
大分類名 品目名 適合率（％）

紙類 コピー用紙 98.31
紙類 フォーム用紙 93.05
紙類 インクジェットカラープリンター用塗工紙 88.12
紙類 塗工されていない印刷用紙 88.4
紙類 塗工されている印刷用紙 93.05
紙類 衛生用紙（トイレットペーパー） 99.17
紙類 衛生用紙（ティッシュペーパー） 93.49
文具類 95.54
オフィス家具等 いす 98.46
オフィス家具等 机 98.06
オフィス家具等 棚 98.53
オフィス家具等 収納用什器（棚以外） 95.44
オフィス家具等 ローパーティション 90.26
オフィス家具等 コートハンガー 実績なし
オフィス家具等 傘立て 100
オフィス家具等 掲示板 98.13
オフィス家具等 黒板 実績なし
オフィス家具等 ホワイトボード 93.93
ＯＡ機器 コピー機 100
ＯＡ機器 複合機 86.27
ＯＡ機器 拡張性のあるデジタルコピー機 実績なし
ＯＡ機器 電子計算機 92.73
ＯＡ機器 プリンタ 100
ＯＡ機器 プリンタ／ファクシミリ兼用機 100
ＯＡ機器 ファクシミリ 79.63
ＯＡ機器 スキャナ 100
ＯＡ機器 磁気ディスク装置 82.9
ＯＡ機器 ディスプレイ 100
ＯＡ機器 シュレッダー 100
ＯＡ機器 デジタル印刷機 100
ＯＡ機器 記録用メディア 95.49
ＯＡ機器 一次電池又は小形充電式電池 97.11
ＯＡ機器 電子式卓上計算機 95.76
ＯＡ機器 トナーカートリッジ 92.94
ＯＡ機器 インクカートリッジ 95.74
ＯＡ機器 掛時計 61.96
移動電話 携帯電話 100
移動電話 PHS 実績なし
家電製品 電気冷蔵庫 100
家電製品 電気冷凍庫 100
家電製品 電気冷凍冷蔵庫 100
家電製品 電気便座 100
家電製品 電子レンジ 100
エアコンディショナー等 エアコンディショナー 100
エアコンディショナー等 ガスヒートポンプ式冷暖房機 100
エアコンディショナー等 ストーブ 93.14
温水器等 ヒートポンプ式電気給湯器 実績なし
温水器等 ガス温水機器 100
温水器等 石油温水機器 実績なし
温水器等 ガス調理機器 100
照明 蛍光灯照明器具 99.82
照明 LED照明器具 100
照明 LEDを光源とした内照式表示灯 100

照明
蛍光ランプ（直管型：大きさの区分40形蛍
光ランプ）

96.31

照明 電球形状のランプ 90.51
自動車等 自動車 60.88
自動車等 ＥＴＣ対応車載器 100
自動車等 カーナビゲーションシステム 100
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自動車等 乗用車用タイヤ 88.8
自動車等 ２サイクルエンジン油 84.06
消火器 消火器 95.51
制服・作業服 制服 77.21
制服・作業服 作業服 94.1
制服・作業服 帽子 90.12
インテリア・寝装寝具 カーテン 82.81
インテリア・寝装寝具 布製ブラインド 100
インテリア・寝装寝具 タフテッドカーペット 100
インテリア・寝装寝具 タイルカーペット 0
インテリア・寝装寝具 織じゅうたん 実績なし
インテリア・寝装寝具 ニードルパンチカーペット 実績なし
インテリア・寝装寝具 毛布 100
インテリア・寝装寝具 ふとん 100
インテリア・寝装寝具 ベッドフレーム 100
インテリア・寝装寝具 マットレス 7.21
作業手袋 作業手袋 79.58
その他繊維製品 集会用テント 100
その他繊維製品 ブルーシート 63.81
その他繊維製品 防球ネット 100
その他繊維製品 旗 62.21
その他繊維製品 のぼり 86.76
その他繊維製品 幕類 98.06
その他繊維製品 モップ 77.79
設備 太陽光発電システム 100
設備 太陽熱利用システム 実績なし
設備 燃料電池 100
設備 生ゴミ処理機 実績なし
設備 節水機器 100
設備 日射調整フィルム 実績なし
防災備蓄用品 ペットボトル飲料水 2.78
防災備蓄用品 アルファ化米 44.52
防災備蓄用品 乾パン 0
防災備蓄用品 缶詰 100
防災備蓄用品 レトルト食品 100
防災備蓄用品 毛布 実績なし
防災備蓄用品 作業手袋 27.56
防災備蓄用品 テント 100
防災備蓄用品 ブルーシート 100
防災備蓄用品 一次電池 15.93
防災備蓄用品 非常用携帯燃料 実績なし
公共工事 小径丸太材（間伐材） 実績なし
公共工事 製材等（製材、集成材、合板、単板積層 100
公共工事 再生木質ボード 100
役務 省エネルギー診断 実績なし
役務 印刷 実績なし
役務 食堂 5.36
役務 自動車専用タイヤ更生 100
役務 自動車整備 88.01
役務 庁舎管理 94.55
役務 植栽管理 92.73
役務 清掃 93.61
役務 害虫防除 95.95
役務 機密文書処理 96.55
役務 輸配送 100
役務 旅客輸送 99.32
役務 蛍光灯機能提供業務 実績なし
役務 庁舎等において営業を行う小売業務 実績なし

86.14

＊適合率は、金額ベースによる

合計


