
目的
ＣＧ制作、マルチメディアコンテンツの企画、制作業務、他
ＣＳＲ支援業務
ＩＰ電話サービス及びそのソフトウェア、ハードウェアのサポートサービス及び修理
ＩＰ電話サービス及びそのソフトウェア、ハードウェアの開発、製造、輸出入及び販売
ＬＥＤ製品のアフターサービス、修理及び返品の取次
ＬＥＤ製品のマーケティング及びプロモーション
Ｍ＆Ａコンサルティング業務
ＷＥＢコンサルティング
ＷＥＢサイトの運営
ＷＥＢサイト構築
ＷＥＢシステムの開発・運用
ＷＥＢプログラミング、ＨＰ制作、ＳＥＯ対策コンサルティング
ＷＥＢ制作
ＷＥＢ制作・管理
アウトドア用のアパレル製品、シューズ、バック、アクセサリー等の輸入、製造、販売
アパレル製品の企画、製造及び販売
アロマ・オイル等を使用したリラクゼーション・マッサージ
アロマセラピーサロン及びフットマッサージサロンの経営
イベント、講演、展覧会の企画、運営
イベント・展示会・講演会等の催事の企画・制作・運営・主催及びチケットの販売
イベントの企画、運営
イベントの企画、運営、管理
イベントの企画、運営、宣伝、マーケティング
イベントの企画、制作
イベントの企画、製作、実施
イベントの企画運営
イベントの企画及び運営
イベント企画運営
イベント企画及び広告業
インストアバンキングに関するコンサルティング
インストアバンキングに関するフランチャイズ加盟店の募集および指導育成
インターネット、携帯電話などを利用した各種情報・資料の収集および情報提供サービス
インターネット・モバイル・ブロードバンドの情報コンテンツソフトの企画・制作・配信及び関連ソフトウェアの販売・
インターネットでの広告業務
インターネットでの商品売買代金の決済業務
インターネットなどの電気通信情報網、カタログを利用した通信販売業務及び決済処理業務
インターネットによるショッピングモールの開設及び通信販売業務
インターネットによる情報サービス、インターネットを利用した通信販売業並びに情報の提供の仲介
インターネットによる情報サービス業
インターネットによる通信販売の企画・制作並びに請負
インターネットによる動画配信
インターネットに関わる企画及び販売とコンサルティング業
インターネットのコンテンツの企画・制作
インターネットのサーバの貸与及び仲介業務
インターネットのホームページ、ショッピングモールの企画、制作又は開設、運営
インターネットのホームページの企画、制作、管理及び運営
インターネットのホームページの企画、制作、管理及び販売
インターネットのホームページの企画・デザイン・制作
インターネットのホームページの企画制作及び運営
インターネットのホームページの制作及び運営
インターネットの接続業及び接続仲介業
インターネットホームページの企画、制作、サーバー管理業務
インターネットホームページの企画立案
インターネットを媒体としたコンテンツ配信



インターネットを利用したビジネスに関するコンサルティング
インターネットを利用した各種情報提供サービス
インターネットを利用した各種情報提供サービス業
インターネットを利用した各種情報提供業務
インターネットを利用した広告配信業務
インターネットを利用した商取引、決済処理に関する事務の受諾及び代行
インターネットを利用した商品の売買システムの企画制作及び運営
インターネットを利用した情報提供サービス業
インターネットを利用した新規ビジネスの企画、開発及び実施
インターネットを利用した通信販売ならびに情報提供の仲介
インターネットを利用した通信販売業務並びに通信販売の仲介・情報提供業務
インターネットを利用した放送事業
インターネットを利用しての各種情報提供サービス
インターネットを利用して行う各種広告の企画・立案
インターネットを利用する情報システム及び通信ネットワークの企画、設計、運営に関する受託
インターネットを利用する情報システム及び通信ネットワークの企画、設計、運用に関する受託
インターネット関連事業
インターネット及び携帯電話等のデジタルコンテンツやソフトウェアの企画・制作・販売
インターネット及び通信回線を通じたアプリケーション・ソフトウェアの企画・販売
インターネット上のオークションの開設
インターネット上のショッピングモールの開設
インターネット接続によるシステム設計、施工と情報提供サービス、並びにそれらのコンサルティング業務
インターネット等のネットワークを利用した商品の売買システムの設計、開発、運用及び保守並びにそれらネット
インターネット等のネットワークを利用した防犯、設備管理システムの設計、開発、販売及び保守
インターネット等を通しての通信販売業務
インターネット販売、情報サイトの開発、運用
ウェディングドレスのデザイン、企画、製作、販売、賃貸、輸出入及び衣料品、装身具、衣料雑貨の販売、賃
ウェブサイト及びウェブコンテンツの企画、デザイン、開発、制作、管理、コンサルティング及び運営並びにこれらの
ウェブ制作
エステサロンの経営
エステティックサロン、ネイルサロン、ヘアーメイクアップサロンの企画、コンサルティング業務及び経営
エステティックサロンの経営
エンターテインメント事業及びその他のコンサルタント業務
オフィスの移転・レイアウト変更
