
大分類 Ｎ－生活関連サービス業，娯楽業 
 

総   説 

   

この大分類には，主として個人に対して日常生活と関連して技能・技術を提供し，又は施設を

提供するサービス及び娯楽あるいは余暇利用に係る施設又は技能・技術を提供するサービスを行

う事業所が分類される。 

 - 317 - 



中分類 ７８－洗濯・理容・美容・浴場業 

 

総   説 

 

  この中分類には，洗濯業，洗張・染物業，理容業，美容業，浴場業などの主として個人に対

して身の回りの清潔を保持するためのサービス又は心身のリラックス並びにリフレッシュを促

進するためのサービスを提供する事業所が分類される。 

 

 

 780 管理，補助的経済活動を行う事業所（78洗濯・理容・美容・浴場業） 

 

   主として洗濯・理容・美容・浴場業の事業所を統括する本社等として，自企業の経営を推

進するための組織全体の管理統括業務等の現業以外の業務を行う事業所又は洗濯・理容・美

容・浴場業における活動を促進するため，同一企業の他事業所に対して，輸送，清掃，修理・

整備，保安等の支援業務を行う事業所をいう。 

 

○ 主として管理事務を行う ○ その他の管理，補助的経済 自家用修理工場 

本社等 活動を行う事業所 自家用補修所 

管理事務を行う本社・ 自家用車庫  

本所・本店・支社・支所   

   

 

 

 78A 普通洗濯業 

 

   衣服その他の繊維製品及び皮革製品を原型のまま洗濯する事業所並びに洗濯物の受取り及

び引渡しを行う事業所をいう。 
 

○ 普通洗濯業   ランドリー業 ○ 洗濯物取次業 
  洗濯業   クリーニング工場   洗濯物取次所 
  クリーニング業   布団クリーニング業   クリーニング取次所 
   
× 洗張業（789）              染物業（789） 

  コインランドリー業（789）        寝具消毒・乾燥業（789） 
 

 

 78B リネンサプライ業 

 

   繊維製品を洗濯し，これを使用させるために貸与し，その使用後回収して洗濯し，更にこ

れを貸与することを繰り返して行う事業所をいう。 
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○ リネンサプライ業   貸おしぼり業   貸モップ業 
  貸おむつ業   貸ぞうきん業   貸タオル業 
   
× 貸布団業（70B） 
 

 

 782 理 容 業 

 

   主として頭髪の刈り込み，顔そりなどの理容サービスを提供する事業所をいう。 

 

○ 理容業   理髪店   バーバー 
  理容店   床屋    
   
× 理容学校（専修学校，各種学校のもの）（817）       美容院（783） 

 

 

 783 美 容 業 

 

   主としてパーマネントウェーブ，結髪，化粧などの美容サービスを提供する事業所をいう。 

 
○ 美容業   美容院   ビューティサロン 
  美容室     
   
× 美容学校（専修学校，各種学校のもの）（817）      マニキュア業（789） 

  エステティックサロン（789）              ペディキュア業（789） 

  ペット美容室（79E） 

 

 

 784 一般公衆浴場業 

 

   日常生活の用に供するため，公衆又は特定多数人を対象として入浴させるもので，公衆浴

場入浴料金の統制額の指定等に関する省令（昭和 32年厚生省令第 38号）に基づく都道府県

知事の統制をうけ，かつ，当該施設の配置について公衆浴場法第２条第３項に基づく都道府

県の条例による規制の対象となっている事業所をいう。 

 

○ 一般公衆浴場業   銭湯業  
       
× 温泉浴場業（785）      蒸しぶろ業（785）      コインシャワー業（789） 
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 785 その他の公衆浴場業 

 

   薬治，美容など特殊な効果を目的として公衆又は特定多数人を対象として入浴させる事業

所をいう。 
 

○ その他の公衆浴場業   砂湯業   健康ランド 
  温泉浴場業   サウナぶろ業   スーパー銭湯 
  蒸しぶろ業   スパ業   ラドンぶろ業 
   鉱泉浴場業  
   
× 銭湯業（784）        ソープランド業（789）    温泉旅館（751） 

 

 

 789 その他の洗濯・理容・美容・浴場業 

 

