
和食 中華・中国 バイキング 弁当・宅配

■あなご ■広東料理 ■バイキング ■仕出し料理

■一品料理 ■餃子 ファストフード ■宅配ピザ

■うなぎ ■四川料理 ■ファストフード ■宅配弁当

■お好み焼き ■台湾料理 カフェ・喫茶店 ■弁当仕出し

■おでん ■中華料理 ■インターネットカフェ ■持ち帰りすし

■懐石料理 ■中国料理 ■カフェ ■持ち帰り弁当

■海鮮料理 ■点心 ■喫茶店 ■料理仕出し

■割ぽう料理 ■飲茶 ■紅茶専門店 ■その他弁当・宅配

■かに ■その他中華・中国 ■コーヒー専門店 バー

■釜めし アジア・エスニック ■古民家カフェ ■カフェバー

■からあげ ■インド料理 ■ジューススタンド ■ゴルフバー

■郷土料理 ■韓国料理 ■まんが喫茶 ■ジャズバー

■串揚げ・串かつ ■中南米料理 茶葉専門店 ■焼酎バー

■串焼 ■朝鮮料理 ■中国茶専門店 ■スペインバル

■小料理 ■東南アジア料理 ■日本茶専門店 ■スポーツバー

■しゃぶしゃぶ ■西アジア料理 ■その他茶葉専門店 ■ダーツバー

■食堂 ■南アジア料理 パン・サンドイッチ ■日本酒バー

■すき焼き ■その他アジア・エスニック ■サンドイッチ ■バー

■寿司 ラーメン・うどん・麺類 ■パン ■ビアバー

■すっぽん ■うどん ■フレンチトースト ■ワインバー

■創作料理 ■沖縄そば ■ベーグル 食品・食材

■そば ■葛切り ■ホットドック ■海藻

■たこ焼き ■素麺・ひやむぎ スイーツ ■加薬

■ちゃんこ料理 ■そば ■アイスクリーム・シャーベット ■乾物

■鉄板焼き ■担担麺 ■アップルパイ ■魚介

■天ぷら ■タンメン ■甘味処 ■果物

■豆腐料理 ■ちゃんぽん ■今川焼・たい焼 ■健康食品

■鳥料理 ■つけ麺 ■クッキー・ビスケット ■香料

■とんかつ ■パスタ ■クレープ ■コーヒー豆

■丼物 ■焼きそば ■ケーキ ■穀物・米

■鍋料理 ■ラーメン ■シュークリーム・エクレア ■酒

■日本料理 ■ワンタン麺 ■ゼリー ■自然食品

■もんじゃ焼き ■その他麺類 ■タルト ■食肉

■焼鳥 カレー ■チーズケーキ ■植物油

■料亭 ■インドカレー ■中華菓子 ■総菜

■ろばた焼 ■欧風カレー ■チョコレート ■卵

■その他和食 ■カレーハウス ■ドーナツ ■茶

洋食・西洋 ■スープカレー ■バウムクーヘン ■中華食材

■イタリア料理 ■タイカレー ■パンケーキ ■調味料・醤油

■欧風料理 ■その他カレー ■プディング ■漬物

■ステーキ 焼肉・ホルモン ■ホットケーキ ■豆腐

■スペイン料理 ■ジンギスカン ■ポップコーン ■動物油

■バル・バール ■ホルモン ■マカロン ■乳製品

■ハンバーガー ■焼肉 ■洋菓子 ■ハーブ

■ハンバーグ 居酒屋 ■ロールケーキ ■ミネラルウォーター

■ピザ ■居酒屋 ■和菓子 ■薬味

■ピザハウス ■洋風居酒屋 ■ワッフル ■野菜・山菜

■ビストロ ■和風居酒屋 ■その他スイーツ ■その他食品・食材

■フランス料理 レストラン 生産者ダイレクト.グルメ

■無国籍料理 ■オーベルジュ ■水産ダイレクト

■洋食 ■カジュアルレストラン ■畜産ダイレクト

■その他洋食・西洋 ■高級レストラン ■農産ダイレクト

■古民家レストラン ■その他生産者ダイレクト.グルメ

■テーマパークレストラン

■ビアガーデン

■ファミリーレストラン

■洋食レストラン

■レストラン