オフィスの移転・レイアウト変更に伴う事務機の解体・組立
オフィス家具の耐震工事
オフィス家具の搬入・設置・組立
オリジナルワークウェアー・グッズの販売
カイロプラクティック・アロマティラピーの治療、サービス提供
カメラマン、スタイリスト、ヘアーメイク、プロデューサー、ディレクター等のマネージメント
キャラクターグッズに関する企画・制作・販売
キャラクターの企画、販売
キャラクター商品(歌手、タレント等個性的な名称や特徴を有している人物又は動物の肖像を使用したもの)の
キャラクター商品等の開発及び販売
コーポレートガバナンス支援業務
コマーシャルの企画、制作
ゴルフ用品の製造、販売
コンパクトディスク原盤の制作、管理及び販売
コンピュータ、プリンター、ソフトウェアのネットワーク構築・保守
コンピューター、通信機器、通信設備等の保守管理業務
コンピューターおよびそれに付随する機器に対する設定、管理サービス
コンピューターグラフィックス・アニメーション・イラストレーションの企画、制作、販売
コンピューターシステムによるデータ入力及びそれに伴う事務処理の受託
コンピューターシステムの運用支援
コンピューターソフトウェアの開発及び販売
コンピューターソフトウェアの企画、開発、制作、保守、管理、販売及びコンサルティング



コンピューターによる情報処理事業
コンピュータープログラム並びにビデオソフトの作成業務
コンピューター関連映像情報ソフト及び各種映像番組の企画、製作
コンピューター機器、通信機器、ＯＡ機器等の輸出入並びに販売
コンピューター及びコンピューターネットワークの保守管理
コンピューター及び半導体に関するハードウェア及びソフトウェアの販売、顧客へのサポート、保守管理、輸入業
コンピュータシステムの企画、開発、製作及び販売業
コンピュータシステム及び通信システムに関するコンサルティング、技術支援、システム設計、構築又は保守業務
コンピュータソフトウェアの開発及び販売
コンピュータソフトウェアの企画・開発及び製作
コンピュータソフトウェアの設計又は開発
コンピュータソフトウェア開発販売
コンピュータソフトウェア使用権、使用許諾、知的財産権(特許権、ノウハウ等）の取得、販売、保全及びこれら
コンピュータソフトウェア又はハードウェア、通信機器、及びその周辺の装置の輸出入、販売及び修理
コンピュータによる音楽データの制作、管理及び販売
コンピュータによる情報処理及び情報提供業務
コンピュータのソフトウェア開発及び販売
コンピュータプログラム、ＡＳＰ等の開発業務
コンピュータ及びその周辺機器の製造と販売
コンピュータ及び自動車に関する機器・用品の製造・賃貸・販売及び輸出入
コンプライアンス支援業務
サウナ等の業務システムの開発・保守・メンテナンス
サウナ等の業務システムの販売
サウナ等の経営・業務・システムのコンサルティング
システムコンサルタント及びシステム開発業
システムトレードのシステムの売買の仲介、紹介の仲介
システムトレードのシステムの評価・認証
システム運営業務
システム販売及び仲介業
スキー・スノーボードのレンタル、スクールの企画、運営
スキー場におけるホテル、ロープウェー及び売店の経営
スタイリスト業
スノーボード、スノーボード用ブーツ、その他スノーボードに関する商品の輸入販売
スポーツ、文化人のプロデュース
スポーツ・レジャー施設の運営・経営
スポーツイベントの実施、運営、制作等のオペレーション事業
スポーツインストラクターの育成、派遣業務
スポーツに関する興行の企画、実施
スポーツ施設の経営、受託運営及びコンサルタント業務
スポーツ用品、日用品雑貨、衣料品、装身具、文房具、玩具等の販売、企画、開発、輸入
スポーツ用品の輸入及び販売
スポーティング・ディスクパットの販売
その他商業全般
ソフトウェアー業
ソフトウェアの設計、開発、運用及び保守
ソフトウェア業
ダイヤモンド輸入卸
タレントのマネージメント業務
タレントのマネジメント及びプロモート業
タレント活動に関する業務
チョコレートの製造、販売及び輸出入
デザイン業
デジタルコンテンツの企画・制作
テニススクールの経営
テレビ・ラジオ番組、インターネット及び携帯電話向けコンテンツの企画制作
テレビ・ラジオ番組、ビデオ、コマーシャルフィルム、映画の企画、制作



テレビ等に関する講演、講義
テレビ等の映像媒体、ラジオ等の音声媒体、雑誌等の紙媒体等の企画、制作、リサーチ、ＰＲ、販売
テレビ番組、ＣＭの企画制作業務
ニューメディア関連機器、ソフトウェアー、画像ソフトウェアー、データ及び映像媒体の研究、開発及び販売
ネイルサロン店の経営
ノベルティグッズ、看板、チラシ、メニュー表などの販売促進に関する物品および事務用品の仕入れの代行
バー・スナック・キャバレー・ダンスホール・パブの経営
パソコンのカスタマイズ・データ消去業務
パソコンの移設・設置・組立・立上確認業務
はり、灸、マッサージ業
はり・きゅう・あんま・マッサージ・柔道整復の施術所の経営
ビジネスキャリア教育・企業研修事業
ビジネスモデルの立案、開発、運営及びコンサルティング業務
ビデオソフト、コンピューターソフトウェア、シーディロム等のマルチメディア全般の企画、開発、製作
