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コード 内          　　容

0101 米 精米、米ぬかなど

0102 その他の穀類 精麦、小麦粉、その他の製粉、なたね、ごまなど

0103 かんしょ・ばれいしょ・豆類 かんしょ、ばれいしょ、豆類

0104 野菜 果菜類、葉茎菜類、根菜類

0105 果実 かんきつ類、りんご、その他の果実

0106 きのこ類 まつたけ、しいたけ、えのきだけなど

0107 生鮮魚介類 天然、養殖の生鮮魚介

0108 冷凍魚介類 冷凍魚介

0109 その他の水産加工食料品 塩・干・くん製品、水産物のびん・缶詰、ねり製品など

0110 牛・豚・鶏・その他の肉 牛肉、豚肉、鶏肉、その他の肉

0111 畜産加工食料品 ﾊﾑ、ｿｰｾｰｼﾞなどの肉加工品、肉入りのびん・缶詰、牛乳、乳製品など

0112 鶏卵 鶏卵

0113 めん類 めん、パスタなど

0114 パン類 食パン、調理パンなど

0115 菓子類、その他 菓子類、その他（めん、パン以外の小麦粉を主原料とした食品）

0116 農産保存食料品 野菜、果実のびん・缶詰、ジャム、乾燥野菜、冷凍野菜、漬物など

0117 砂糖・油脂・調味料類 砂糖、塩、植物油脂、動物油脂、みそ、しょうゆ、その他の調味料

0118 冷凍調理食品 冷凍フライ類、冷凍ハンバーグ、冷凍米飯、冷凍めん類など

0119 その他の食料品 レトルト食品、そう菜、すし、弁当、その他の食料品

0120 酒・ｱﾙｺｰﾙ類 清酒、ﾋﾞｰﾙ、ｳｨｽｷｰ、その他の酒･ｱﾙｺｰﾙ類

0121 茶・コーヒー・清涼飲料・製氷 緑茶、紅茶、その他の茶、コーヒー、清涼飲料、ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ、製氷など

0122 花・木 切花、鉢物、花木、花の苗、芝

0123 畜産 牛、羊、山羊、馬などの畜産

0124 稲わら 稲わら

0125 大麦 大麦

0126 飼料 家畜・養魚用などの飼料、青刈とうもろこし、牧草などの飼料作物

0201 窯業原料鉱物 粘土、陶石、ｶｵﾘﾝ、けい石、けい砂、ﾄﾞﾛﾏｲﾄ、ろう石、長石など

0202 石炭 原料炭、一般炭、無煙炭、亜炭、雑炭など

衣服・寝具（繊維製品）

0301 糸・織物・生地 綿糸、毛糸、綿織物、毛織物、ニット生地、レース生地など

0302 綱・網 網、綱、ロープなど

0303 じゅうたん・床敷物 じゅうたん、カーペット、マットなどの繊維製の床敷物

0304 衛生材料・用品
ｶﾞｰｾﾞ、包帯、脱脂綿、紙ﾀｵﾙ、紙ﾅﾌﾟｷﾝ、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰなどの衛生材料、
衛生用品

0305 衣類 制服、制帽、作業着など

0306 寝具 ふとん、カバー、シーツ、タオルケット、まくら、クッション、座布団、毛布など

0307 繊維既製品 タオル、カーテン、テーブルクロスなど

紙・木製家具等

0401 板材・合板 板材、合板など

0402 木材チップ 木材チップ

0403 建設用木製品 造作材、建築用木製組立材料、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ、銘板、銘木、床柱など

0404 木製品 はし、箱、たる、おけなどの木製の製品

0405 家具・建具・装備品 机、戸棚、キャビネットなどの家具、雨戸、格子などの建具、ついたて、台などの装備品

0406 紙 印刷用紙、ｺﾋﾟｰ用紙、包装紙、和紙、原紙、板紙、塗工紙、加工紙など

0407 段ﾎﾞｰﾙ・段ﾎﾞｰﾙ箱 段ﾎﾞｰﾙ、段ﾎﾞｰﾙ箱

0408 紙製容器 紙製の袋、箱、筒、紙コップ、紙皿などの容器

0409 紙製用品 事務用、日用の紙製品

　物品・サービス分類表
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コード 内          　　容

