
データウェア・ネット業務分類一覧
（２０１６年０８月０１日現在）

業務分類 取扱品目の例

制服、作業服、白衣、帽子、タオル、旗 レインコート、手術用ガウン、国旗、風呂敷

日用雑貨品 石鹸、シャンプー、歯ブラシ、トイレットペーパー

金物、ＤＩＹ用品
くぎ、ドライバー、ニッパ、モンキーレンチ、電動工具、ペン
キ

金属製品・非鉄製品
アルミ製品、ステンレス製品、スチール製品、鋼板、鋳鉄蓋、
延板加工

ゴム・プラスチック・皮革製品 靴、鞄、ポリエチレン袋、革手袋、ゴム手袋、ポリバケツ

土木・建設・建築材料
建築資材、生コン、セメント、石灰、砂、採石、管、ワイヤー
ロープ、吸音材、防音シート、土のう、水道メーター

農業・造園資材 種苗、生花、肥料、農薬、ビニールハウス用ビニール

食料全般・飲料・非常食 給食材料、防災食料、糧食

厨房・給食機器・食器
冷凍庫修理、食器洗浄機、給湯器、製氷機、ステンレス流し
台、抗菌ヘラ、グラス

家具・寝具・カーテン・調度品
テーブル、ソファー、椅子、本棚、ブラインド、ベッド、布
団、シーツ、壺、花瓶

家電製品、ＡＶ関連機器・用品
テレビ、オーディオ機器、デジカメ、電子辞書、エアコン、冷
蔵庫、カーナビ、乾電池

照明器具、ＬＥＤ照明 水銀ランプ、蛍光灯、ＬＥＤランプ、非常照明用安定器

コピー機、ＯＡ事務機、パソコンサプライ用品
複合機、ＰＣカードアダプタ、メモリーボード、点字プリン
ター、シュレッダー、トナーカートリッジ、コピー用紙

文房具、事務用品・事務机・備品
筆記具、画用紙、ケント紙、ハトロン紙、段ボール、電子黒
板、黒板ふきクリーナー、印章、事務用机・椅子、書庫、キャ
ビネット

学校教材、運動用品、音楽用品、児童机、遊具
理科室実験用機材、トレーニング機器、サッカーボール、フッ
トサルゴール、野球用具、剣道防具、柔道畳、ウェットスー
ツ、ピアノ、リコーダー、ブランコ

図書・雑誌・新聞等出版物、電子出版物
書籍、情報検索サービス提供、電子ジャーナル、財政会計六
法、新聞各紙、ＣＤソフト

情報処理用ハードウェア・汎用ソフトウェア類
サーバ、パソコン、ウイルス対策ソフト、ソフトウェアライセ
ンス、計算機保守

医薬品、工業薬品、防疫剤、医療ガス、融雪剤
医薬材料、試薬、検査キット、水道用滅菌薬品、プール薬品、
清缶剤
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業務分類 取扱品目の例

医療用品・機器・システム、介護用品及び役務・委託
ＡＥＤ、リニアック装置、全身麻酔装置、滅菌装置、錠剤分包
機、輸液ポンプ、コールマット、救急用消耗品、防塵マスク

車両全般・船舶・航空機、及び用品、整備
救助車、電動自転車、ＥＴＣ車載器、タイヤ、航空用ヘルメッ
ト

工作・産業・農業・建設用機械器具・部品、除雪機、発電機
加工機、断裁機刃研磨、ショベル、車両移動用ジャッキ、ク
レーン点検、粉砕機、旋盤、抄紙機、播種機、草刈機整備、郵
便料金計器、トラクタ、ポンプ

理化学・光学・計測・測量等の機械・器具
質量分析装置、非破壊検査装置、観測装置調査設計、測定装置
定期整備、光度計、顕微鏡、地震計、空振計、培養機、ＤＮＡ
シーケンサー、バイオエタノール製造実証施設運転管理

消防・防災関連の機器及び役務・委託
防災用無線機器設置、災害時救援物資備蓄品、災害用備品、火
災報知機・スプリンクラー設置、煙感知器、消火器、落下制御
装置、防火衣