■和食レストラン

◆ 食べる ◆



住宅・不動産 インテリア・雑貨・日用品 自動車・バイク・自転車 シェア

■住宅展示場 ■網戸張替 ■オートバイ買取 ■カーシェア

■新築分譲住宅 ■椅子・ソファー張替 ■オートバイ修理 ■シェアオフィス

■新築分譲マンション ■印章店 ■オートバイ新車販売 ■シェア会議室

■不動産買取 ■オーダーカーテン販売 ■オートバイ中古販売 ■シェアサイクル

■不動産鑑定 ■オーダーカーペット販売 ■オートバイパーツ販売 ■シェアスペース

■不動産管理 ■オーダー家具店 ■オートバイ用品販売 ■シェア駐車場

■不動産賃貸 ■カーテン販売 ■教習所 ■シェアハウス

■不動産売却査定 ■カーペット販売 ■自転車買取 ■その他シェア

■不動産売買 ■家具修理 ■自転車修理 レンタル

■その他住宅・不動産 ■家具店 ■自転車新車販売 ■レンタカー

生活サービス ■壁紙張替 ■自転車中古販売 ■レンタルイベント用品

■一般廃棄物処理 ■壁紙販売 ■自転車パーツ販売 ■レンタルオフィス

■移動販売 ■ガラス修理 ■自転車用品販売 ■レンタル介護用品・福祉用具

■エアコンクリーニング ■キッチン用品・調理器具 ■自動車解体 ■レンタル楽器

■エクステリア・外構工事 ■雑貨店 ■自動車買取 ■レンタル機器

■エレベーター保守メンテ ■手芸用品店 ■自動車新車販売 ■レンタルサイクル

■害虫獣駆除 ■寝具店 ■自動車整備 ■レンタル寝具

■外壁・屋根塗装 ■造花・フェイクグリーン店 ■自動車中古販売 ■レンタルスタジオ

■鍵・スペアキー製作 ■畳・襖・障子張替 ■自動車パーツ販売 ■レンタルスペース

■家事代行サービス ■畳・襖・障子販売 ■自動車鈑金・塗装 ■レンタルスポーツ用品

■ガス修理 ■陶磁器店 ■自動車用品販売 ■レンタルベビー用品

■ガソリンスタンド ■100円ショップ ■車検サービス ■レンタル旅行用品

■看板ショップ ■フラワーショップ・園芸店 ■洗車場 ■その他レンタル

■給湯器修理 ■文房具・事務用品 ■タイヤ販売 コワーキング

■クリーニング ■その他インテリア・雑貨・日用品 ■ロードサービス・レッカー ■コワーキングスペース ※NEW

■警備会社 ベビー・マタニティ ■その他自動車・バイク・自転車 葬祭・仏壇

■ケーブルテレビ ■ベビー服店 駐車場・駐輪場・バイク置場 ■家族葬

■コインランドリー ■ベビー・幼児用玩具 ■時間貸し駐車場 ■葬祭業

■再生資源回収 ■ベビー用品 ■時間貸し駐輪場 ■仏壇・仏具

■質店 ■マタニティ・授乳服店 ■時間貸しバイク置場 ■墓石

■しみ抜き ■マタニティ用品 ■月極駐車場 ■霊園

■写真撮影・写真館 家電・携帯電話 ■月極駐輪場 ■その他葬祭・仏壇

■シャッター修理 ■家電修理 ■月極バイク置場 組合・団体

■樹木伐採・剪定 ■家電量販店 運送・宅配 ■NPO

■浄化槽管理・清掃 ■携帯電話 ■運送 ■劇団

■浄水器販売 ■タブレット・パソコン販売店 ■宅配便 ■商店街の会

■新聞販売 ■電器店 ■バイク便 ■ボランティア団体

■水道修理 リサイクル・ディスカウントショップ ■ピアノ運送 ■まちづくりの会

■宅配サービス ※NEW ■金券ショップ ■引越運送 ■その他組合・団体

■電気修理 ■ディスカウントショップ ■郵便 公共機関

■電波障害修理 ■リサイクルショップ ■その他運送・宅配 ■官公署

■灯油配達 通信販売 交通 ■警察機関

