：高度管理医療機器販売業・貸与業許可証又は管理医療機器販売業・貸与業届書

07 電気・通信機器類 日用家電、ファンヒーター、空気清浄機、携帯電話　等

08 産業機器類 工作機器、農業機器、建設機器、廃棄物処理機器　等

09 消防保安用具類 消火器、移動式消火設備　等

10 一般車両・自転車 乗用車、貨物車、軽自動車、バス、自転車　等 自家用自動車有償貸渡許可書

11 特殊車両・建設機械 消防ポンプ自動車、除雪車　等

12 資材類 建設資材、動物、樹木、観葉植物　等

13 仮設建築物 プレハブ、仮設トイレ　等

14 教材・楽器・運動用品 遊具、楽器、運動用品　等

15 イベント用品類 厨房用品、イベント機材　等

16 清掃用具類 モップ、玄関マット　等

17 その他 看板等　 ※どの分類にも該当しない賃貸借

30 賃貸借

古物商許可証29
財産等売払

い


