
許可・認可・登録等

10 船舶・車両類 1001 造船・既成舟艇

10 船舶・車両類 1002 船舶部品及び修理

10 船舶・車両類 1006 車両部品及び修理

自動車分解整備事業認証

指定自動車整備事業指定

検査業者登録

14 理化学・計測機器類 1401 理化学機器

14 理化学・計測機器類 1402 分析・観測機器

14 理化学・計測機器類 1403 計測機器

15 消防・防災・備蓄用品類 1501 消防用器具 消防設備業届出

17 医療・薬品類 1701 医療機器・レントゲン機器

管理医療機器販売業届出

高度管理医療機器等販売業許可

医療機器製造販売業許可

医療機器製造業登録

17 医療・薬品類 1702 医療用薬品

医薬品製造販売業許可

医薬品製造業許可

麻薬卸売業者免許

薬局開設届

医薬品販売業許可

毒劇物販売業登録

覚せい剤製造業者指定

17 医療・薬品類 1703 工業用薬品 毒劇物販売業登録

18 農林水産業用品類 1802 防疫・農業用薬品

毒劇物販売業登録

農薬販売届

動物用医薬品販売業許可

肥料販売業務届出

18 農林水産業用品類 1803 動物・飼料

18 農林水産業用品類 1804 造園材料 肥料販売業務届出

19 工事用材料類 1911 塗料 毒劇物販売業登録

20 看板類 2002 表示器具 屋外広告業登録

21 燃料・動力類 2101 石油

21 燃料・動力類 2102 工業用油脂

21 燃料・動力類 2103 ＬＰガス 液化石油ガス販売事業登録

21 燃料・動力類 2104 高圧ガス
高圧ガス製造許可

高圧ガス販売事業届出

21 燃料・動力類 2105 電力
小売電気事業者登録（小売電気事業を営も

うとする者の登録について）

51 清掃・警備 5101 建物清掃

51 清掃・警備 5102 設備清掃

51 清掃・警備 5103 貯水槽清掃

51 清掃・警備 5104 屋外清掃 建設業許可

51 清掃・警備 5105 浄化槽清掃
浄化槽清掃業許可

一般廃棄物収集運搬業許可

建築物清掃業登録

建築物空気調和用ダクト清掃業登録

建築物飲料水貯水槽清掃業登録

建築物飲料水水質検査行登録

建築物空気環境測定業登録

建築物排水管清掃業登録

建築物ねずみ昆虫等防除業登録

作業環境測定機関登録

大分類 小分類

石油製品販売業届出/揮発油販売業登録

放射性同位元素販売許可

特定計量器販売事業届出

計量器販売業登録

計量器製造業登録

小型船造船業登録

船造船業許可



許可・認可・登録等大分類 小分類

51 清掃・警備 5107 施設警備 警備業認定

51 清掃・警備 5108 機械警備 警備業認定、機械警備業務開始届

51 清掃・警備 5199 その他警備 警備業認定

52 害虫駆除・樹木等管理 5201 建物害虫駆除 建築物ねずみ昆虫等防除業登録

52 害虫駆除・樹木等管理 5202 樹木病害虫駆除

52 害虫駆除・樹木等管理 5203 造園・樹木維持管理

52 害虫駆除・樹木等管理 5299 その他害虫駆除・樹木等管理

53 設備等管理 5301 空調・冷暖房・換気設備保守

53 設備等管理 5302 フロン類使用機器定期点検

53 設備等管理 5303 エレベータ設備保守 昇降機検査資格

53 設備等管理 5304 自動扉設備保守

53 設備等管理 5305 自家用電気工作物保安管理

電気主任技術者免状

※保安管理会社（法人）でこの業務を主として

いる場合は「マネジメント規程」も必要

53 設備等管理 5306 電気設備、照明設備
電気主任技術者免状

電気工事士免状

53 設備等管理 5307 通信設備保守

53 設備等管理 5308 消防設備保守 消防設備士/消防設備点検資格者

53 設備等管理 5311 ボイラー設備保守
ボイラー整備士免状

ボイラー技士免状

53 設備等管理 5312 音響設備保守

53 設備等管理 5313 楽器保守

53 設備等管理 5314 遊具保守点検

53 設備等管理 5315 建築物環境衛生管理（総合） 建築物環境衛生総合管理業登録

53 設備等管理 5316 下水道等の維持管理
浄化槽保守点検業登録/下水道処理施設維持

管理業者登録

53 設備等管理 5399 その他設備等点検・保守

54 情報処理 5401 システム開発・運用

54 情報処理 5402 データ入力・計算集計

54 情報処理 5403 電気通信サービス

54 情報処理 5404 システム運用・監視

54 情報処理 5405 ホームページ作成