■トランクルーム ■カタログ販売 ■運転代行サービス ■市区町村機関

■荷物預かりサービス ■通信販売 ■航空会社 ■消防機関

■排水管つまり清掃 ■テレビショッピング ■タクシー ■税務署

■ハウスクリーニング ■ラジオショッピング ■駐車場 ■都道府県機関

■花環・装飾 コンビニ・デパート ■鉄道・駅 ■保健所

■ピアノ調律 ■アウトレットショップ ■バス・高速バス ■その他公共機関

■ふとん丸洗いサービス ■コンビニエンスストア ■旅客船・遊覧船

■不要品回収 ■商店街 ■その他交通

■ブランド・貴金属買取 ■ショッピングセンター

■便利屋 ■スーパーマーケット

■防犯グッズ ■デパート・百貨店

■ポータルサイト ■ホームセンター

■補聴器販売店

■リノベーション工事

■リフォーム工事

■リペア工事

■その他生活サービス

◆ 暮らし ◆



法人サービス 専門職・弁護士・司法書士 クリエイター.2 製造・加工・機械器具

■イベント企画制作 ■業種コンサルタント ■その他クリエイター ■衣料関連

■エレベーター・エスカレーター ■行政書士 職人 ■化学・ゴム・プラスチック製品

■貸会議室 ■業務コンサルタント ■漆職人 ■金型

■貸看板 ■経営コンサルタント ■家具木工職人 ■金属切削加工

■貸倉庫・工場 ■建築検査 ■飾り職人 ■金属プレス・板金

■貸店舗・事務所 ■建築設計士 ■硝子職人 ■建築金物

■カスタマーサービス ■講師 ■経師屋職人 ■工作機械器具・一般機械器具

■研究所 ■公証人 ■左官職人 ■食料品

■写真・デザイン・装飾・録音 ■公認会計士 ■指物職人 ■生活雑貨・日用品

■修理・整備業 ■司法書士 ■大工職人 ■鉄鋼製品

■清掃・廃棄物処理業 ■社会保険労務士 ■畳職人 ■電気機器・事務機器

■宣伝・広告業 ■信用調査・探偵 ■建具職人 ■非鉄金属製品

■電話代行 ■税理士 ■箪笥職人 ■服飾雑貨・趣味

■バナー広告製作 ■調査・コンサルタント業 ■塗装職人 ■木製品・紙・パルプ製品

■ビジネスパートナー募集 ■土地家屋調査士 ■鳶職人 ■民芸・工芸品

■ビルクリーニング ■ファイナンシャルプランナー ■庭師職人 ■輸送機械器具

■ビルメンテナンス ■弁護士 ■蒔絵職人 ■窯業

■文化・芸能 ■弁理士 ■螺鈿職人 ■その他製造・加工・機械器具

■翻訳・通訳 ■その他専門職・士業 ■その他職人 金融・保険・保証

■窓ガラスクリーニング クリエイター.1 設備・建設・工事 ■貸金業

■モデルエージェンシー ■アナウンサー・レポーター ■エクステリア工事 ■共済

■レンタル・リース業 ■イラストレーター ■ガス工事 ■銀行

■その他法人サービス ■インスタグラマー ■壁紙工事 ■ゴルフ会員権

出版・印刷 ■インテリアコーディネーター ■ガラス工事 ■証券業

■印刷業 ■WEBデザイナー ■空調設備工事 ■信用金庫

■カタログ・パンフレット印刷 ■WEBプログラマー ■建築工事 ■信用組合

■グラフィックデザイン ■画家 ■工務店 ■保険業

■シール印刷 ■華道家 ■左官工事 ■保証業

■出版業 ■カメラマン ■消防施設工事 ■労働金庫

■スクリーン印刷 ■記者 ■水道工事 ■その他金融・保険・保証

■チラシ印刷 ■グラフィックデザイナー ■造園工事 フランチャイズ本部

■名刺印刷 ■芸術家 ■大工工事 ■フランチャイズ小売業

