
Ｎｏ． 種　　目 Ｎｏ． 種　　目

１ 文具・事務用機器類 １） 用紙類

２） 文具・事務機器

３） 家具類

４） 印章

２ 電気通信機器類 １） 家庭電器

２） 電気通信機器

３） 視聴覚機器

４） 電設材料

５） ﾊﾟｿｺﾝ・ﾈｯﾄﾜｰｸ機器

６） ソフトウェア ソフト類

３ 印刷・製本類 １） オフセット

２） 軽オフセット・製本

３） 地図

４ 医療・理化学機器類 １） 医療機器
高度管理医療機器等販売業・貸与業許可
管理医療機器販売業・貸与業届出

２） 獣医科用機器
動物用高度管理医療機器等販売・貸与業許可
動物用管理医療機器販売・貸与業届出

３） 理化学機器

４） 光学機器

５） 計測機器 特定計量器販売事業届出

６） 介護機器
高度管理医療機器等販売業・貸与業許可
管理医療機器販売業・貸与業届出

５ 産業・工作機器類 １） 建設機器

２） 農林水産用機器

３） 一般工作機器

４） 厨房機器

５） 家庭用機器

６） 環境機器

７） 諸機器

６ 車両・船舶類 １） 四輪車両 自動車分解整備事業の認証

２） 二輪車両

３） 自転車

４） 船舶

５） 航空機

６） 車両工具部品

７） 船舶工具部品

８） 航空機工具部品

７ 薬品類 １） 医療薬品
薬局医薬品製造販売業許可
医薬品販売業許可

２） 動物薬品 動物用医薬品店舗販売業許可

３） 農業薬品 農薬販売届

４） 工業薬品 毒物劇物販売業登録

５） 衛生材料 管理医療機器販売業・貸与業届出

８ 油脂・燃料類 １） 石油 揮発油販売業登録

２） プロパンガス
液化石油ガス販売事業登録
高圧ガス販売事業届

３） 諸油

洋紙、和紙、板紙、感光紙

教材、印刷機

事務机、保管庫、木製家具

テレビ、冷蔵庫、掃除機

無線、携帯電話、ＧＰＳ、ファクシミリ

ＯＨＰ、ＤＶＤソフト

コード、電線、配電盤、太陽光パネル

ヘリコプター

ガソリン、軽油、重油、灯油

潤滑油、混合油

パソコン、プリンタ、ＬＡＮ用品

オフセット印刷、フォーム印刷

包帯、ガーゼ、紙おむつ

原動機付き自転車

計量機器、計測機器、測量機器

車いす、ベッド等

ブルドーザー、クレーン

トラクター、チェンソー、海水ろ過装置

旋盤、研削盤、ボイラー

調理器、流し台

ミシン、編み機

軽オフセット印刷等・製本

レントゲン、ＣＴスキャナー、心電計、血液自動分析装置

各種実験装置、分析装置

顕微鏡、望遠鏡

ごみ（生ごみ）処理機、空気清浄器

両替機、券売機

モーターボート、ヨット

タイヤ、ジャッキ

各種獣医科用機器

電動自転車

Ⅰ 物品調達等の営業種目分類表及び営業等に必要な許可・認可書等
大分類 小分類

具体的事例 許認可等
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９ 材料類 １） 鋼材

２） 木材

３） ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｾﾒﾝﾄ

４） 砂・砂利・砕石

５） 諸材料

６） 凍結防止剤

１０ 繊維・靴・鞄類 １） 被服

２） 寝具・縫製品

３） 靴・鞄

１１ 文化体育用品類 １） 書籍・雑誌

２） 音楽用品

３） ｽﾎﾟｰﾂ用品

４） 教育用機械器具

５） 玩具類

１２ 写真・写真用品類 １） 写真用品

２） 現像焼付

３） 青写真

１３ 警察・消防用品 １） 警察用品

２） 消防保安用品

１４ イベント用品 １） 貴金属・時計

２） 贈答品・記念品

３） 看板類 屋外広告業登録通知書

１５ その他 １） 荒物・金物・雑品

２） 食品 米穀の出荷又は販売の事業の届出

３） 動植物・飼料肥料
飼料販売業者届
肥料販売業務開始届

４） 装飾

５） 電気 小売電気事業を営もうとする者の登録

６） 小型無人機（ドローン）等

７） その他

１６ 借入品 １） 事務機器類

２） 家具類 机

３） 電気通信機器類

４） ﾊﾟｿｺﾝ・ﾈｯﾄﾜｰｸ機器類

５） 医療理化学機器類
高度管理医療機器等販売業・貸与業許可
管理医療機器販売業・貸与業届出

６） 産業工作機器類

７） 車両船舶類

８） 寝具類

９） イベント用品類

１０）その他

１７ 売払品 １） 不用品
古物商許可
金属くず類回収業許可

２） 生産物

楽器、楽譜、音楽ＣＤ

矢板、ヒューム管、ブロック

タイル、畳、ガラス

作業服、帽子

布団、シーツ

図書、法令集、刊行物

テント、簡易トイレ

理科実験器具、実習器具

フィルム、カメラ、引伸機

警棒、帯革、手錠、鑑識用機械機材、交通安全用品

避難器具、救命器具、消火装置、ヘルメット、消防ポンプ、消火器、防災用品

トロフィー、進物品

横断（懸垂）幕、腕章

電力供給

レンタカー

印刷機

ほうき、ロープ、大工道具、ゴム製品、家庭用品

牛、豚、苗木、餌

じゅうたん、カーテン、いすカバー

家電、視聴覚機器

パソコン類、ソフト、プリンタ

ドローン、ドローン関連部品

丸鋼、平鋼、形鋼、線材

丸材、平材、木質ペレット
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