ビデオソフト、ラジオ番組の企画制作業務
ビューティサロン及びエステティックサロンの経営
ファッションショー等各種イベントの企画制作、請負
ブライダルに関するスクールの企画・運営・管理及び人材育成支援事業
ブライダルビジネス・婚礼施設に関するアウトソーシング
ブライダルビジネス・婚礼施設に関する経営コンサルティング
ブライダルビジネスに関する企画、プロデュース、コーディネート
ブライダルビジネス事業
ブライダル衣裳の着付、ヘアーメイクアップ業務
ブライダル施設、店舗及びパーティー・イベント会場の企画、運営、プロデュース、コーディネート
フランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店の指導業務の代行
フランチャイズ加盟店の募集および経営指導
プラント建築、土木工事業、及び設計、施工監理
ブランド知的財産権の保有、使用許諾
プラント販売及び代理店業務
プレジャーボートによる催事の運営
ヘアー・メイクアップに関する企画立案
ペット・シッター
ペットショップの経営
ペットフード、ペット用品の輸入、販売
ペット用品、飼料販売及びペット美容
ペット用品の輸出入、販売
ペット用品の輸入、販売
ホームページ、ＤＶＤ等のデジタルコンテンツの企画制作
ホテル、レストラン、喫茶店、ディスコ、ゴルフ場の経営
ホテル・飲食店・貸別荘・スポーツ施設・レジャー施設・駐車場の経営及びコンサルティング・情報提供サービス業
マーケティングのコンサルティング
マーケティングリサーチ及び経営情報の調査、収集、分析及び提供
マーケティングリサーチ及び経営情報の調査、収集及び提供
マーケティング調査、ブランディング業務
まつげサロン店の経営
マッサージ器具、シェープアップマシン等の健康増進機械の販売
マリン事業に関する業務
マルチメディア・コンテンツの企画制作
マルチメディア関連の映像、ソフトウェア、データ及び映像媒体の研究、開発、企画、販売
ミネラル、ビタミン、カルシウム等の栄養素を補給する栄養補助食品の輸入及び販売
ミネラルウォーター・ビタミン類の補助食品の輸入及び販売
ライブハウス、スタジオの経営
ラジオ･テレビ放送番組、ビデオ・ソフト、ＤＶＤ、コマーシャルフィルム、コマーシャルソング、出版物、コンパクトディス
ク、テープ、楽譜等その他音楽・映像に関する製品の企画、制作、販売、購入並びに版権事業
リサイクルシステムのコンサルティング業
リサイクル事業コンサルタント



リサイクル装置及び機械の設計、製作及び販売
リネンサプライ業務
レコード・録音テープ・ビデオテープ・ビデオディスク等の音楽、映像を録音、録画した商品の販売、レンタル及び
レジャー及びスポーツに関する情報提供サービス
レストラン事業
レンタカー事業
ワークウェアー・日用品・雑貨のＷＥＢによる販売
ワイン、自動車、家具、衣料品、時計、アクセサリーの輸出入、売買及びその取次ぎ、仲介、保管・管理、コン
按摩、マッサージ、鍼灸、整復整体による整体等の治療
衣裳及び装身具のデザイン、企画、製作、販売、賃貸、輸出入及び衣料品、装身具、衣料雑貨の販売、賃
衣服、宝石、時計、貴金属、室内宝飾品、日用雑貨の輸出入、販売
衣料、アクセサリーの製造、販売及び輸出入
衣料・食料・家具等の販売
衣料・食料・雑貨・家具等の販売
衣料品、衣料雑貨品、靴、帽子、眼鏡の輸入販売
衣料品、日用品雑貨の輸入及び販売
衣料品、日用品雑貨の輸入販売
衣料品のクリーニング、保管、点検、管理、梱包、配送業務
衣料品のクリーニング、保管、点検、管理、梱包、配送業務の請負
衣類の企画、製造及び衣料品の販売及び輸出入
医薬品、動物用医薬品、医薬部外品、歯科材料、衛生用品及び化粧品並びに農薬、火薬、毒物、劇物等
の化学製品に関する貿易業、売買業、仲立業、代理業並びに製造業、加工業
医薬品の販売
医薬部外品の販売
医療、介護、保健衛生に対するコンサルタント業務
医療に関するコンサルタント業務
医療器具の販売
医療機器の製造販売
医療検査業務
医療施設の維持、保守及び管理
医療施設の改造・修理の請負業務及びその管理業務
医療用の機器・器具・備品・消耗品等の販売、賃貸及び管理
一般貨物自動車運送業
一般及び産業廃棄物の処理並びにその再生製品の販売
一般食品の販売
一般人材派遣業
一般日用品雑貨、装飾雑貨、貴金属、宝石、美術品、骨董品、古物の売買
一般日用品雑貨・食料品・衣料品・家具等の企画・製造・販売及び輸出入
一般労働者派遣事業
印刷業
印刷業及び出版業
印刷物、出版物に関する貿易業、売買業、仲立業、代理業並びに製造業、加工業
印刷物の企画、製作及び書籍の出版
印刷物の製作及び出版
飲食、喫茶店の営業並びに管理受託業務
飲食店における経営指導、及び運営管理
飲食店業
飲食店経営
映画、コンパクトディスク、テープ、楽譜等に関する製品の賃貸並びに輸出及び輸入
映画、ビデオ、テレビ番組の制作及び配給業
映画の製作、運営及び販売
映像、音楽、その他の複製物の制作、製造、販売事業
映像、音楽、その他著作物の著作権の取得、利用事業
映像、音楽の企画、開発、制作、発売
映像、出版、印刷物の企画・編集・制作・販売
映像、文芸、美術、音楽に関する著作権などの財産権の取得、譲渡及び貸与、管理、利用の開発