人材派遣・求人 ■ゲームクリエイター ■タイル工事 ■フランチャイズサービス業

■家政婦紹介 ■建築家 ■畳・襖・障子新調 ■フランチャイズ支援ビジネス

■看護師紹介 ■工芸手 ■建具工事 ■フランチャイズフードサービス業

■求人関連サービス ■作家・ライター ■注文住宅建築 ■その他フランチャイズ本部

■コンパニオン派遣 ■茶道家 ■電気工事 オーナーダイレクト

■人材紹介 ■ジュエリーデザイナー ■塗装工事 ■貸し看板所有者ダイレクト

■人材派遣 ■小説家 ■土木工事 ■賃貸物件所有者ダイレクト

IT・情報通信 ■書道家 ■生コン・コンクリート販売 ■不動産売主ダイレクト

■アプリ開発 ■彫刻家 ■板金工事 ■その他オーナーダイレクト

■暗号通貨サポート ■著作家 ■フローリング工事 生産者ダイレクト.グルメ以外

■インターネット関連サービス ■デザイナー ■防水工事 ■アパレルダイレクト

■ウェブ制作 ■陶芸家 ■舗装工事 ■家具工場ダイレクト

■映像ソフト制作 ■パタンナー ■屋根工事 ■テキスタイルダイレクト

■情報システム開発 ■パティシエ ■その他設備・建設・工事 ■林業家ダイレクト

■情報処理サービス ■版画家 商社・卸売 ■その他生産者ダイレクト.グルメ以外

■情報提供サービス ■ファッションデザイナー ■医療関連

■ソフトウェア開発 ■舞踊家・ダンサー ■カー用品

■データ復旧 ■フラワーコーディネーター ■商社・貿易

■パソコン修理サービス ■ブロガー ■食料品・飲料品

■プログラム開発 ■マジシャン ■スポーツ用品関連

■その他IT・情報通信 ■漫画家 ■生活雑貨・日用品

■ミュージシャン ■電気・事務・設備機器

■モデル ■その他商社・卸売

■役者・俳優

■ユーチューバー

■料理家

■レーサー

◆ お仕事 ◆



スポーツ エンタメ・イベント施設 旅行サービス

■アウトドアショップ ■フリーマーケット ※NEW ■観光案内

■ゴルフ場 ■ボート・ヨット ■ドライブイン

■ゴルフショップ ■ホール・会館 ■パーキングエリア

■ゴルフ練習場 ■マルシェ ※NEW ■道の駅

■サーフショップ ■屋形船 ■旅行代理店

■サッカー場 ■遊園地・テーマパーク ■その他旅行サービス

■サッカーショップ ■ライブハウス ホテル・旅館

■スキー場 ■その他エンタメ・イベント施設 ■温泉旅館

■スキー・スノーボードショップ 趣味・コレクション ■貸別荘

■スノーボード場 ■アンティーク・ヴィンテージ家具店 ■簡易宿泊所

■ダイビングショップ ■アンティーク・ヴィンテージ雑貨店 ■ゲストハウス

■釣具・釣餌店 ■楽器店 ■公共の宿

■テニスコート ■カメラ店 ■ビジネスホテル

■テニスショップ ■玩具店 ■ペット可ホテル

■バッティングセンター ■切手・コイン売買 ■ペンション

■フットサルコート ■ゲーム販売店 ■ホステル

■武道具 ■ゲーム買取店 ■ホテル

■ボウリング場 ■工芸品店 ■保養所

■モータースポーツ ■書画・骨とう品商 ■民宿

■野球場 ■書店・古本屋 ■民泊

■その他スポーツ施設 ■トレーディングカード販売店 ■旅館

■その他スポーツ用品 ■トレーディングカード買取店 銭湯・浴場

エンタメ・イベント施設 ■人形店 ■温泉浴場

■アウトドア施設 ■ハンドメイド雑貨店 ■岩盤浴

■イベントプロダクション ■模型店 ■健康ランド

■運動会企画・運営 ■レコード・CD・DVDショップ ■サウナ

