
－　1　－
【物品･印刷　参照資料】

大分類 小分類 業務の詳細
登録希望にあたる
関係許可，認可等

１ 一般印刷 ｶﾗｰ印刷

２ 軽印刷 一色印刷

３ ﾌｫｰﾑ印刷 連続伝票用紙，OCR伝票用紙，複写帳票類等

４ 特殊印刷 偽造防止用紙

５ その他
地図印刷，青写真・ｺﾋﾟｰ，ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞｶｰﾄﾞ印
刷，ｼｰﾙ印刷等

１ 文具・事務機器
文具，事務機器（OA機器を除く），ｼｭﾚｯﾀﾞｰ，
ﾏｲｸﾛﾘｰﾀﾞｰ，和用紙製品，封筒，製図用品等

２ OA機器
ﾊﾟｿｺﾝ，ﾊﾟｿｺﾝ周辺機器，ｻｰﾊﾞ，複写機，ﾄﾅｰｶｰ
ﾄﾘｯｼﾞ，ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄｳｪｱ，OAｻﾌﾟﾗｲ品等

３ 用紙
上質紙，中質紙，更紙，ｺｰﾄ紙，ﾉｰｶｰﾎﾞﾝ紙，
乗車券用紙，ｽﾄｯｸﾌｫｰﾑ，複写用感熱紙，（湿
式，乾式，PPC用紙等）

４ 教材
学校教材（理化学機器類等），保育教材（園
庭遊具，幼児用具類等）

５ その他 書籍，雑誌，地図等，印章・ｺﾞﾑ印

１ 木製家具 木製什器（応接ﾃｰﾌﾞﾙ，ｿﾌｧｰ，安楽椅子等）等

２ ｽﾁｰﾙ家具
鋼製什器（書庫類，更衣箱，机，椅子等），
移動棚等

３ 室内装飾
じゅうたん，畳，カーテン，ふすま・障子，
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ，簡易間仕切り，緞帳・暗幕等

４ その他 黒板，学校教育用什器類等

１ 自動車
乗用車，貨物車，軽自動車，バス，電気自動
車等の販売

２ ｵｰﾄﾊﾞｲ･自転車 ｵｰﾄﾊﾞｲ，原動付自転車，自転車，運搬車等

３ 車両部品･用品
部品，ﾀｲﾔ・ﾁｭｰﾌﾞ，更正ﾀｲﾔ，ﾊﾞｯﾃﾘｰ，電装
品，自動車用品，排気ｶﾞｽ浄化装置等

４ 船舶 船舶，ﾎﾞｰﾄ，船舶用ｴﾝｼﾞﾝ，ｵｰﾙ等
自社で造船する場合，造船業許可・小型船
舶造船業登録・造船業開始届のいずれか
（必須）

５ 船具･漁具
船舶架装，救命具，漁網，漁業，養殖用資
材，ﾏﾘｰﾅ用機器等

６ その他
自動車架装，特殊用途車，航空機，ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ，
航空機用ｴﾝｼﾞﾝ，航空機用機器等

航空機製造請負希望の場合，航空機製造事
業許可（必須）

１ 工作機器

ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ，旋盤，ﾎﾞｰﾙ盤，研削盤，ﾌﾗｲｽ盤，
ﾌﾟﾚｽ機械，切断機，圧延機，溶接機，測定機
器（ﾏｲｸﾛﾒｰﾀｰ，ｹﾞｰｼﾞ類），電動工具，雑工
具，（ねじ切り工具，ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｯﾌﾟ，ｽﾊﾟﾅ等）等

２ 農業機器
ﾄﾗｸﾀｰ，ｺﾝﾊﾞｲﾝ，精米機，製茶機，搾乳機，噴
霧器，芝刈り機，草刈機等

３ 建設機器
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ，ﾊﾟﾜｰｼｮﾍﾞﾙ，ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗｰ，ｸﾚｰﾝ，ﾐｷ
ｻｰ，ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ，巧打機，さく岩機，舗装機等

４ その他

溶射機，真空装置，券売機，両替機，洗浄機
器，産業ﾛﾎﾞｯﾄ，ｽﾎﾟｰﾂﾄﾗｸﾀｰ，印刷機，自動車
整備用機器，遺跡発掘用機器，窯業用機器，
石材加工用機器，ﾎﾞｲﾗｰ等

