
○　申請者

【コード表２　役務の提供等】

映画・ビデオ制作等

その他

業種

その他

電算処理業務等

機械運転管理業務等

検診業務等

検査業務等

給食業務等

5700 衣類等ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ業務 6500 害虫駆除業務等

5600 機械保守点検業務等 6400 人材派遣業務等 9000

5500 設備保守点検業務等 6300 意識調査業務等 7100

5400 警備・受付業務等 6200 旅行代行業務等 7000

5300 土木・建築関連等 6100 運搬・運送業務等 6900

5200 管渠清掃業務等 6000 車両運行管理業務等 6800

5100 道路・河川・公園等清掃等 5900 催事関連業務等 6700

5000 建物清掃業務等 5800 広告代理・配布・宅配等 6600

コード 業種 コード 業種 コード

※１業種のみ ※左の業種について ※左の業種について

消防・救急・防災用品等

1900 不用品買受・回収等

旗・幕・選挙用品

食料品・賄材料等

保険

資材・鋼材・木材等 3000

0900 医療機器・医薬等

厨房機械器具・用品等 2300

被服・繊維等 1600

品目

情報処理機器・用品等

リース・レンタル等

コード

印刷・製本 1000 教材等 1800

コード 品目 コード 品目

事務機器・文具・紙類等 1100 自動車・二輪・自転車等

0100

0200

0300

燃料・ガス・油脂類等 2400

水道用品等 2100

室内装飾品等 1400 施設機器・ポンプ等 2200

家具類等 1200 家庭用電気・通信機器等 2000

百貨店・総合商社等

創業年月日

○企業規模等

資本金（千円）

常勤職員数（人） 技術関係職員 事務関係職員 その他の職員 合計

0700

0800 理化学・精密機器等 1700

0400

0500

0600

1300

贈答品・記念品等 1500

【コード表１　物品製造等】

年間平均完成高（売上高）(前２ヶ年)

○登録業務１【物品製造等】

希望品目 コード 年間完成高（売上高）（千円） 年間平均完成高（売上高）(前２ヶ年)

※１品目のみ ※左の品目について ※左の品目について

　コード表１から、希望する１品目のみ選択して記入して下さい。複数の品目を取扱っている場合も、
本町と最も契約を希望する品目のみを記入してください。

○登録業務２【役務の提供等】
　コード表２から、希望する１業種のみ選択して記入して下さい。複数の業種を取扱っている場合も、
本町と最も契約を希望する業種のみを記入してください。

希望業種 コード 年間完成高（売上高）（千円）

令和５・６・７年度入札参加資格申請　　登録カード (物品製造・役務の提供等)

商号・名称
ﾌﾘｶﾞﾅ

代表者職・氏名
ﾌﾘｶﾞﾅ



○　申請者

【コード表２　役務の提供等】

令和５・６・７年度入札参加資格申請　　登録カード (物品製造・役務の提供等)

商号・名称
ﾌﾘｶﾞﾅ ﾏﾙｻﾝｶｸｼｮｳｼﾞ

○△商事株式会社

代表者職・氏名
ﾌﾘｶﾞﾅ ﾏﾙｻﾝｶｸ ﾀﾛｳ

○△　太郎

※１品目のみ

2100
※左の品目について ※左の品目について

リース・レンタル等 6,000千円 9,000千円

○登録業務１【物品製造等】
　コード表１から、希望する１品目のみ選択して記入して下さい。複数の品目を取扱っている場合も、
本町と最も契約を希望する品目のみを記入してください。

希望品目 コード 年間完成高（売上高）（千円） 年間平均完成高（売上高）(前２ヶ年)

※１業種のみ

7100
※左の業種について ※左の業種について

電算処理業務等 25,000千円 33,000千円

○登録業務２【役務の提供等】
　コード表２から、希望する１業種のみ選択して記入して下さい。複数の業種を取扱っている場合も、
本町と最も契約を希望する業種のみを記入してください。

希望業種 コード 年間完成高（売上高）（千円） 年間平均完成高（売上高）(前２ヶ年)

0100 印刷・製本 1000 教材等 1800 消防・救急・防災用品等

【コード表１　物品製造等】
コード 品目 コード 品目 コード 品目

0300 家具類等 1200 家庭用電気・通信機器等 2000 情報処理機器・用品等

0200 事務機器・文具・紙類等 1100 自動車・二輪・自転車等 1900 不用品買受・回収等

0500 室内装飾品等 1400 施設機器・ポンプ等 2200 旗・幕・選挙用品

0400 百貨店・総合商社等 1300 水道用品等 2100 リース・レンタル等

3000 その他

0700 被服・繊維等 1600 燃料・ガス・油脂類等 2400 保険

0600 贈答品・記念品等 1500 厨房機械器具・用品等 2300 食料品・賄材料等

0900 医療機器・医薬等

コード 業種 コード 業種

0800 理化学・精密機器等 1700 資材・鋼材・木材等

5100 道路・河川・公園等清掃等 5900 催事関連業務等 6700 給食業務等

コード 業種

5000 建物清掃業務等 5800 広告代理・配布・宅配等 6600 映画・ビデオ制作等

5300 土木・建築関連等 6100 運搬・運送業務等 6900 検診業務等

5200 管渠清掃業務等 6000 車両運行管理業務等 6800 検査業務等

5500 設備保守点検業務等 6300 意識調査業務等 7100 電算処理業務等

5400 警備・受付業務等 6200 旅行代行業務等 7000 機械運転管理業務等

5700 衣類等ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ業務 6500 害虫駆除業務等

○会社の規模等

5600 機械保守点検業務等 6400 人材派遣業務等 9000 その他

合計

5人 5人 3人 13人

創業年月日 昭和56年4月1日

資本金（千円） 10,000千円

常勤職員数（人） 技術関係職員 事務関係職員 その他の職員