映像、文芸、美術、音楽に関する著作並びに著作権などの財産権の取得、管理、譲渡及び貸与
映像企画・撮影･編集・制作
栄養補助食品の販売
宴会、イベントの音響・照明等演出
演出オペレーターの人材派遣
煙草の販売
塩、たばこ、飲料（アルコール、酒類、アルコール含有飲料を含む）等の食料品並びに農畜産物、水産物に関す
る貿易業、売買業、仲立業、代理業並びに製造業、加工業
音楽、映画、演劇、演芸、公演、イベントの企画、制作、運営並びにその請負とその興行
音楽、映像、コンピュータソフト等著作権の管理及び販売
音楽、映像、演劇、出版、イベント、セミナー、興行の企画、制作、運営
音楽ソフト・音楽商品の制作販売
音楽著作権の管理及び売買
音楽著作物の著作権及び著作隣接権の保有、管理、開発
音盤の企画、制作、制作受託
化学薬品の販売及びコンサルティング業
化粧品、衣料雑貨品、食料品、清涼飲料水、書籍及び日用品雑貨の販売
化粧品、医薬品、医療部外品の輸出入及び販売
化粧品、健康食品、衣料品、日用品雑貨の輸入、販売
化粧品・健康食品の販売
化粧品の製造販売業
化粧品の販売
化粧品の輸入及び販売
化粧品及び雑貨の販売
家具、文房具他小物類の企画、製造、販売及び輸出入
家具類、什器類のレンタル及びリース業務
家庭用品及び日用品雑貨の販売及び輸出入
家電製品の販売・修理・輸出・輸入
貨物運送取扱事業
貨物軽自動車運送事業
介護保険法による指定居宅介護支援事業
介護保険法による訪問介護事業
介護保険法に基づく介護予防サービス事業
介護保険法に基づく介護予防支援事業
介護保険法に基づく居宅サービス事業
介護保険法に基づく居宅介護支援事業
介護保険法に基づく施設サービス事業
介護保険法に基づく地域密着型サービス事業
介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業
介護予防法に基づく福祉用具の販売及び貸与事業
介護用品及び介護機器の販売
会員制パーティー・イベントの企画・運営、セミナーなどの企画・運営
会計デューデリジェンス
海外マーケティング並びにマーケティングリサーチ視察旅行の企画、実施
海外工事受注コンサルティング業務
海外事業、企業進出、買収及び貿易取引一般に関するコンサルティング業務
絵画、古物品、宝石貴金属、民芸品、日用雑貨品の販売業
絵画、美術工芸品の輸出入業務及び販売
絵画及び古美術品の販売
絵画展等の企画、制作、興行
外国人タレント、芸能人、歌手、音楽演奏家の日本国内公演のプロモート、出演番組、公開番組、コンサート
外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券若しくは外国法人の持分又はこれらに類似す
るものの取得及び保有であって、政令で定めるところにより、前各号に掲げる事業の遂行を妨げない限度におい
各種イベント、サークル活動の企画、立案、製作、運営
各種イベントの企画、プロデュース運営業務
各種イベントの企画、運営、実施



各種イベントの企画、制作及び運営
各種イベントの企画、製作
各種イベント及び販売促進活動の企画、実施、運営事業
各種コンサルティング
各種セミナーの企画・運営
各種マーケティング業
各種教育講座の企画、運営、ノウハウの販売、経営指導及び業務受託
各種興行の企画、制作及び運営業務
各種研修・セミナーの企画・実施、講演会の講師
各種需要予測、市場調査の受託
各種商品のカタログ及びインターネットによる通信販売業
各種商品の販売
各種情報の収集処理サービス業及び情報提供サービス業
各種店舗企画、設計、運営に関するコンサルティング業務
各種物品レンタル業
学習塾の経営及び経営指導
楽譜の出版及び販売
株価指数先物取引、株価指数オプション取引での運用
株式による財産運用
株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに企業組合の設立に際しての持分の取得及び
株式会社の発行する株式若しくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを除く。）又は企業組合の
環境問題の調査・研究に関する事業
観光・健康・医療・スポーツ・研修の各施設、旅館及び飲食店の経営並びに旅行業
観光事業
観葉植物、花、球根、種苗の輸出入並びに販売
企業におけるコンピュータシステムのコンサルティング
企業のＭ＆Ａ（買収・合併・提携）に関するアドバイザリー
企業のＭ＆Ａに関する事業価値評価
企業のブランド構築（ブランディング）にまつわる企業イメージ、商品開発、店舗展開、広報宣伝戦略の企画立
企業の財務活動全般に関するアドバイザリー
企業の資金調達に関するアドバイザリー
企業の宣伝、広告、販売促進に関する企画立案及びコンサルタント業務
企業の投資家に対する情報開示に関するコンサルティング
企業の販売促進活動の企画、制作及び広告代理業
企業への投資業務
企業価値創造に関するコンサルティング
企業価値評価に関するコンサルティング業務
企業経営に関する助言、指導及び研究
企業再生に関するコンサルティング業務
企業投資ファンドの設立・運営
企業分割に関するコンサルティング業務
給食及び給食管理業務
