
目的別の分類一覧

1 医療・健康・介護

介護・福祉 歯科系 内科系 薬

整体等各種療術 外科系 あん摩・はり・きゅう 小児科系

接骨・柔道整復 医院・診療所・療養所 健康グッズ 皮膚科・アレルギー科

リハビリテーション 産科・婦人科系 精神科・心療内科 眼科

耳鼻咽喉科 泌尿器科 人間ドック 肛門科

放射線科 総合病院 休日夜間医療 臨床検査

保険衛生 バンク

2 住まい・暮らし（ペット）

リフォーム 建設業・工務店 不動産 家電

家具・インテリア 住まいのクリーニング 防犯・防火 ガーデニング

建材 造園 電気工事 バス・トイレ・キッチン

エクステリア 燃料 建築設計 空調

寝具 引越 相談・調査 水道・ガス・電力

証券・保険・商品先物 クリーニング・コインランドリー 電話・通信 金融・郵貯・貸金

写真館・現像 賃貸・レンタル 中古品売買 映画・放送・新聞

修理 代行・支援サービス 花 タクシー

ゴミ収集・資源回収 廃棄物処理 引越し運送 その他修理

害虫・害獣駆除 その他生活関連サービス 占い・姓名判断 宅配便

交通機関 情報提供サービス ペットショップ 動物病院・獣医師

ペット美容室 ペット霊園・葬祭 ペットホテル その他ペット関連サービス

犬訓練所 ブリーダー

3 趣味・スポーツ（レジャー）

ガーデニング 音楽 美術・工芸 本・書籍

コレクション その他 ダンス・おどり 裁縫・手芸

おもちゃ・キャラクタ CD・DVD 華道・茶道 占い

模型 囲碁・将棋・ボード ホームクラフト 屋内遊戯

スポーツ施設 自転車 プレイスポット ゴルフ

映画・劇場・会館 アウトドア フィットネス 博物館・美術館

釣り スポーツ用品店 武道・格闘技 マリンスポーツ

テニス ウィンタースポーツ 娯楽 マンガ・ネットカフェ

モータースポーツ 屋外遊戯 公営競技 動物園・植物園・水族館

サッカー

4 グルメ・飲食

飲み屋 レストラン 居酒屋 和食

肉料理 弁当・宅配 喫茶店・カフェ そば・うどん

スイーツ 魚料理 ラーメン 中華・中国料理

すし イタリアン・フレンチ たこ焼き・お好み焼き ファーストフード

各国料理 郷土料理店 カレー

5 美容・ファッション

美容院・理容店・毛髪業 美容・コスメ 洋服 和服

クリーニング アクセサリー 貸衣裳 靴・かばん・小物

衣類のリフォーム 衣料材料・用品 制服・作業服 ランジェリー

6 ショッピング

食料品 生活用品 酒・飲料品 コンビニ・スーパー・デパート

お菓子・スイーツ 靴・かばん・小物 贈り物・みやげ 文房具

スポーツ用品 自転車 リサイクルショップ 本

通販 おもちゃ・ゲーム ベビー・子ども用品 CD・DVD・ビデオ・レコード

洋服 チケット 制服・作業服 アウトレットモール

その他ショッピング

7 教育・習い事

塾・予備校 趣味 幼稚園・保育施設 小･中・高・大学等

求人 音楽 スポーツ 資格

語学 各種学校 幼児教室 書道・そろばん

その他 専修学校 武道 生花・茶道

特殊教育諸学校 マリンスポーツ
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8 旅行・宿泊 ・観光

旅館・民宿 交通機関 ホテル・ペンション 旅行業・代理店

観光・温泉・銭湯 予約 おみやげ モーテル等

道の駅 その他宿泊施設 キャンプ 牧場

公共宿泊施設

9 ビジネス

総合・職別工事業 設備工事業 士業・コンサルタント 運送・貨物・倉庫

金属製品 印刷・出版 不動産・賃貸 広告・マーケティング

工作機械・一般機械器具 食料品 建築資材 アウトソーシング

廃棄物処理 電子・精密機械器具 IT・情報通信 化学・プラスチック

農業 建設資材 衣料関連 ビルメンテナンス

日用品 リース・レンタル その他 木製品・紙・パルプ関連

輸送機械器具 医療・薬関連 OA機器 装置・設備

生活雑貨 商社・貿易 イべント 一般機械

電気機械器具 水産業 窯業・土石 医薬・化粧品

非鉄金属製品 ソフトウェア 鉄鋼製品 自動車卸

その他サービス その他機械器具 著述・芸術家 環境

鉱業 翻訳・通訳 林業 家具・建具等

修理 鑑定業 鉱物・金属材料 石油・石炭製品

専門サービス業

10 乗り物（自動車・バイク）

車検・整備・修理 自動車販売 中古車・買取 ガソリンスタンド

バイク販売 カー用品 レッカー・その他 レンタカー・リース

洗車・コーティング バイク中古・買取 駐車場・パーキング バイク用品

その他サービス

11 冠婚葬祭・イベント

葬儀 宗教 写真・ビデオ・スライド イベント

仏壇・仏具・神具 結婚・宴会

12 公共機関・団体

組合・団体 市区町村機関 消防・警察 官公署

都道府県機関 図書館 裁判所 教育

公庫・公社・事業団 保健所・税務署 廃棄物処理 外国公館
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