化学製品

0501 化学肥料 アンモニア、窒素質肥料、複合肥料など

0502 ソーダ製品 か性ｿｰﾀﾞ、塩素ｶﾞｽ、塩酸ｶﾞｽ、塩酸高度さらし粉、さらし液、塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑなど

0503 圧縮ガス・液化ガス 酸素、窒素、アルゴン、水素、溶解アセチレン、炭酸ガスなど

0504 無機化学製品 亜硫酸塩、活性炭などの無機化合物の化学製品

0505 合成染料 分散染料、反応染料、酸性染料、ｶﾁｵﾝ染料、直接染料、蛍光染料、ｽﾚﾝ染料など

0506 有機化学製品 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｴﾁﾙｱﾙｺｰﾙ、ﾒﾀﾉｰﾙなどﾒﾀﾝ誘導品などの有機化合物の化学製品

0507 合成樹脂 ポリエチレン、フェノール樹脂、メラミン樹脂など

0508 医薬品 医薬品（循環器官用薬、抗生物質）、医薬部外品（殺虫剤等）、動物用医薬品等

0509 石けん・洗剤 石けん、合成洗剤、界面活性剤、柔軟仕上げ剤など

0510 化粧品・歯磨き ｼｬﾝﾌﾟｰ、ﾍｱﾘﾝｽ、ｸﾘｰﾑ、乳液などの化粧品、歯磨き

0511 塗料 油性塗料、ラッカー、電気絶縁塗料、合成樹脂塗料、シンナー類など

0512 印刷インキ 印刷用のインキ、ワニス、補助剤など

0513 写真感光材料 フィルム、印画紙、感光紙、写真用化学薬品など

0514 農薬 殺虫剤、殺菌剤、除草剤、殺鼠剤、植物成長調整剤、補助剤など

0515 化学最終製品 ｸﾚﾝｻﾞｰ、ﾜｯｸｽ、ろうそく、香料、ｾﾞﾗﾁﾝ、接着剤、触媒など

石油・石炭製品

0601 石油製品 グリース、潤滑油、精製・混合用原料油など （ガソリン、軽油などの燃料は除く）

0602 石炭製品 練炭、豆炭、コークス、コールタールなど

プラスチック・ゴム・革製品

0701 プラスチック成形品 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製のﾌｨﾙﾑ、ｼｰﾄ、板、管、棒など、発泡・強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの加工品

0702 プラスチック製容器 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製のｺﾝﾃﾅ、ごみ箱、缶などの容器

0703 プラスチック製日用雑貨・食卓用品 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製の食器、台所用品、雑貨、浴室用品など

0704 タイヤ・チューブ 運搬車用などのタイヤ、チューブ

0705 履物類 作業用の革靴・ゴム靴、サンダル、スリッパ、草履など

0706 ゴム製品 ゴム手袋、ホース、医療・衛生用、工業用のゴム製品

0707 かばん・袋物・革製品 かばん、身の回り用袋物、革ベルトなどの革製品

ガラス・セメント（窯業・土石製品）

0801 ガラス 板ガラス、安全ガラス、複層ガラスなど

0802 ガラス製容器・器具・用品 ガラス製の容器、ガラス器具、その他のガラス製品

0803 セメント セメント

0804 陶磁器・窯業・土石製品 陶磁器、ほうろう鉄器、その他の窯業・土石製品

0805 研磨材 研磨材、研削砥石、研磨布紙など

鉄鋼・非鉄金属・金属製品

0901 銑鉄・粗鋼・鋼材 銑鉄、粗鋼、各種の鋼材

0902 鋳物・鍛造品 鉄、銅などの鋳物、アルミ鍛造品など

0903 鉄鋼シャースリット・圧延・ペレット 鉄鋼シャーリング、鉄鋼スリット、純鉄圧延、ペレットなど

0904 鉛・亜鉛・その他の非鉄金属地金 鉛・亜鉛・その他の非鉄金属地金

0905 電線・ケーブル 通信用、電力用の電線、ケーブルなど

0906 伸銅・アルミ圧延・その他の非鉄金属 伸銅・アルミ圧延・その他の非鉄金属

0907 建築用金属製品 金属製のｻｯｼ、ﾄﾞｱ、ｼｬｯﾀ、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞなど

0908 ガス・石油機器及び暖厨房機器 ｶﾞｽこんろ・湯沸器、石油ｽﾄｰﾌﾞ、暖房用・調理用器具など　（電気製品は除く）

0909 ボルト・ナット・リベット・スプリング ボルト、ナット、リベット、ねじ、スプリングなど

0910 金属製容器・用品 金属製の食器・台所用品、金物、金庫、その他の金属製品

0911 配管工事付属品 金属製の管継手、衛生器具、ﾉｽﾞﾙ、噴水口、配水管、止め栓など

0912 粉末や金製品 粉末や金による機械部分品、超硬ﾁｯﾌﾟなど

0913 金属線製品 くぎ、金網、鋼索、電気溶接棒など

0914 手道具・刃物・作業工具 ﾊﾝﾏ、ｼョﾍﾞﾙ、ﾅｲﾌ、包丁、ﾍﾟﾝﾁ、ﾄﾞﾗｲﾊﾞ、くわ、かま、はさみ、ナイフなど

項　　目　　名
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コード 内          　　容

各種機械・電子部品

1001 一般産業機械
ボイラ、タービン、原動機、運搬機械（エレベータ、エスカレータ、クレーン、コンベアなど）、冷凍機・
温室調整装置、ポンプ及び圧縮機及びその他の一般産業機械

1002 特殊産業機械
建設・鉱山機械、化学機械、産業用ロボット、金属工作機械、金属加工機械、農業用機
械、繊維機械、食料品加工機械、半導体製造装置、製材・木材加工・合板機械、パルプ装
置・製紙機械、印刷・製本・紙工機、鋳造装置、プラスチック加工機械、真空装置・真空機
器 その他の特殊産業機械

1003 一般機械器具・部品 弁、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、金型、ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞ、その他の一般機械器具・部品

1004 複写機 複写機

1005 事務用機械
ｼｭﾚｯﾀﾞ、ﾚｼﾞｽﾀ、ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞ、ﾀｲﾑｽﾀﾝﾌﾟ、謄写機、宛名印刷機、ﾏｲｸﾛ写真機など　（複写機
は除く）

1006 自動販売機 各種の自動販売機

1007 娯楽用機器 業務用のゲーム機、遊園地用の娯楽機器など

1008 サービス用機器 両替機、自動改札機、自動入場機、コインロッカーなど

1009 産業用電気機器 発電機器、電動機、開閉制御装置、配電盤、変圧器、変成器、その他の産業用重電機器

1010 電気計測器・電子応用装置
電力計、電流計、電圧計、医療用、Ｘ線装置、超音波応用装置、その他の産業用の電子
応用装置

1011 電気照明器具・電池・電球類 電気照明器具、電池、電球、蛍光灯など

1012 家庭用電気製品 換気扇、洗濯機、冷蔵庫、掃除機、ｴｱｺﾝなど　(映像機器・音響機器は除く）

1013 映像機器・音響機器 ﾃﾚﾋﾞ、ﾗｼﾞｵ、ｽﾃﾚｵ、ﾋﾞﾃﾞｵ機器、ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗなど　（民生用に限る）

1014 有線電気通信機器 有線の電話機、ファクシミリ、交換機、電話応用装置、搬送装置

1015 携帯電話機 携帯電話機、ＰＨＳ、自動車電話など

1016 無線電気通信機器 無線の放送装置、通信装置（携帯電話機は除く）、カーナビなどの無線応用装置

1017 その他の電気通信機器 信号装置、警報装置など

1018 電子計算機・付属装置 ﾊﾟｿｺﾝ、汎用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀなどの電子計算機、ﾃﾞｨｽｸ装置、ﾌﾟﾘﾝﾀなどの付属装置