   個人の注文によって，衣服などを分解し，洗張，湯のし，染抜（しみぬき）などを行う事

業所，衣類，織物などの染色を行う事業所及びその取次を行う事業所，手技又は化粧品・機

器等を用いて，人の皮膚を美化し，体型を整えるなどの指導又は施術を行う事業所，手技を

用いて心身の緊張を弛緩させるための施術を行う事業所，化粧品・器具等を用いて，手及び

足の爪の手入れ，造形，修理，補強，装飾など爪に係る施術を行う事業所並びにコインラン

ドリー業，寝具消毒・乾燥業など主として個人に対して身の回りの清潔を保持するため又は

心身のリラックス及びリフレッシュを促進するための他に分類されないサービスを提供する

事業所をいう。 
   ただし，次の事業所は本分類には含まれない。 

(1) 業者からの委託（染替えを除く）によって染色を行う事業所は「114 染色整理業」に分

類される。 

(2) リフレクソロジーを行う事業所及び医業類似行為を業とする者がボディケア，ハンドケ

ア，フットケア，ヘッドセラピー，タラソテラピーの施術を行う事業所は「835 療術業」

に分類される。 

 

○ 洗張・染物業 ○ エステティック業    フットケア 
  張物業 エステティックサロン    アロマオイルトリート 
  湯のし業   痩身術業 メント 
  染抜（しみぬき）業   全身美容業    ヘッドセラピー 
  染物屋   美容脱毛業  タラソテラピー 
  京染屋 美顔術業  
  丸染屋 皮膚を美化して体型を整 ○ リラクゼーション業 
  染直し業 えることを目的とした    （手技を用いるもの） 
  色揚業 もの 心身の緊張を弛緩させる 
  染物取次業 ボディケア    のみを目的としたもの 
  ハンドケア ボディケア 
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ハンドケア ○ ネイルサービス業 ○ 他に分類されない洗濯・   
   フットケア   ネイルサロン    理容・美容・浴場業 
   アロマオイルトリート   マニキュア業 コインシャワー業 

メント   ペディキュア業   寝具消毒・乾燥業 
   ヘッドセラピー    コインランドリー業 

 タラソテラピー    衣しょう着付業 
    ソープランド業 
  ゲルマニウム温浴 

   
× 紋置業（114）                       洗濯業（78A） 

  なっ染業（114）                      理容業（782） 

  染色業（業者からの委託のもの）（114）           美容業（783） 

  フィットネスクラブ（80H）      

  あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所（835） 

ボディケア・ハンドケア・フットケア・ヘッドセラピー・タラソテラピー（医業類似行為の

もの）（835） 

リフレクソロジー（835）  
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中分類 ７９－その他の生活関連サービス業 

 

総   説 

 

  この中分類には，主として個人を対象としてサービスを提供する他に分類されない事業所が

分類される。 

 

 

 790 管理，補助的経済活動を行う事業所（79その他の生活関連サービス業） 

 

   主としてその他の生活関連サービス業の事業所を統括する本社等として，自企業の経営を

推進するための組織全体の管理統括業務，人事・人材育成，総務，財務・経理，法務，知的

財産管理，企画，広報・宣伝，営業支援・特定顧客管理，調査・研究開発，生産・プロジェ

クト管理，支部・支店等の管理，不動産管理，情報システム管理，保有資機材の管理，契約，

仕入・原材料購入，役務・資材調達，出荷・販売等の現業以外の業務を行う事業所又はその

他の生活関連サービス業における活動を促進するため，同一企業の他事業所に対して，輸送，

清掃，修理・整備，保安等の支援業務を行う事業所をいう。 

 

○ 主として管理事務を行う ○ その他の管理，補助的経済 自家用修理工場 

本社等 活動を行う事業所 自家用補修所 

管理事務を行う本社・ 自家用車庫  

本所・本店・支社・支所   

   

 

 

 791 旅 行 業 

 

   運送又は宿泊等のサービスの提供について，提供者又は旅行者のいずれか一方を代理して

契約を締結する等の行為を行う事業所及び旅行業を営む者を代理して契約を締結する行為を

行う事業所をいう。 

 

○ 旅行業   国内旅行業 ○ 旅行業者代理業 
   第一種旅行業   海外旅行業    
   第二種旅行業   
   第三種旅行業   
   
× 定期観光バス業（431）     観光協会（489）     観光案内業（ガイド）（79E） 

  通訳業，通訳案内業（72H）   運送代理店（483）    旅館案内業（929） 

  観光案内所（489） 
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 792 家事サービス業 

 