居宅介護支援事業
居宅介護住宅改修の事業
居宅介護福祉用具の販売
競走馬に関する情報配信
競走馬生産・育成牧場の運営
教育・研修セミナーの企画、運営
教育に関するカリキュラム・教材の企画、立案、作成、販売
教育に関する出版物の発行及び講習会の開催
教育に関する図書、書籍の出版、販売
教育機器及び機材の製造、販売、輸出入
教育訓練施設の運営、管理
教育研修、企業活性化、人材育成に関する相談
教育研修出版支援業務
興業権、レコード化権、ビデオ化権及び人物、動物、アニメーション、脚本、台本のキャラクターの版権取得と販



興行権、ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオ化権等版権の取得と販売並びに管理、輸出入
業務マニュアル等の翻訳業務
金銭の貸付及び企業に対する投資事業
金銭の貸与、為替取引、債務の保証及び債権の売買等の金融業並びにこれらの金融取引に関する抵当権・
質権等担保権の対象不動産及び動産の保有・管理・処分
金属、プラスチック、紙、木材等の素材の輸出入並びに販売
金属スクラップ、古紙及びその他の再生資源に関する貿易業、売買業、仲立業、代理業並びに製造業、加工
携帯電話関連業務
携帯電話端末の販売業務
経営・マーケティングコンサルタント業
経営コンサルタント業
経営コンサルタント業及びマーケティングリサーチ業
経営管理・事務・財務・会計・営業・事業開発の業務請負、指導、講習及びコンサルタント
経営管理システムの調査・分析・計画・設計及び開発
経営及びＩＴコンサルティング
経営合理化等に関するコンサルタント業務
経営戦略・マーケティング戦略・商品開発のコンサルティング、市場調査
経理事務の代行
経理事務の代行業務
芸能タレント、音楽家、スポーツ選手等のマネジメント
芸能タレント、音楽家、モデル、文化人等の育成ならびにマネージメント
芸能タレントのマネジメント及びプロモート業務
芸能タレントの斡旋業
芸能家及び音楽家の斡旋並びに芸能者養成に関する業務
芸能人、タレント、俳優、歌手のマネージメント業務
芸能放送及び演芸番組等の制作並びに販売に関する業務
結婚に関する情報サービス業務
結婚式、披露宴の音響・照明等演出
結婚相談所に関する斡旋、運営
健康栄養補助食品の販売
健康器具、健康食品（健康強化食品）、自然食品、ビタミンなどの栄養素を補給した栄養補助食品の製造・
健康食品、健康機器の販売
建築・設計・土木業
建物内外の保守管理・警備・清掃業務
研究開発業務
研修会・講習会及びセミナーの企画、制作、運営、開催及び講師の派遣
原石の輸入、販売
原石加工装飾品の製造、販売
古物の売買
古物の売買及び受託販売並びに輸出入
古物の売買業
古物売買業
光ケーブル応用通信設備の開発、設置、保守の受諾及び販売
工業所有権、著作権等の無体財産権、ノウハウ、システム・エンジニアリング、その他ソフトウェアの取得、貸与
広告、コマーシャルの企画、制作及び販売
広告、映画、テレビ音楽企画、制作事業
広告、市場調査に関する研修会・セミナーの企画と実施
広告・宣伝・イベントに関する企画、立案、制作、印刷並びに広告代理店業務
広告デザイン、イベント、映像・音楽に関する企画・制作業務
広告に関わる建設工事及びその設計・監理
広告のコンサルティング
広告及び宣伝業
広告代理業
広告代理業、イベントの企画・実施
広告代理業務
広告代理業務並びに広告作品、映像作品、テレビ、ラジオ番組の企画・制作及び販売



広告代理店業務
広帯域通信網（ブロードバンド）の企画、設計、開発、運用、管理並びに保守
構造建築に関するコンサルティング業務
国内・海外の金や穀物などの商品取引及び商品先物取引、商品指数オプション取引での運用
国内・海外の金融先物取引所に上場する株価指数先物取引、ユーロ円金利先物、ユーロ円金利オプション、
円ドル相場先物、円ドル相場オプションなどの金融派生商品の売買
国内・海外旅行業
国内外の企業に対するマーケティング戦略（ブランドの育成や広告宣伝活動の強化等）に関するコンサルティング
国内外の新聞、雑誌、ラジオ、テレビ及び屋外、交通、映画、ダイレクトメール、パブリック・リレーションズその他の
国内企業の海外進出に際しての経営ノウハウ等の提供に関するコンサルタント業
国内及び国際付加価値通信網による情報提供サービス事業
再就職支援コンサルティング
在宅配食サービス
作家のマネージメント業務
作詞者、作曲者による作品のマネージメント
雑貨商品の輸入、販売
雑誌・書籍等の企画・編集・制作・出版及び販売業務
産業廃棄物の収集、運搬及び処理業
産業廃棄物並びに、生活廃棄物リサイクル施設運営並びに運営代行業
市場調査の実施
紙、パルプ、ゴム、皮革及びそれらの製品並びに一般雑貨類に関する貿易業、売買業、仲立業、代理業並び
資産運用及び管理に関するコンサルタント業務
資本政策・事業計画に関するコンサルティング
事業者に対する金銭の新たな貸付け
事業者に対する金銭債権の取得及び保有並びに事業者の所有する金銭債権の取得及び保有
事業者の所有する工業所有権又は著作権の取得及び保有（これらの権利に関して利用を許諾することを含
事業者を相手方とする匿名組合契約（商法（明治三十二年法律第四十八号）第五百三十五条の匿名組合