1019 電子部品
半導体素子、集積回路、電子管、液晶素子、抵抗器、ｺﾝﾃﾞﾝｻ、音響部品、磁気ﾍｯﾄﾞ、ｺﾈｸ
ﾀ、ﾌﾟﾘﾝﾄ回路、その他の電子部品

1020 未収録磁気媒体 ＣＤ、ＤＶＤ、ＭＯ、テープなどの磁気媒体で、未収録のもの

1021 配線器具・その他の電気機械器具 配線器具、内燃機関電装品、その他の電気機械器具

1022 自転車 自転車

1023 輸送機械 運搬用の車両、荷車、カートなど

1024 光学機械 ｶﾒﾗ、写真装置・関連器具、双眼鏡、顕微鏡、撮影機、映写機・関連装置、ﾚﾝｽﾞなど

1025 時計 掛時計、置時計、腕時計、ストップウォッチ、タイマー、メトロノームなど

1026 分析器・試験機・計量器・測定器 理化学機械器具、分析器・試験機・計量器・測定器などの計器、装置

1027 医療用機械器具 医療用の機械、器具、装置（動物用を含む）

その他の製造工業品

1101 玩具 遊び道具、おもちゃ

1102 運動用品 各種スポーツの用具・備品、運動場・体育館の備品など

1103 楽器 弦楽器・管楽器・打楽器・鍵盤楽器など

1104 ソフトウェア 会計ソフト、顧客管理などの業務用パッケージソフトウェアなど

1105 収録済磁気媒体 情報、音楽、映像などが収録済みのＣＤ、ＤＶＤ、ＭＯ、テープなどの磁気媒体

1106 機械工具 動力付の手持工具、切削工具、工具保持器など

1107 筆記具・文具
調査対象事業活動で直接使用された、鉛筆、ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝなどの筆記具、定規、筆箱などの
文具

1108 身辺細貨品 貴金属、装身具、装飾品など

1109 畳・わら加工品 畳、ござ、わらなわなど

1110 清掃用品 ※「建物サービス業」、「理美容業」、「写真業」にのみ採用・表章

1111 ブラシ、ロット ※「理美容業」にのみ採用・表章

1112 フェイシャルブラシ、ヘアブラシ等のブラシ類 ※「その他の洗濯・理容・美容・浴場業」にのみ採用・表章

1113 葬儀用品 ※「冠婚葬祭業」にのみ採用・表章

事務用品
鉛筆、ペン、消しゴム、テープ、のりなどで、一般的な事務に用いられた物品の購入費用
の合計額

項　　目　　名
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　「物品・サービス分類表」(案）のうちサービス

コード 内          　　容

委託費・外注費等（サービスの分類）

法務・財務・会計サービス 弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人などに対する支払い。

情報処理・提供サービス
オンライン情報処理、データセンターなどの管理運営業務、データベースサービス、各種
（市場、世論、経済）調査など

警備保障サービス 事務所、住宅、興行場、遊園地、貴重品運搬などの警備を委託したときの費用。

建物サービス ビル清掃、床磨き、ガラスふき、事務室の消毒、害虫駆除、ビルメンテナンスなど。

2001 廃棄物処理費 し尿収集・処理、ゴミ収集・処理、産業廃棄物収集・処理にかかった費用。

2002 映画・ビデオ制作費（委託費） 外部に制作を委託した映画やビデオなど。

2003 写真費（撮影。現像・焼付） 写真の撮影・現像・焼付などで直接写真業者に支払った費用。

2004 ニュース配信 通信社などからのニュースなどの配信。

2005 信用調査 興信所などに委託した信用調査など。

2006 不動産管理サービス 土地、建物などの不動産の管理手数料。

2007 クリーニング・リネンサプライ 衣類やタオル、シーツなどのクリーニング、リネンサプライ。

2008 衛生検査・器財消毒 調理室や給湯室などの設備の衛生検査、調理器具や電話機などの機材の消毒など。

2009 施設使用料 会場、会議場、舞台、劇場、運動場などの施設の一時的な使用料。

2010 金融手数料 銀行などの金融機関に支払った手数料、振込手数料など。

項　　目　　名