経済センサス‐基礎調査では対象外 

 

   個人の家庭で家事労働に従事する者をいう。 

 

○ 家事サービス業   お手伝い（ハウスメイド）   家政婦 
   
× 民営職業紹介業（911）    派出看護師業（83B）     看護師紹介所（911） 

  家政婦紹介所（911） 

 

 

 793 衣服裁縫修理業 

 

   主として個人持ちの材料で衣服の裁縫あるいは衣服の修理を行う事業所をいう。 

   裏返しなどの衣服の更生を行う事業所も本分類に含まれる。 

   ただし，次の事業所は本分類に含まれない。 

  (1) 業者から材料を支給されて衣服の製造を行う事業所は「116 外衣・シャツ製造業（和式

を除く）」に分類される。 

  (2) 個人の注文により店持ちの材料で男子服を仕立てる事業所は「572 男子服小売業」に，

婦人・子供服を仕立てる事業所は「573 婦人・子供服小売業」に分類される。 

 

○ 衣服裁縫修理業   衣服修理業   和・洋服裁縫業（材料個人 
  衣服裁縫業（材料個人持ち   更生仕立直し業    持ちのもの） 
   のもの）   裏返し業   かけはぎ業 
   衣服リフォーム業  
   
× 洋服・洋裁店（材料店持ちのもの）（572，573） 

 

 

 794 物品預り業 

 

   一時的に物品を預かる事業所をいう。 

   ただし，倉庫に物品を保管することを業とする事業所は「47 倉庫業」に分類される。 

 

○ 物品預り業   荷物一時預り業   コインロッカー業 
  手荷物預り業   自転車預り業  
   
× 普通倉庫業（471）      ガレージ業（693）      駐車場業（693） 

  トランクルーム業（471） 
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 795 火葬・墓地管理業 

 

   主として死体の火葬を業務とする事業所及び墓地の管理を行う事業所をいう。 

 

○ 火葬業 ○ 墓地管理業   納骨堂 
  火葬場   霊園管理事務所    
   
× 葬儀屋(79A)            斎場(79A)               犬猫霊園管理事務所（79E） 

 

 

 79A 葬 儀 業 

 

   主として死体埋葬準備，葬儀執行を業務とする事業所をいう。 

   ただし，霊きゅう自動車で死体を運搬する事業所は「441 一般貨物自動車運送業」に分類

される。 

 

○ 葬儀業   斎場   葬儀会館 
  葬儀屋   
   
× 霊きゅう自動車業（441）        冠婚葬祭互助会（79C） 

  火葬業（795）             火葬場（795） 

 

 

 79B 結婚式場業 

 

   主として挙式，披露宴の挙行など婚礼のための施設・サービスを提供する事業所をいう。 

 

○ 結婚式場業   
   
× 冠婚葬祭互助会（79C） 

 

 

 79C 冠婚葬祭互助会 

 

   婚礼のための施設・サービスの提供及び葬儀執行の業務を一体として行い，これらの便益

の提供を受けるものから，当該便益等の提供に先立って，対価の一部又は全部を二か月以上

の期間にわたり，かつ，三回以上に分割して受領する事業所をいう。 

 

○ 冠婚葬祭互助会   
   
× 葬儀業（79A）        結婚式場業（79B）      結婚式場紹介業（79E） 
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 79D 写真プリント，現像・焼付業 

 

   主としてデジタルカメラ等の画像データのプリント又はフィルム現像，焼付，引伸及びそ

の取次を行う事業所並びにフィルム複写を行う事業所をいう。 

 

○ 写真プリント，現像・ 写真修整業   写真フィルム複写業 
   焼付業   ＤＰＥ業（現像，焼付，  
  デジタルカメラ写真プリ    引伸）  
   ント業   ＤＰＥ取次業  
   
× 映画フィルム現像業（416）  写真撮影業（746） 

 

 

 79E 他に分類されないその他の生活関連サービス業 

 

   家庭消費用として原料個人持ちの粉及び穀類などを賃加工する事業所，主として結婚相手

の紹介，婚礼のための相談，施設の紹介，あっせんなどを行う事業所並びに易断所，宝くじ

売さばき業など他に分類されない個人サービスを提供する事業所をいう。 

   ただし，主として商業者，ホテル，レストランなどから委託を受けて，精穀，製粉など穀

類の賃加工を行う事業所は「096 精穀・製粉業」に分類される。 

 