■映画館 ■その他趣味・コレクション ■スーパー銭湯

■会場設営 体験・見学 ■銭湯

■海水浴場・遊泳場 ■漁業体験 ■露店風呂

■科学館 ■工場見学 ■その他浴場

■カラオケボックス ■自然体験 ペット

■ガレージセール ※NEW ■社会見学 ■小鳥店

■画廊 ■収穫体験 ■動物病院・獣医師

■観光農園 ■職業体験 ■熱帯魚店

■ギャラリー ■スポーツ体験 ■ペットサロン・トリミング

■キャンプ場 ■伝統文化体験 ■ペットしつけ

■グランピング ■フルーツ狩り ■ペットショップ

■クルージング ■ものづくり体験 ■ペット葬儀・ペット霊園

■ゲームセンター ■酪農体験 ■ペットホームケア

■公園 ■料理体験 ■ペットホテル

■コミュニティーセンター ウェディング ■ペット用品

■コンサートホール ■結婚専門式場 ■その他ペット

■植物園 ■結婚相談所

■乗馬クラブ ■神社・仏閣結婚式

■水族館 ■船上ウェディング

■ダーツ ■チャペルウェディング

■釣堀・釣船 ■パーティスペースウェディング

■動物園 ■ハウスウェディング

■パーティー請負 ■ブライダルプロデュース

■パーティースペース・宴会場 ■ホテルウェディング

■バーベキュー場 ■レストランウェディング

■博物館 ■その他ウェディング

■バザー

■美術館

■ビリヤード場

■プール

◆ 楽しむ ◆



習い事.1 習い事.2 セミナー

■合気道教室 ■パーソナルトレーニングジム ■家庭セミナー

■アイススケート教室 ■ハーバリウム教室 ■芸術セミナー

■編み物教室 ■バイクスクール ■社会セミナー

■囲碁・将棋教室 ■バスケットボールスクール ■情報技術セミナー

■インテリアコーディネーター教室 ■パソコン教室 ■スポーツセミナー

■ウォーキング教室 ■バレエスクール ■政治経済セミナー

■占い教室 ■ビジネススクール ■ビジネスセミナー

■英語以外の外国語スクール ■フィットネスクラブ ■マネーセミナー

■英語スクール ■フラワーデザイン教室 ■その他セミナー

■エクササイズ ■ベースボールクラブ 研修

■音楽教室 ■ボイストレーニング教室 ■研修所

■絵画教室 ■ポーセラーツ教室 ■CSR研修

■華道教室 ■ボクシングジム ■職能開発研修

■ガラス工芸教室 ■マリンスポーツ ■組織開発研修

■空手教室 ■模型教室 ■ビジネススキル研修

■カルチャーセンター ■ヨガ教室 ■その他研修

■キックボクシングジム ■ラグビースクール 保育園・幼稚園・育児

■着付教室 ■陸上クラブ ■学童保育所

■クッキングスクール ■レーシングカートスクール ■児童館

■クリケットスクール ■ワークショップ ■児童福祉施設

■剣道教室 ■その他習い事 ■託児所

■ゴルフスクール ■認定こども園

■ゴルフティーチングプロ ■ベビーシッター

■サッカー教室 ■保育園

■茶道教室 ■幼児教材

■写真・カメラ教室 ■幼児教室

■柔道教室 ■幼稚園

■乗馬クラブ ■その他育児

■書道教室 学校・塾・予備校

■スイミングスクール ■学習塾

■スカイダイビングスクール ■家庭教師

■スキー教室 ■高等学校

■スポーツクライミングスクール ■高等専門学校

■セキュリティ教育 ■サポート校

■そろばん教室 ■小学校

■体操教室 ■進学塾

■ダイビングスクール ■専修学校・専門学校

■卓球教室 ■大学

■ダンス・舞踊教室 ■大学院