５５
産業機器等

登録希望にあたる関係許可，認可等参照資料　（物品･印刷）

５１
印刷類

５２
文具･事務機
器類

５３
家具類

５４
車両・船舶類

※必須条件のもので個人が有する資格等においては，代表者（又は主任
者）の資格証等の写しをご提出ください。
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【物品･印刷　参照資料】

大分類 小分類 業務の詳細
登録希望にあたる
関係許可，認可等

１ 家電器具

映像・音響（TV，DVD，ｽﾃﾚｵ），空調関係（ｴｱ
ｺﾝ，ｸｰﾗｰ，ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ，ｸﾘｰﾝﾋｰﾀｰ等），清掃・調
理（冷蔵庫，洗濯機，ﾚﾝｼﾞ等），照明器具
（電球・照明等）等

２ 電気設備

発電機器，変電機器，受配電設備，ﾓｰﾀｰ，自
動制御装置，空気清浄機，屋外照明器具，舞
台照明器具，舞台音響器具，舞台吊り物，ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ類，送風機，冷凍機，空調機器等

３ 通信機器

電話交換機，有線放送装置，ﾌｧｸｼﾐﾘ等搬送装
置，HUB，ﾃﾚﾋﾞ・ﾗｼﾞｵ放送装置，移動局通信装
置，ﾚｰﾀﾞｰ装置，無線機，信号管制設備・信号
機等

４ 視聴覚機器
映像・音響（映写機，ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ，ｽﾗｲﾄﾞ，ｽｸ
ﾘｰﾝ等）等

５ その他

１ 理化学機器
分析機器（光，ｸﾛﾏﾄ，ｶﾞｽ等），光学機器（顕
微鏡），試験検査機器，動物（畜産，養鶏）
実験用機器，前処理用機器等

２ 計測機器
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

計量器販売（製造）事業登録（該当業種の
み）

３ 医療機器
生体検査機器，検体検査機器，治療用機器，
放射線関連機器，手術関連機器，調剤機器，
看護器具，歯科用機器等

医療用具販売業届出（該当業種のみ）

４ 福祉機器
介護用ﾍﾞｯﾄ，簡易浴槽，入浴補助器具，車椅
子，障害者対応機器等

医療用具販売業届出（該当業種のみ）

５ その他

１ 消防機器
ﾎｰｽ，消防ﾎﾟﾝﾌﾟ，避難器具，救助器具，防火
服，保護具，消火器，防災用品等

２ 厨房機器
流し台，調理台，調理用機器，食器洗浄，消
毒用機器，給湯関係機器，冷凍・冷蔵関係機
器等

３ その他
水槽，ﾐｼﾝ，編機，焼却炉，風呂窯等浴槽関係
機器，ｶﾞｽ・石油暖房機，ろ過機，脱水機，水
処理機器等

１ 医薬品
医療用薬品，家庭薬，ﾜｸﾁﾝ，医療用酸素，笑
気ｶﾞｽ，血清，培地，検査試薬等

医薬品販売業許可・薬局開設許可のいずれ
か（必須），麻薬（向精神）小売業者免許
（該当業種のみ），覚醒剤製造業者指定
（該当業種のみ），毒物劇物販売（製造）
業許可（該当業種のみ）

２ 衛生材料 脱脂綿，ｶﾞｰｾﾞ，包帯，歯科材料，紙ｵﾑﾂ等
医薬品販売業許可（該当業種のみ），薬局
開設許可（該当業種のみ），医療用器具販
売業届出（該当業種のみ）

３ 化学工業薬品

塩化第二鉄，塩酸，硫酸，硫酸銅，液体塩
素，液体ｱﾝﾓﾆｱ，過酸化水素，苛性ｿｰﾀﾞ，次亜
塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ，ｹｲ酸ｿｰﾀﾞ，硫酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ，ﾎﾟﾘ塩
化ｱﾙﾐﾆｳﾑ，生石灰，消石灰，塩化ｶﾙｼｳﾑ，高分
子凝集剤，活性炭，流出油処理剤，消臭剤，
消泡剤，科学消化薬剤，試薬，工業用ｶﾞｽ，重
金属固定剤等