○ 食品賃加工業 ○ 他に分類されないその他   家事代行サービス業 
   （原料個人持ちのもの）    の生活関連サービス業   ハウスクリーニング業 
   （家庭消費用）   易断所 （個人宅） 
  精米賃加工業   観相業 便利屋 
   靴磨き業   運転代行業 
○ 結婚相談業，結婚式場紹介業   ペット美容室   古綿打直し業 
  結婚相談所（営利的なもの）   ドッグホテル   チケット類売買業 
  結婚紹介業   犬猫霊園管理事務所    （金券ショップ） 
  結婚式場紹介業 放課後子ども教室   宝くじ売りさばき業 
 観光案内業（ガイド）   デパート友の会 
   
× 精米業（業者からの委託によるもの）（096）         表装業（903） 

  結婚式場業（79B）                     表具業（903） 

  観光協会（489）                      旅行業（791） 

  通訳案内業（72H）                     プレイガイド（80P） 

  ペットクリニック（741）                  放課後児童クラブ（85B） 

 学童保育所（学童クラブ）（85B）                             
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中分類 ８０－娯 楽 業 

 

総   説 

 

  この中分類には，映画，演劇その他の興行及び娯楽を提供する事業所並びにこれに附帯する

サービスを提供する事業所が分類される。 

  ただし，映画・ビデオ制作業に附帯するサービスを提供する事業所は「416 映像・音声・文

字情報制作に附帯するサービス業」に分類される。 

 

 

 800 管理，補助的経済活動を行う事業所（80娯楽業） 

 

   主として娯楽業の事業所を統括する本社等として，自企業の経営を推進するための組織全

体の管理統括業務，人事・人材育成，総務，財務・経理，法務，知的財産管理，企画，広報・

宣伝，調査・研究開発，生産・プロジェクト管理，不動産管理，情報システム管理，保有資

機材の管理，役務・資材調達等の現業以外の業務を行う事業所又は娯楽業における活動を促

進するため，同一企業の他事業所に対して，輸送，清掃，修理・整備，保安等の支援業務を

行う事業所をいう。 

 

○ 主として管理事務を行う ○ その他の管理，補助的経済 自家用修理工場 

本社等 活動を行う事業所 自家用補修所 

管理事務を行う本社・ 自家用車庫  

本所・本店・支社・支所   

   

 

 

 801 映 画 館 

 

   アトラクションのあるなしにかかわらず商業的に映画の公開を行う事業所をいう。 

   主として映画館の賃貸を行う事業所も本分類に含まれる。 

 

○ 映画館   野外映画劇場   ミニ・シアター 
  映画劇場   映画館賃貸業   ビデオ・シアター 
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 802 興行場（別掲を除く），興行団 

 

   演劇，音楽，舞踊，落語，見世物，野球，相撲，ボクシングなどの娯楽を提供する興行場

及び契約により出演又は自ら公演し，これらの娯楽を提供する興行団をいう。 

俳優及び演劇興行を請負う事業所並びに劇場及び興行場を賃貸する事業所も本分類に含ま

れる。 

   ただし，音楽の個人教授を行う事業所は「82F 音楽教授業」に，舞踊の個人教授を行う事

業所は「82M その他の教養・技能教授業」に分類される。 

 

○ 劇場 ○ 劇団 ○ 演芸・スポーツ等興行団 
  劇場附属の劇団   劇団（独立のもの）   寄席出演業 
  劇場附属のオーケストラ   歌劇団（独立のもの）   見世物業 
  劇場附属の歌劇団   俳優業（フリーのもの）   曲芸・軽業団 
  劇場附属のダンシングチ   演劇興行請負業   サーカス団 
   ーム   芸能プロダクション   相撲部屋 
  劇場を持つ劇団   コンサート・ツアー業   ボクシングジム 
  劇場賃貸業    浪曲興行団 
 ○ 楽団，舞踊団   プロ野球団 
○ 興行場   楽団（独立のもの）   プロレス協会 
  寄席   バンド（独立のもの）   落語家業 
  演芸場   舞踊団（独立のもの）   音曲業 
  見世物興行場   歌謡歌手業（フリーのもの）   漫才業 
  曲芸・軽業興行場    プロサッカー団 
  相撲興行場   
  ボクシング場   
  野球場（プロ野球興行用）   
  サーキット場（プロのレー   
   ス興行用）   
   