警察・防犯関連の機器及び役務・委託
防犯カメラシステム、鑑識用機械器材、鑑定用消耗品、警棒、
防犯ブザー、防犯用カラーボール

警察・防衛用装備品類
銃火器、砲弾、弾薬、ダミー弾、ミサイル・ワーニング・シス
テム、防弾チョッキ、防弾ヘルメット、微光暗視眼鏡、無線機

燃料・ガス・油脂 ガソリン、灯油、重油、潤滑油、プロパンガス、液体水素

その他物品 メダル、トロフィー、ノベルティグッズ、ギフトカード

世論・市場調査 消費者意識調査、アンケート調査、世界市場動向に関する調査

環境調査・測定、各種分析・検査
土壌汚染調査、ＣＯ２排出量算定、生産動態統計調査、廃棄物
対策調査

研究・実験・検査業務、発掘調査
研究開発試験・実験、性能評価・確認テスト、埋蔵文化財発
掘、実験支援、タンパク質結晶生成実験、航空機実験

気象観測、予報 気象データ提供

動物及び飼育、実験等
野生動物生息状況等調査、実験動物飼育管理、マウス用ケー
ジ、飼料、鳥インフルエンザウイルス感染実験調査

翻訳・通訳・速記・筆耕
翻訳、通訳、速記、筆耕、会見記録等作成、テープ起こし、英
文校閲、英文資料作成

研修・講師外部委託
教材提供、試験作成、試験採点、試験監督、スキルアップ研修
委託

人材派遣・人材育成
労働者派遣、人材育成支援、人材育成プロジェクト専門家派
遣、ＥＱ検査、失業者支援事業、就職活動困難者支援事業、緊
急人材育成支援事業

コールセンター
ヘルプデスク業務、アウトバウンド、電話交換業務、サポート
センター
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事務代行 事務支援委託、医事業務、事務用機器操作

地図・ＧＩＳ・航空写真・衛星写真制作 地図作成、ＧＩＳデータ、空中写真画像データ作成

電話・通信・ネットワーク設備、ネットワーク構築
電話通信回線網構築、ケーブル配線、ＷＡＮ端末設置、ＬＡＮ
機器、通信機器、通信制御装置整備、通信システム設定、ネッ
トワークシステム保守、ＴＶ会議システム

情報処理業務委託
システム構築、ソフトウェア開発、データセンター、システム
監査、セキュリティ監査、ＣＩＯ補佐業務

データ入力、媒体変換
データ整理、パンチ業務、入力データ編集作業、検索資料整
備、電子媒体化、ＤＶＤコピー、マイクロフィルム

ホームページ制作、運用 ホームページ更新、サイト運営業務

Ｗｅｂ・ビデオ・ＤＶＤ等の映像コンテンツ制作
ＰＲ動画作成、メルマガコンテンツ作成・配信、普及啓発ビデ
オの撮影

企画デザイン編集 カタログ・ポスター制作・印刷、教材・出版物編集製作

印刷全般
フォーム印刷、オフセット印刷、オンデマンド印刷、ドキュメ
ントサービス（コピー、出力、製本等）業務、ＤＰＥ

カード作成
ＩＣカード、免許証用プラスチックカード、カード発行用プリ
ンタ

広告・宣伝
広告企画制作、ＣＭ制作、広告媒体仲介、バナー広告取扱業
務、普及事業、販売促進ＰＲ業務、広報資料作成

催事関連の企画運営・会場設営、舞台照明・音響設備点検保守
イベント実施、セミナー開催、シンポジウム開催、表彰式運
営、視聴覚設備、映像音響システム、劇場音声信号遅延混合分
配装置、大劇場ライト更新、緞帳

看板・サイン作成 看板制作、サイン整備工事、大型掲示板、観光案内板整備事業

旅行手配 切符手配、宿泊等手配業務

運送・引越し 輸送、引越作業、移転、現金輸送、梱包

発送・封入・封かん 封入封緘・発送業務

倉庫保管 文書保管、情報システムデータ外部保管委託

人員輸送・運転代行
送迎バス運転委託、運行管理業務委託、ハイヤー・タクシーの
利用、車両・バス借上げ、タクシーチケット
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業務分類 取扱品目の例

リース 借上げ、賃貸借、借入、借用、リース

自動販売機
自動販売機の設置・運営、自動給茶機、自動証明写真、自転車
駐車場一時利用券売機、証明書自動発行機、カード式テレビ

売店、食堂等の設置、運営
売店・食堂・喫茶・コンビニの出店・営業、理容店、コインラ
ンドリー

給食、調理委託 給食調理業務、ケータリング

クリーニング 洗濯業務、寝具乾燥消毒

保険 損害保険、自動車保険、傷害保険

健康診断・メンタルヘルス
定期健康診断、ＥＡＰ（従業員支援プログラム）、介護相談員
養成研修等事業委託、保健指導、訪問サービス、細菌検査、身
体検査、医療系検査外部委託