契約をいう。）の出資の持分又は信託の受益権の取得及び保有
事業承継コンサルティング業務
事務機・電話機器・コピー機・パソコン等の販売
自転車、日用品雑貨、家庭用電気製品、衣料品、食料品、玩具、文具、事務用品、インテリア用品の卸売
自動車、オートバイ、自転車の輸出入及び販売
自動車、衣服、宝石、時計、貴金属、室内宝飾品、日用雑貨の輸出入、販売
自動車、建設機械、工業用機械等の輸出入並びに販売
自動車の販売・修理・輸出・輸入
自動車の販売及び仲介並びにその付属品の販売
自動車運転代行業
自動車及び自動二輪車の販売、改造、修理
自動車及び自動二輪車の部品販売
自動車部品・用品ならびにリサイクル部品のＷＥＢによる販売
自動車部品・用品ならびにリサイクル部品の販売
自動車部品・用品の企画開発ならびに製造・加工販売
自動車部品・用品卸売業
自閉症及び発達障害児に対する教育及び指導
写真の企画、制作、賃貸、販売
社会・経済・産業に関する調査・研究の受託
車両、船舶、航空機、電気・電子・通信・放送機械器具、精密機械器具（度量衝器、計量器、医療用具を
含む）その他一般機械器具及びそれらの部品に関する貿易業、売買業、仲立業、代理業並びに製造業、加
車両、船舶、航空機、電気・電子・通信・放送機械器具、精密機械器具、その他一般機械器具及びそれら
の部品の修理、据付工事請負並びに管理業
手工芸品、日用品雑貨の輸入及び販売
住宅・店舗・商業施設・各種催事施設等の企画・設計並びに内装工事業
充電器の卸、設置及び管理
柔道整復師・鍼灸師に関する人材派遣業務
柔道整復師・鍼灸師の人材育成のための教育及び養成
宿泊施設の経営



出版業
出版物の企画、制作
出版物の企画、発行、並びに販売
書籍、印刷物、マルチメディア制作物の企画制作及び出版並びに販売
書籍、雑誌、印刷物の制作及び販売並びに翻訳及び通訳業務
書籍、雑誌の販売
書籍、雑誌等の出版及び企画
書籍・雑誌の販売
書籍・雑誌の編集、発刊
書籍の出版及び販売業務
書籍の販売
商業デザインの企画制作
商業施設の計画、コンサルタント業務、他
商標権、著作権、肖像権、意匠権等の無体財産の取得、使用許諾、譲渡及び管理業務
商品（含サービス）の開発及びそのセールスプロモーションに関する企画と実施、文化・スポーツ等の催事の企画・
商品の梱包、運送、管理業務の代行
商品の受発注業務の代行
商品取引所に上場する金、銀、白金、ゴム、綿糸、粗糖、大豆など各種商品の先物取引及びオプションの売
商品取引所法の適用を受ける商品取引所の商品市場における貴金属、農産物、ゴム、為替等の上場商品
小売業
証券取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第一項に規定する有価証券（株式及び新株予約権
を除き、同項第一号から第十号までに掲げる有価証券（株式及び新株予約権を除く。）に表示されるべき権利
であって同条第二項の規定により有価証券とみなされるものを含む。）のうち社債その他の事業者の資金調達に
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業
障害者自立支援法に基づく相談支援事業
情報の収集、処理、管理及びサービス業
情報の処理、提供及びその研究開発
情報処理、管理、提供サービス業
情報処理・提供その他の情報サービス業、広告業、通信提供サービス業及び放送業
情報処理カードシステム機器の製造、販売、輸出入
情報処理サービス業及び情報提供サービス業
情報処理及び情報提供サービス
情報通信システムの企画、設計並びに管理運営に関する導入指導
情報通信機器・医療機器・家庭用及び事務用電気機器・音響機器・映像機器の販売・設置及び保守管理
並びにそれらに関するソフトウェアの開発・販売業務
情報通信機器の販売及びリース業務
情報通信並びにインターネット関連事業への投資に関する業務
情報提供サービスに係わる広告代理店業
情報提供サービス業
浄水器・空気清浄装置・健康機器類の製造販売
食品、飲料の販売
食品、飲料の販売促進に関するコンサルティング
食品、飲料の販売促進に関するノウハウの研究開発
食品の販売
食料品、香辛料、日用雑貨の輸入及び販売
食料品、清涼飲料水、健康食品、健康飲料、健康薬品の販売、通信販売業
食料品、清涼飲料水、日用品雑貨の販売及び輸出入
食料品の製造、輸出入及び販売
新・中古自動車の販売及び付属品の販売
新商品の開発計画、企画、立案及び販売調査の受託
新製品及び企業化計画の作成並びに販売促進
新品及び中古宝飾品・貴金属、地金の販売
新品及び中古宝飾品・貴金属の販売
新聞・雑誌・放送・セールスプロモーション・屋外・交通・ダイレクトメール・インターネットその他すべての広告及び
広報の企画立案・制作業務並びに広告代理業務
紳士服、婦人服、アクセサリー、日用品雑貨の輸出入及び販売



診療報酬請求事務の請負
診療報酬請求事務及び病医院一般事務の受託
身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対する入浴、排せつ、食事その
他の介護サービスに関する業務及びその者並びにその介護者に対しての介護に関する指導