× プレイガイド（80P）     演劇用諸道具賃貸業（70B）  映画劇場（801） 

  競馬場（803）        公営野球場（80A）      ピアノ教授所（82F） 

  舞踊教授所（82M）      声楽家業（727）       演劇俳優あっせん業（80P） 

 

 

 803 競輪・競馬等の競走場，競技団 

 

   競輪，競馬，小型自動車，モータボートの競走場及びこれらの競走を施行，実施する事業

所をいう。 

競走場を賃貸する事業所，競輪の競技に附帯する業務（選手の登録，訓練など），競馬に附

帯する業務（馬主，馬などの登録，調教師，騎手の免許，訓練など），小型自動車，モータボ

ートの競技に附帯する業務（選手，自動車の登録など）も本分類に含まれる。 
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○ 競輪場   市営小型自動車競走場   地方競馬全国協会 
  市営競輪場   競艇場施設会社   競馬きゅう舎 
  民営競輪場   小型自動車競走施設会社  
  競輪場管理組合  ○ 自動車・モータボートの 
  競輪場施設賃貸業 ○ 競輪競技団    競技団 
     市競輪事業部（課）   日本小型自動車振興会 
○ 競馬場   全国競輪施行者協議会   小型自動車競走会 
  県営競馬場   日本自転車振興会   小型自動車選手団 
  競馬場施設会社   自転車競技会   市競艇事業部（課） 
  競馬場（日本中央競馬会   競輪選手団   全国モータボート競走会 
   所属）     連合会 
 ○ 競馬競技団   モータボート競走会 
○ 自動車・モータボートの   市競馬事務局   全国モータボート競走施 
   競走場   日本中央競馬会（ＪＲＡ）    行者協議会 
  市営モータボート競走場   
   
× 場外馬券売場（80P）                    場外車券売場（80P） 

  ウインズ（日本中央競馬会場外馬券売場）（80P） 

  サーキット場（プロのレース興行用）（802） 

  日本財団（939） 

 

 

 80A スポーツ施設提供業（別掲を除く） 

 

   主として興行的でないスポーツ（アマチュア競技）を行うための施設を提供する事業所を

いう。 

   ただし，次の事業所は本分類に含まれない。 

  (1) 体育館及びフィットネスクラブ並びにゴルフ競技，ボウリング競技及びテニス競技を行

うための施設を提供する事業所は「80B 体育館」～「80H フィットネスクラブ」のそれぞ

れに分類される。 

  (2) 主として興行的スポーツのための施設を提供する事業所は「802 興行場（別掲を除く），

興行団」に分類される。 

    

○ スポーツ施設提供業（別掲   スケートリンク   乗馬クラブ 
   を除く）   アイススケート場   フィールドアスレチック場 
  陸上競技場   ローラスケート場   柔道場 
  運動広場   サッカー場   弓道場 
  バレーボール場   プール   剣道場 
  卓球場   公営野球場   アーチェリー場 
  クレー射撃場   公営運動場管理事務所  
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× 体育館（80B）        ゴルフ場（80C）       テニス場（80F） 

  ボウリング場（80E）     ゴルフ練習場（80D）     テニス練習場（80G） 

  フィットネスクラブ（80H）  ビリヤード場（80M）     ダンスホール（80P） 

  アスレチッククラブ（80H）  野球場（プロ野球興行用）（802） 

 

 

 80B 体 育 館 

 

   各種のスポーツを必要に応じて室内で行うことができるように多目的に設備された施設を

提供する事業所をいう。 

 

○ 体育館   
   
× 卓球場（80A）        バレーボール場（80A）     運動広場（80A） 

  室内プール（80A）      室内スケートリンク（80A）   

 

 

 80C ゴ ル フ 場 

 

   ゴルフ競技を行うための施設を提供する事業所をいう。 

   ただし，ゴルフの練習施設を提供する事業所は「80D ゴルフ練習場」に分類される。 

 

○ ゴルフ場   
   
× ゴルフ練習場（80D）   

 

 

 80D ゴルフ練習場 

 

   ゴルフの練習施設を提供する事業所をいう。 

 

○ ゴルフ練習場   
   
× ゴルフ場（80C） 

 
 

