志木市入札参加資格審査申請用業種区分一覧【物品及びその他業務】
コード

業種

品名・業務

コード

業種

品名・業務

810 事務用品

０１ 事務用品、０２ 文房具、０３ 事務機器、０４ 印刷機、０５ コピー機、０６ 選挙用品、０７ 製図用品、
９９ その他

837 安全・保安用品

０１ 交通安全用品、０２ 消火器、０３ 消防用品、０４ 防災用品、０５ 避難／救助器具、０６ 警報装置、
９９ その他

811 紙・印章

０１ 用紙類、０２ 封筒（事務用）、０３ 証明書用紙、０４ 印章、０５ ゴム印、９９ その他

838 日用雑貨・金物

０１ 日用雑貨、０２ お茶、０３ 清掃用品、０４ 塗料、０５ 洗剤、０６ ゴミ袋、０７ 環境衛生用品、０８ 工具、
０９ ワックス、１０ 鍵、１１ トイレットペーパー、９９その他

812 ＯＡ

０１ ハードウェア、０２ ソフトウェア、０３ 周辺機器、０４ ＯＡ用消耗品、０５ システム販売、９９ その他

839 美術

０１ 美術品、０２ 陶芸用品、０３ 植木、９９ その他

813 家具・調度・装飾

０１ 木製家具、０２ スチール家具、０３ オフィス家具、０４ 寝具、０５ 什器、０６ 建具、０７ ブラインド、０８
カーテン、０９ カーペット、１０ 畳、１１ 暗幕、９９ その他

840 リース

０１ ＯＡ、０２ 印刷機、０３ コピー機、０４ 物置／プレハブ、０５ 車、０６ 植木、９９ その他

814 視聴覚機器

０１ 視聴覚機器、９９ その他

841 その他物品

０１ 贈答品、０２ 園芸、０３ 舞台、０４ 葬祭用品、０５ 上下水道用品、０６ 生花、９９ その他

815 教材

０１ 学校用教材、０２ 教育機器、０３ 保育用品、０４ 教材用ソフトウェア、０５ 遊具、０６ ミシン、０７ 学校
家具、９９ その他

510 廃棄物処理

０１ 一般廃棄物収集運搬、０２ 一般廃棄物処分、０３ 産業廃棄物収集運搬、０４ 産業廃棄物処分、０５
特別管理産業廃棄物収集運搬、０６ 特別管理産業廃棄物処分、０７ 廃棄文書機密処理、９９ その他

816 楽器

０１ 楽器、０２ 音楽用品、０３ 楽譜、０４ ＣＤ、９９ その他

511 屋外清掃※

０１ 道路清掃、０２ 草刈清掃、０３ 水路清掃、０４ 側溝清掃、０５ 河川等清掃、９９ その他

817 図書・雑誌

０１ 書籍、０２ 地図販売、０３ 雑誌、０４ 図書館用品、０５ 図書整理、０６ 航空写真販売、０７ パンフレッ
ト、９９ その他

512 屋内清掃

０１ 建物清掃全般、９９ その他

818 スポーツ用品

０１ 運動用品、０２ 体育施設器具、０３ 運動着、０４ 武道具、９９ その他

513 施設清掃

０１ 浄化槽清掃、０２ 貯水槽清掃、０３ 給排水管洗浄、９９ その他

819 カメラ・時計

０１ カメラ、０２ フィルム、０３ マイクロ写真、０４ 映像ソフト、０５ 写真、０６ ＤＰＥ、０７ 時計、９９ その他

514 施設管理

０１ 浄化槽維持管理、０２ 貯水槽維持管理、０３ ボイラー維持管理、０４ 汚水処理施設維持管理、９９
その他

820 印刷

０１ 一般印刷、０２ フォーム印刷、０３ 特殊印刷、０４ 封筒印刷、０５ 美術印刷、０６ 出版物企画制作、
９９ その他

515 管渠調査／清掃※ ０１ 管渠調査／清掃、０２ ＴＶカメラ調査、０３ 漏水調査（送煙等）、０４ 管渠清掃、９９ その他

821 看板・展示品

０１ 看板、０２ 掲示板、０３ 標示板、０４ 展示品、０５ パネル、０６ 門標、０７ のぼり／横断幕、０８ 碑、
９９ その他

０１ 電気工作物保安管理、０２ 空調設備保守点検、０３ エレベーター保守点検、０４ クレーン保守点
516 電気・機械設備管理 検、０５ 監視カメラ保守点検、０６ 自動ドア保守点検 、９９ その他