■通信教育 ■短期大学

■釣り教室 ■中学校

■テーブルマナー ■通信制高等学校

■テニススクール ■通信制大学

■陶芸教室 ■通信制中学校

■トランポリン教室 ■定時制高等学校

■トレーニングジム ■特別支援学校

■ビジネススクール

■フリースクール

■夜間大学

■夜間中学校

■予備校

■その他学校・塾・予備校

◆ 学ぶ ◆



病院・診療所 整体等各種療術 美容・サロン・コスメ ファッション・アクセサリー.2

■アレルギー科 ■カイロプラクティック ■アイラッシュサロン ■宝石・貴金属店

■胃腸科 ■視力回復センター ■アロマテラピーサロン ■宝石・貴金属リフォーム店

■眼科 ■鍼灸院 ■育毛サロン ■眼鏡店

■気管食道科 ■心理カウンセリング ■エステティックサロン ■洋服店

■矯正歯科 ■心理療法 ■着付けサロン ■洋服直しリフォーム店

■胸部外科 ■精神療法 ■化粧品販売 ■和装小物店

■形成外科 ■整体院 ■健康機器販売 ■その他ファッション

■外科 ■接骨・整骨院 ■シェービングサロン

■血液内科 ■その他整体等各種療術 ■タイ古式マッサージサロン

■肛門科 介護・福祉 ■脱毛サロン

■呼吸器科 ■介護付有料老人ホーム ■ネイルサロン

■呼吸器外科 ■介護療養型医療施設 ■日焼けサロン

■産科 ■介護老人保健施設 ■ビューティーアドバイザー

■産婦人科 ■グループホーム ■美容室・美容院

■歯科 ■ケアハウス ■フェイシャルエステティックサロン

■歯科口腔外科 ■健康型有料老人ホーム ■フットケアサロン

■耳鼻咽喉科 ■サービス付き高齢者向け住宅 ■プロポーションメーキング

■循環器科 ■在宅介護サービス ■ヘアセットサロン

■消化器科 ■住宅型有料老人ホーム ■ヘアデザイナー

■消化器外科 ■特別養護老人ホーム ■ホワイトニング

■小児科 ■訪問介護 ■マッサージサロン

■小児外科 ■養護老人ホーム ■メイクサロン

■小児歯科 ■老人介護支援センター ■毛髪サロン

■神経科 ■老人短期入所施設 ■よもぎ蒸しサロン

■神経内科 ■老人デイサービスセンター ■リフレクソロジーサロン

■人工透析科 ■老人福祉センター ■理容室・理髪店

■心臓血管外科 ■その他介護・福祉 ■リラクゼーションサロン

■腎臓内科 薬・薬局・ドラックストア ■その他美容・サロン・コスメ

■心療内科 ■医療用品店 ファッション・アクセサリー.1

■整形外科 ■家庭用医療機器店 ■アクセサリー店

■精神科 ■漢方薬・薬草店 ■衣料品店

■性病科 ■ドラッグストア ■オーダーメイドジュエリー

■総合病院 ■配置薬販売 ■オーダーメイドシューズ

■大学病院 ■薬局 ■オーダーメイド服

■内科 ■その他薬・薬局 ■学生服・制服店

■内視鏡科 ■貸衣装店

■内分泌科 ■かばん修理店

■人間ドック施設 ■かばん・ハンドバック店

■脳神経外科 ■貴金属店

■泌尿器科 ■着付店

■皮膚科 ■靴下店

■美容外科 ■靴修理店

■腹部外科 ■靴店

■婦人科 ■毛皮店

■放射線科 ■子ども服店

■麻酔科 ■呉服店

■リウマチ科 ■コンタクトレンズ店

■リハビリテーション科 ■作業服店

■その他病院・診療所 ■ジーンズショップ

■下着・ランジェリーショップ

■紳士服店

■真珠店

■時計修理店

■時計店

■履物店

■婦人服店

■古着店

◆ 美容・ファッション ◆◆ 健康・医療 ◆