54 情報処理 5499 その他情報処理

55 広告・催事・展示 5501 印刷物・デザイン等製作

55 広告・催事・展示 5502 広告・番組等製作

55 広告・催事・展示 5503 イベント企画演出、会場設営

55 広告・催事・展示 5504 展示物製作・修復

55 広告・催事・展示 5599 その他広告・催事・展示

56 運搬・保管 5601 運送

56 運搬・保管 5602 美術品・楽器運搬

56 運搬・保管 5603 保管

56 運搬・保管 5604 旅客運送

56 運搬・保管 5605 給食配送

56 運搬・保管 5606 車両運行管理

56 運搬・保管 5699 その他運搬・保管

57 廃棄物処理 5701 一般廃棄物（収集・運搬）
一般廃棄物収集運搬業許可

一般貨物自動車運送事業許可

57 廃棄物処理 5702 一般廃棄物（処分） 一般廃棄物処分業許可

情報セキュリティマネジメントシステム適

合性評価制度における認証（ISMS）登録

プライバシーマーク取得

一般貨物自動車運送事業許可/貨物軽自動車

運送事業届出

一般信書便事業者許可/特定信書便事業者許

可

第二種（第一種）貨物利用運送事業許可

倉庫業登録通知書

トランクルーム認定

航空運送事業許可

一般貸切旅客自動車運送事業の許可

一般乗用旅客自動車運送事業の許可

一般旅客定期航路事業の許可

旅客不定期航路事業の許可

など



許可・認可・登録等大分類 小分類

57 廃棄物処理 5703 産業廃棄物（収集・運搬）
産業廃棄物収集運搬業許可

一般貨物自動車運送事業許可

57 廃棄物処理 5704 産業廃棄物（処分） 産業廃棄物処分業許可

57 廃棄物処理 5705
特別管理産業廃棄物（収集・運

搬）

特別管理廃棄物収集運搬業許可

一般貨物自動車運送事業許可

57 廃棄物処理 5706 特別管理産業廃棄物（処分） 特別管理廃棄物処分業許可

57 廃棄物処理 5707 資源回収
古物商営業許可、金属くず商許可（取扱い

がある場合は必須）

57 廃棄物処理 5799 その他廃棄物処理

58 人材派遣・研修・筆耕 5801 受付案内業務

58 人材派遣・研修・筆耕 5802 人材派遣 労働者派遣事業許可

58 人材派遣・研修・筆耕 5803 各種研修・講座

58 人材派遣・研修・筆耕 5804 筆耕・通訳

58 人材派遣・研修・筆耕 5899 その他人材派遣・研修・筆耕

59 医事業務 5901 医療事務

59 医事業務 5902 健康診断・臨床検査 衛生検査所登録

59 医事業務 5903 点検業務

59 医事業務 5999 その他医事業務

60 調査・測定 6001 環境調査・検査

計量証明事業登録（特定濃度/濃度/音圧レ

ベル/振動加速度レベル/その他）

水質検査機関登録

建築物空気環境測定業登録

建築物飲料水水質検査業登録

作業環境測定機関登録

60 調査・測定 6002 土壌汚染状況調査

60 調査・測定 6003 食品衛生検査等

60 調査・測定 6004 漏水調査

60 調査・測定 6005 埋蔵文化財調査

60 調査・測定 6099 その他調査・測定

61 リース・レンタル 6108 医療機器・器具
高度管理医療機器等販売（賃貸）業許可/

管理医療機器販売（賃貸）業届出

61 リース・レンタル 6109 寝具

61 リース・レンタル 6110 カーリース

61 リース・レンタル 6111 レンタカー 自家用自動車の有償貸渡しの許可証

62 計画策定等支援 6201 意識調査

62 計画策定等支援 6202 総合計画

62 計画策定等支援 6203 保健・福祉計画

62 計画策定等支援 6204 地域防災計画

62 計画策定等支援 6299 その他計画策定等支援業務

99 その他 9901 福祉サービス 介護サービス事業所指定

99 その他 9902 クリーニング

クリーニング所適合確認書

クリーニング所開設届（又は無店舗取次店

営業届出書）

99 その他 9903 旅行業 旅行業登録

99 その他 9904 司法書士に係る業務 司法書士登録

99 その他 9905 土地家屋調査士に係る業務 土地家屋調査士登録

99 その他 9906 給食調理 営業許可

99 その他 9907 施工監理

※太字　提出必須　記号「/」は又はを表す

※上記例示のほか、希望する業種（品目）に関して、法令等により、許可、認可、登録、免許、届出等を義務付けられてい

る場合は、それを証する書類を必ず添付してください。