人材育成・能力開発・技術向上に関する教育及びコンサルティング・情報提供サービス業務
人材採用、人材育成に関するコンサルティング
人事・労務に関するコンサルティング業
人物、動物、アニメーション、脚本、台本のキャラクター商品、オリジナル商品の企画及びデザイン
水族館の経営及び委託管理
整骨院・接骨院の経営及び経営指導
整骨院の経営
整体術師の養成所の経営
生活情報の収集及び提供に関する業務
生命保険の代理業
生命保険の募集に関する業務
生命保険の募集及び損害保険の代理業
生命保険代理店事業
石炭、石油、ガス（天然ガスを含む）、核物質等の燃料資源及びそれらの製品に関する貿易業、売買業、仲立
接骨院の経営
宣伝、広告、プロモーション
宣伝広告に関する情報及び物品の販売
宣伝広告に関連するマーケティングプランニング及びサービス、宣伝広告表現の企画及び制作
船舶の販売・修理・輸出・輸入
船舶保管、管理、家屋及び船舶解体業
鮮魚小売業
前各号に関連する機器及びソフトウェアの販売、賃貸、設置及びメンテナンス、並びにこれらに関連するコンサル
前各号に関連する調査、企画、研究、開発及びコンサルティング業
前各号の規定により投資事業有限責任組合（次号を除き、以下「組合」という。）がその株式、持分、新株予
約権、指定有価証券、金銭債権、工業所有権、著作権又は信託の受益権を保有している事業者に対して
前各号の古物の売買
前各号の事業に付随する事業であって、政令で定めるもの
前号に関連するテレビ番組の企画、制作
前号の物品の企画、デザイン、販売
全身美容業
組合契約の目的を達成するため、政令で定める方法により行う業務上の余裕金の運用
相続コンサルティング業務
総合リース及びレンタル業
総合リース業
損害保険の代理業
損害保険の代理店業務
損害保険の募集に関する業務
損害保険代理業
損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険代理業及び生命保険の募
損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業並びに生命保険の募集に関する業務
損害保険代理店事業
貸衣裳業及びその受託業務
貸金業
代替燃料製造販売
宅地及び地域の造成計画
託児所の経営
知的財産権（著作権、商品化権等）の実施、使用、利用許諾、維持、管理
知的財産権（著作権、商品化権等）の実施、使用、利用許諾、維持管理
地域・都市等の開発事業の調査・企画・運営
地域開発事業の企画と実施
茶製品の販売
茶類、ワイン、清涼飲料水等の販売及び輸出入



中古オートバイ部品の輸出入及び販売
中古自動車、中古オートバイ、古物の売買
著作権・著作隣接権・商標権・意匠権・実用新案権・特許権等の知的所有権の取得、譲渡、貸与及び管理
調剤薬局の経営
直販店舗及びサロンの運営
賃貸ビルに関する情報提供サービス業務
賃貸ビルの企画運営に関するコンサルティング業務
通信システム（ブロードバンド）による情報サービス業
通信システムによる情報の収集、処理及び販売
通信機器による情報提供
通信機器の販売・リース・レンタル
通信提供サービス業
通信販売業
通訳・翻訳業
鉄鋼、非鉄金属、金属鉱物、非金属鉱物及びそれらの製品に関する貿易業、売買業、仲立業、代理業並び
天然繊維、化学繊維、無機繊維等の繊維原料並びに糸、織・編物、衣服等の繊維製品に関する貿易業、
売買業、仲立業、代理業並びに製造業、加工業
店舗の設計、管理
店舗関連設備の販売
電気・電子・通信・放送機械器具、精密機械に関する貿易業、売買業、仲介業
電気製品、電気通信製品、工業製品の輸出入及び販売
電気通信、情報処理に係わる講演会、シンポジウム、セミナー等の開催
電気通信機械器具及び電気通信に係わるシステム及びソフトウェアの製造、保全、売買、賃貸、輸出入
電気通信機器の賃貸、メンテナンス及び輸出入
電気通信市場及び電気通信技術に係わる調査研究及びその受託
電気通信事業法に基づく電気通信事業者の代理店業務
電気通信事業法に基づく付加価値情報通信網の有償提供
電子出版物の企画、製作
電話回線を利用した各種情報提供サービス業
都市開発事業の調査企画
土木建築工事業
土木工事業、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業に
関する工事の調査、企画、設計、監理、施工及びコンサルタント業
投資業務
投資業務
投資顧問業
投資事業組合財産の運用及び管理
投資事業有限責任組合若しくは民法（明治二十九年法律第八十九号）第六百六十七条第一項に規定す
る組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は外国に所在するこれらの組合に類似
豆腐および大豆関連商品の販売
動産の賃貸借、仲介及び管理業
動物、植物に関する貿易業、売買業、仲立業、代理業並びに製造業、加工業
特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、版権の管理、売買、賃貸借
特許権、実用新案権の取得、保有、運用
特定労働者派遣事業
内部監査機能整備運用サポート業務
内部統制対応支援業務
日本国内及び海外でのテレビ番組、ラジオ番組の企画、制作