822 電気・通信機器

０１ 一般電気、０２ 映像／音響、０３ 空調機器、０４ 照明器具、０５ 通信機、０６ 携帯電話、０７ バッテ
リー、０８ 電源装置、０９ 蓄電池、１０ 電算機機、９９ その他

０１ 無線機保守点検、０２ ＴＶ共聴施設保守点検、０３ 電話交換機保守点検、０４ 消防施設保守点検、
517 通信・消防設備管理 ９９ その他

823 厨房用品

０１ 厨房機器、０２ 食器、０３ 学校給食用器具、０４ 業務用冷蔵庫／保存庫、９９ その他

518 庭園管理※

０１ 公園管理、０２ 緑地管理、０３ 樹木管理、０４ 花壇管理、０５ 植裁／伐採、０６ 除草、９９ その他

824 被服・皮革製品

０１ 事務服、０２ 作業服、０３ 作業帽、０４ 調理服、０５ 防寒服、０６ 長靴、０７ 安全靴、０８ 衣料品、０９
鞄、９９ その他

519 害虫駆除

０１ 建物、０２ 樹木、０３ ネズミ、０４ 白蟻、０５ 蜂（巣）、０６ ゴキブリ、０７ ガス薫蒸、０８ 消毒、９９ その
他

825 薬品

０１ 医薬品、０２ 保健衛生用品、０３ 工業用薬品、０４ プール用薬品、０５ 農薬、０６ 防疫剤、９９ その
他

520 事業委託

０１ 機械警備、０２ 常駐警備、０３ 案内／受付、０４ 電話交換、０５ 医療事務、０６ 学校給食調理、０７
その他の給食調理、９９ その他

826 医療用機器・器具

０１ 医療機器、０２ 医療器具、０３ 介護用品、０４ 歯科用品、９９ その他

521 運転・運搬

０１ 自動車運転代行、０２ 給食運搬、０３ 美術品運搬、９９ その他

827 車両販売

０１ 一般車両、０２ 特殊車両（消防車／救急車等）、０３ オートバイ、０４ 自転車、９９ その他

522 事務委託

０１ 速記、０２ テープおこし、０３ 翻訳、０４ 航空写真、０５ マイクロフィルム作成、０６ 図面作成、９９ そ
の他

828 車（車両販売以外） ０１ 修理／整備、０２ 用品、０３ タイヤ、９９ その他

523 企画・計画

０１ イベント企画、０２ 会場／舞台設営、０３ イベント運営、０４ 総合計画、９９ その他

829 燃料

０１ 石油、０２ 重油、０３ 軽油、０４ 灯油、０５ ガス、０６ 石油機器、０７ 器具、９９ その他

524 電算処理

０１ システム／ソフト開発、０２ システム維持管理、０３ 集計／計算、０４ データ入力、０５ 電算帳票作
成、０６ 情報提供、９９ その他

830 計器・測定器

０１ 測量機器、０２ 測定器機、０３ 観測器機、０４ 理化学機械、９９ その他

525 広報・広告・映像

０１ 新聞／雑誌、０２ ＴＶ／ラジオ、０３ ビデオ製作、０４ 映画製作、９９ その他

831 産業機械

０１ ボイラー、０２ ポンプ、０３ 電源／発電装置、０４ 焼却炉、０５ 駐車場、０６ 浄水装置、０７ バルブ、
０８ 送風機、０９ 冷凍機、９９ その他

526 市場調査

０１ 行政診断、０２ 情報システム、０３ 労務、０４ 消費生活、９９ その他

832 造園資材

０１ 苗床、０２ 樹木、０３ 用土肥料、０４ 造園資材、９９ その他

527 環境調査

０１ 大気測定、０２ 水質検査、０３ 土壌分析、０４ 放射能測定、９９ その他

833 建設用資材

０１ 砂利／砂、０２ 石材、０３ 砂材、０４ 木材、０５ コンクリート製品、０６ 石灰、０７ 砕石、９９ その他

528 美術関係

０１ 修復、０２ 状態調査、０３ 保存処理、９９ その他

834 舗装用資材

０１ アスファルト乳材、０２ タール乳材、０３ 合材、９９ その他

529 不要品買い受け

０１ 紙、０２ 鉄、０３ アルミ、０４ 繊維、９９ その他

835 水道用資材

０１ ヒューム管、０２ 量水器、０３ バルブ、０４ 鋳鉄管、０５ 水道用塩ビ管、０６ 石綿管、０７ 鉄蓋、９９ そ
の他

530 その他

９９ その他

836 その他資材

９９ その他

※埼玉県電子入札共同システムにおいて土木施設維持管理で申請済みの場合は重複して登録する必要はありません。