保育業務 保育所運営、託児施設運営、保育業務

廃棄物の収集・運搬・処理等
一般廃棄物、産業廃棄物、古紙の収集運搬・処理、廃消火器の
運搬及び処分

残土処理 工事に伴う残土、廃棄物の処理

事務機、パソコンの買受け 事務用パソコンの売却、電子式複写機（コピー機）の売払い

自動車類の買受け
公用車の売却、使用済警察車両の売払い、事業用自転車の売払
い、軌道モーターカーの売却、船舶・航空機の売却

廃油の買受け 廃油、古油（食用油）の売払い

その他買受け 金属類、木材、紙類、ペットボトルの買受け

電力供給 電気の需給、環境価値の買入れ

土地・建物の売買・賃貸借 研修センターの売却、プレハブ等借上

指定管理、ＰＦＩ
建物管理運営、スポーツ施設維持管理、パビリオン管理運営業
務

建物管理 庁舎管理、施設運転管理、設備維持管理、寮施設管理業務
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業務分類 取扱品目の例

建物等の警備・受付
ビル警備、総合案内業務、受付案内業務、交通整理、駐車場整
理

建物等の清掃・害虫駆除
庁舎定期清掃、環境衛生管理、浄化槽・貯水槽清掃、害鳥・害
虫等捕獲・駆除

造園・公園・運動場施設等整備
樹木管理、伐採、植林、遊具保守・点検修理、公園清掃、庭園
工事、公園設備工事、広場工事

森林土木整備
造林事業、保安林整備工事、林道改良工事、森林整備、森林間
伐、景観保全、水質保全、貯水池保全

建物等の解体・撤去 解体工事、撤去工事

その他の役務・委託 法務関係コンサル

測量 測量業務

建築コンサル 学校設計、庁舎設計、建物耐震強度調査

土木コンサル 道路実施設計業務委託、公園設計

補償コンサル 土地・建物の補償調査、補償審査業務、用地補償総合技術業務

地質調査 地質・地盤調査

建築工事・建物修繕工事 新築工事、改修工事、鉄骨工事、木造工事、プレハブ建築

構造物工事 門改修工事、防護柵等設置工事

内装・建具工事
インテリア工事、床仕上工事、畳工事、ふすま工事、ガラス工
事、サッシ工事、シャッター工事、建具修繕

電源設備工事
電源装置取換工事、蓄電池交換工事、発電機修繕工事、分電盤
修繕業務

電気通信工事
無線デジタル化工事、放送設備工事、アンテナ補修工事、電話
移設工事、通信施設整備工事

空調・換気工事 空調設備工事、冷暖房工事、エアコン設置・改修工事

エレベータ・エスカレータ・自動ドア設備及び工事・保守 昇降機定期点検、自動扉設置工事
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給排水・衛生工事
給排水衛生工事、プール用ろ過装置改修、トイレ工事、ポンプ
改修・工事

管工事
水道管布設替工事、配水管布設替工事、ガス管・水道管配管工
事、給水管補修工事

塗装工事 建物塗装、樹脂塗装、鉄鋼物塗装

防水工事
アスファルト防水、モルタル防水、塗膜防水、シート防水、目
地防水

電力土木工事
プラント設備工事、太陽光発電設備工事、ダム工事、トンネル
工事、森林土木工事、崩壊対策工事、電力設備

法面処理工事 法面防災処理

河川・砂防・海岸・海洋工事
河川改修工事、河川用水門扉工事、地滑り防止対策工事、護岸
工事、海洋構造物の設置工事

港湾・空港工事 港湾施設工事、空港整備工事

道路関連工事、維持管理
道路補修、私道整備工事、歩道橋工事、路面標示工事、交通信
号機の設置・保守、標識設置工事、街路灯改修工事

舗装工事
アスファルト舗装、コンクリート舗装、タイル舗装、舗装改良
工事

鉄道工事 線路メンテナンス工事、機械保線工事、軌道新設工事

橋りょう関連工事 橋梁（上部・下部）工事、橋梁耐震補強工事

防音壁・しゃ音壁及び工事 防音施工工事、遮音壁工事

しゅんせつ（埋立）・潜かん 河川しゅんせつ工事、シールド工事

消防関連工事 屋内外消火設備工事、避難設備工事、排煙設備工事

水道関連施設工事 浄水施設工事、下水道処理施設工事

清掃処理関連施設工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事、最終処分場改修工事

その他建設工事 さく井工事

©2010 DATAWARE. Co., Ltd All Rights Reserved