 80E ボウリング場 

 

   ボウリング競技を行うための施設を提供する事業所をいう。 

 

○ ボウリング場   ボウリングセンター  
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 80F テ ニ ス 場 

 

   テニス競技を行うための施設を提供する事業所をいう。 

 

○ テニス場   
   
× テニス練習場（80G） 

 

 

 80G バッティング・テニス練習場 

 

   バッティング及びテニスの練習施設を提供する事業所をいう。 

 

○ バッティング・テニス練習場   バッティングセンター  
   
× ゴルフ場（80C）       ゴルフ練習場（80D） 

 
 

 80H フィットネスクラブ 

 

   室内プール，トレーニングジム，スタジオなどの運動施設を有し，会員に提供する事業所

をいう。 

 

○ フィットネスクラブ   フィットネスジム   アスレチッククラブ 
   
× スイミングスクール（82L）  フィールドアスレチック場（80A） 

 

 

 805 公園，遊園地 

 

   公園，遊園地などの事業所をいう。 

 

○ 公園 ○ 遊園地 ○ テーマパーク 
  庭園   遊園場  
  公園管理事務所   
   
 

 

 80J マージャンクラブ 

 

   マージャンを行うための施設を提供する事業所をいう。 
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○ マージャンクラブ   マージャン荘  
   
 

 

 80K パチンコホール 

 

   パチンコ，パチスロ，アレンジボール，じゃん球などを行うための施設を提供し，貸し球

又はコインを景品と交換する事業所をいう。 

 

○ パチンコホール   アレンジボール店   パチスロ店 
  パチンコ店   じゃん球店  
   
 

 

 80L ゲームセンター 

 

   主としてスロットマシン，テレビゲーム機などの遊戯を行うための施設を提供する事業所

をいう。 

 

○ ゲームセンター   スロットマシン場  
   
× パチンコホール（80K）             ビンゴゲーム場（80M） 

  パチスロ（スロット）店（80K）         射的場（80M） 

 

 

 80M その他の遊戯場 

 

   ビリヤード，囲碁，将棋，ビンゴ，射的など他に分類されない遊戯を行うための施設を提

供する事業所をいう。 

 

○ ビリヤード場 ○ 囲碁・将棋所 ○ その他の遊戯場 
   碁会所   ビンゴゲーム場 
   囲碁センター   射的場 
   将棋集会所    
   将棋センター  
   
× 囲碁連盟（939）       アレンジボール店（80K）   パチンコ店（80K） 

  将棋連盟（939）       ボウリング場（80E）     スロット店（80K） 

  スロットマシン場（80L）   ゴルフ練習場（80D）     バッティング練習場（80G）  

テニス練習場（80G）     卓球場（80A） 
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 80N カラオケボックス業 

 

   個室において，主としてカラオケを行うための施設を提供する事業所をいう。 

 

○ カラオケボックス業   
   
× スナックバー(766) 

 

 

 80P 他に分類されない娯楽業 

 

   ダンスホール，マリーナ業，遊漁船業，芸ぎ業を行う事業所及びプレイガイド，場外馬券・

車券の取次販売など他に分類されない娯楽に附帯するサービスを提供する事業所並びに釣堀

業など他に分類されない娯楽を提供する事業所をいう。 

   ダンスホールを賃貸する事業所も本分類に含まれる。 

 

○ ダンスホール ○ 芸ぎ業   競輪・競馬等予想業 
  ダンスホール賃貸業   置屋   演劇俳優あっせん業 
   検番   舞台照明業 
○ マリーナ業   三業組合   ゴルフ会員権買取販売業 
  ヨットハーバー   芸妓組合    （売買あっせんを含む） 
   
○ 遊漁船業 ○ 娯楽に附帯するサービス業 ○ 他に分類されない娯楽業 
  釣船業   プレイガイド   釣堀業 
  瀬渡船業   場外馬券売場   金魚すくい場 
  船宿（釣船業）   場外車券売場   ダイビングサービス業 
   
× ダンス教習所（82M）           待合（76D） 

  ダンス教室（82M）            映画出演者あっせん業（416） 

  芸能プロダクション（802）        映画・ビデオ照明業（416） 

  映画・演劇用諸道具賃貸業（70B）     湖沼遊覧船業（453） 

  ダイビングスクール（82L） 
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