日本国内及び海外での映画、ＤＶＤ等の各種映像コンテンツ及び原盤の企画、制作、配給、輸出入及び販
日本国内及び海外での演劇の企画、制作
日本国内及び海外での各種イベントの企画、構成、実施
日本版ＳＯＸ法支援業務
日用雑貨品、食品、衣料品の販売
日用品雑貨、絵画、額、写真の輸入及び輸出、並びにその製品のリース、小売、卸売、国内製造及びその企
日用品雑貨、玩具、事務用品、家具、インテリア用品の輸出入並びに販売
入院患者用のテレビ・ラジオ等の娯楽機器の賃貸



農業、林業、水産業及び鉱業
白金、金銀銅、アルミニウム、鉛、亜鉛、錫の地金及びその合金の売買
販促、イベント、ＣＭ、印刷などの企画、制作事業
販売及び販売企画業務の請負
販売促進のためのコンサルタント業
肥料、飼料及びそれらの原料に関する貿易業、売買業、仲立業、代理業並びに製造業、加工業
非常用食品、防災用品の製造及び販売
美術品、骨董品に関する貿易業、売買業、仲立業、代理業並びに製造業、加工業
美術品等の展示の企画、制作、実施、代行及び販売
美容に関する総合的技術コンサルタント業務
美容機器の販売及びリース、レンタル
美容専門学校の経営
病医院の財務書類の調整、財務に関する調査・立案、融資・債務保証の斡旋、損害保険契約締結の媒介
病医院の防災、警備、清掃、自動車運転、駐車場管理及び廃棄物処理に関する業務の請負
病医院内の託児所・食堂・喫茶店・売店・理容室及び美容室の経営
不動産コンサルタント及びアドバイザリーサービス
不動産コンサルタント業
不動産コンサルティング
不動産に関する市場調査
不動産の運用管理、売買、賃貸及びその仲介
不動産の管理、賃貸業
不動産の鑑定評価業務
不動産の売買、交換、貸借及びその仲介並びに所有、管理、利用
不動産の売買、交換、賃貸借及びその仲介並びに所有・管理
不動産の売買、仲介、賃貸及び管理
不動産の売買、賃貸、管理
不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介
不動産の売買、賃貸、管理及び仲介業務
不動産の売買、賃貸、仲介、管理
不動産の売買、賃貸、仲介、管理及び投資
不動産の売買、賃貸、仲介及び管理
不動産の売買、賃貸の仲介及び管理並びに不動産の売買、賃貸の代理
不動産の売買、賃貸借、交換、仲介、管理
不動産の売買、賃貸借、仲介、鑑定及び管理業
不動産の売買・斡旋・運用・賃貸借・仲介及び管理並びに開発・造成
不動産の売買・交換・貸借及びその仲介並びに所有・管理及び利用
不動産の売買・賃貸・管理及び所有
不動産の売買・賃貸・管理並びに仲介業
不動産の売買・賃貸管理及びこれらの仲介業
不動産の有効利用に関する調査・コンサルティング業務
不動産管理業
不動産業界の情報提供サービス業
不動産信託受益権の売買、保有及び管理
不動産賃貸及び管理業務
不動産有効活用に関する企画、調査、設計
不動産有効利用に関するコンサルタント業務
不動産利用に関する企画、設計業務並びに有価証券の保有及び運用業務
不動産流通情報の収集、分析及び提供
付加価値通信網設備の販売、賃貸、設置及びメンテナンス
舞台、テレビ番組、イベントの企画、制作及び運営
服飾品、服飾雑貨、衣料品、衣料雑貨、日用品雑貨、装身具、貴金属、宝石、化粧品の企画、デザイン、
製造、販売、賃貸並びに輸出入及びこれらの製品の海外生産管理
福利厚生事務及び病医院の職員の寮・保養所等福利厚生施設の運営、維持、管理に関する業務の受託
物品の輸出入及び販売
物品販売業
米国ＳＯ法対応支援業務



宝飾品、衣服、服飾雑貨品、文房具の製造、輸入、輸入代理、加工、販売に関する業務
放送事業、ブロードバンド、通信事業、映像、コンテンツ事業
放送番組、ビデオソフト、マルチメディア関連の映像の企画・製作
放送番組、ビデオソフト等の放映権の取得、買付け、輸出入及び販売
放送用ケーブル及び光ファイバーケーブル（電話用）を利用した通信事業
訪問マッサージ、訪問看護及び訪問リハビリテーション等の治療サービス提供
訪問介護事業
防犯及び安全に関する設備機器、システムの設置工事業
翻訳業
翻訳事業
民芸品、工芸品、靴、服飾雑貨の輸出入業務及び販売
無添加食品の販売
木材、窯業原料及びそれらの製品並びにその他の建築材料に関する貿易業、売買業、仲立業、代理業並び
油類及びカーボン、鉄類等リサイクル品及び加工品の販売並びに管理、運搬業
輸出入手続代行業務
輸出入貿易業
輸入代行業
有価証券の投資
有価証券の売買、保有及び運用業務
有価証券の保有、運用、管理、売買
有価証券の保有、運用、投資
有価証券の保有及び投資
有価証券等の保有、売買及び運用
有価証券保有、運用
有料職業紹介業
有料職業紹介事業
郵便物の保管サービス
流水研究に関するコンサルティング業務
旅行、リクリエーション、スポーツ等の福利厚生活動に関する立案、企画及び運営
旅行の企画、立案
旅行業代理店業
旅行業法にもとづく旅行業
旅行業法に基づく旅行業
旅行代理業
旅行代理店業
労働者派遣事業
労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業
鍼灸、マッサージによる診療所の経営
鍼灸及びマッサージ業務営業所の経営