毒物劇物販売（製造）業登録（該当業種の
み）

４ 農業薬品 殺虫剤，殺そ剤，除草剤，農薬等
農薬製造（輸入）登録・農薬販売業届出の
いずれか（必須）

５ その他 肥飼料，動物用薬品等
肥飼料希望の場合，肥料販売業務届出（該
当業種のみ） 動物用薬品希望の場合，動
物用医薬品販売業許可（必須）

５８
雑機器類

５９
薬品類

５６
電気機器類

５７
精密機器類
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【物品･印刷　参照資料】

大分類 小分類 業務の詳細
登録希望にあたる
関係許可，認可等

１ 石油 ｶﾞｿﾘﾝ，灯油，軽油，重油，潤滑油等
石油製品販売業届出・揮発油販売業者登録
のいずれか（必須），危険物製造所（取扱
所）等設置（変更）許可（該当業種のみ）

２ LPガス ＬＰｶﾞｽ（ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽを含む）等 液化石油ｶﾞｽ販売事業登録（必須）

３ 高圧ガス 酸素ｶﾞｽ，熔解ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ等
高圧ｶﾞｽ製造許可・高圧ｶﾞｽ販売事業届出の
いずれか（必須）

４ その他 石炭，ｺｰｸｽ，航空燃料等

１ 工事用資材
砂利・砂・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，ﾀｰﾙ，乳剤，木・竹・石材等

自社で砂利・砂・採石する場合，岩石採取
計画認可，火薬類消費許可（必須）

２ 給排水設備用資
材

鋼管・鋼材，鉄製品，ﾊﾟｲﾌﾟ，ﾋﾞﾆｰﾙ管，水道
用弁類等

３ 電気工事用資材 電線，電力ｹｰﾌﾞﾙ，架線材料，絶縁材料等

４ その他
塗料，道路用資材（ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ，ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ等），
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ，棚，土のう，種子，苗木，芝，樹
木，工事用保安用品等

１ カメラ カメラ，撮影機，写真材料，フィルム等

２ 時計 時計，貴金属等

３ 記念品・バッジ ﾊﾞｯｼﾞ，ｶｯﾌﾟ，ﾄﾛﾌｨｰ，楯，金杯，銀杯等

４ スポーツ用品
ｽﾎﾟｰﾂ用品，ｽﾎﾟｰﾂ器具，武道具，運動衣，運
動帽，運動靴等

５ 楽器 洋楽器，和楽器，楽譜，ＣＤ，ﾚｺｰﾄﾞ等

６ その他 映像ｿﾌﾄ等

１ 被服・繊維
制服，作業服，事務服，防護服，消防事務
服，防寒衣，白衣，雨衣，肌着，ﾈｸﾀｲ，帽
子，手袋，作業用手袋（軍手），靴下等

２ 寝具 ふとん，毛布，敷布等

３ 皮革・ゴム製品
革靴，作業靴，ｺﾞﾑ長靴，地下足袋，病院用
ｼｭｰｽﾞ，手袋（皮・ｺﾞﾑ・ﾋﾞﾆｰﾙ製），ゴム製雨
衣，ｶﾊﾞﾝ等

４ 雑貨・金物

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（ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰを含
む），脚立，倉庫，家庭用金物類，市指定ご
み袋等

５ その他 贈答品，陶器，磁器，ｶﾞﾗｽ器，漆器類等

１ 食品 食品類，茶等
食品衛生法許可（該当業種のみ），米穀小
売業届出（該当業種のみ）

２ 広告・看板 看板，掲示板・表示板，道路標識等

３ 標本・模型
模型（展示台を含む），実験模型，展示品，ﾚ
ﾌﾟﾘｶ等

４ 保安用品 警察用品，防犯用品等

５ その他 実験動物，電気の供給等
電力の供給希望の場合，一般電気事業許可
（該当業種のみ），特定規模電気事業届出
（該当業種のみ）

６４
その他

６０
燃料及び油脂
製品類

６３
繊維・日用品
類

６１
建設用資材類

６２
趣味・日用品
類


	（物品・印刷）

