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第３７類

建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検

・整備，船舶の建造，船舶の修理又は整備，航空機の修理

又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道車

両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，映画機械

器具の修理又は保守，光学機械器具の修理又は保守，写真

機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は保守，

火災報知機の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保

守，暖冷房装置の修理又は保守，バーナーの修理又は保守

，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保守，冷凍

機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保

守，電気通信機械器具の修理又は保守，土木機械器具の修

理又は保守，民生用電気機械器具の修理又は保守，照明用

器具の修理又は保守，配電用又は制御用の機械器具の修理

又は保守，発電機の修理又は保守，電動機の修理又は保守

，理化学機械器具の修理又は保守，測定機械器具の修理又

は保守，医療用機械器具の修理又は保守，銃砲の修理又は

保守，印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守，化学

機械器具の修理又は保守，ガラス器製造機械の修理又は保

守，漁業用機械器具の修理又は保守，金属加工機械器具の

修理又は保守，靴製造機械の修理又は保守，工業用炉の修

理又は保守，鉱山機械器具の修理又は保守，ゴム製品製造

機械器具の修理又は保守，集積回路製造装置の修理又は保

守，半導体製造装置の修理又は保守，食料加工用又は飲料

加工用の機械器具の修理又は保守，製材用・木工用又は合

板用の機械器具の修理又は保守，繊維機械器具の修理又は

保守，たばこ製造機械の修理又は保守，塗装機械器具の修

理又は保守，農業用機械器具の修理又は保守，パルプ製造

用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守，プラス

チック加工機械器具の修理又は保守，包装用機械器具の修

理又は保守，ミシンの修理又は保守，貯蔵槽類の修理又は

保守，ガソリンステーション用装置の修理又は保守，機械

式駐車装置の修理又は保守，自転車駐輪器具の修理又は保

守，業務用食器洗浄機の修理又は保守，業務用加熱調理機

械器具の修理又は保守，業務用電気洗濯機の修理又は保守

，乗物用洗浄機の修理又は保守，自動販売機の修理又は保

守，動力付床洗浄機の修理又は保守，遊園地用機械器具の

修理又は保守，美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又
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は保守，水質汚濁防止装置の修理又は保守，浄水装置の修

理又は保守，廃棄物圧縮装置の修理又は保守，廃棄物破砕

装置の修理又は保守，潜水用機械器具の修理又は保守，原

子力発電プラントの修理又は保守，化学プラントの修理又

は保守，家具の修理，傘の修理，楽器の修理又は保守，金

庫の修理又は保守，靴の修理，時計の修理又は保守，はさ

み研ぎ及びほうちょう研ぎ，錠前の取付け又は修理，ガス

湯沸かし器の修理又は保守，加熱器の修理又は保守，なべ

類の修理又は保守，看板の修理又は保守，かばん類又は袋

物の修理，身飾品の修理，おもちゃ又は人形の修理，運動

用具の修理，ビリヤード用具の修理，遊戯用器具の修理，

浴槽類の修理又は保守，洗浄機能付き便座の修理，釣り具

の修理，眼鏡の修理，毛皮製品の手入れ又は修理，洗濯，

被服のプレス，被服の修理，布団綿の打直し，畳類の修理

，煙突の清掃，建築物の外壁の清掃，窓の清掃，床敷物の

清掃，床磨き，し尿処理槽の清掃，浴槽又は浴槽がまの清

掃，道路の清掃，貯蔵槽類の清掃，電話機の消毒，有害動

物の防除（農業・園芸又は林業に関するものを除く。），

医療用機械器具の殺菌・滅菌，土木機械器具の貸与，床洗

浄機の貸与，モップの貸与，洗車機の貸与，電気洗濯機の

貸与，衣類乾燥機の貸与，衣類脱水機の貸与，鉱山機械器

具の貸与

建設工事 ３７Ａ０１

１ 建築一式工事 しゅんせつ工事 土木一式工事 舗装工事

２ 石工事 ガラス工事 鋼構造物工事 左官工事 大工工事 タイル・れんが又はブ

ロックの工事 建具工事 鉄筋工事 塗装工事 とび・土工又はコンクリートの工事

内装仕上工事 板金工事 防水工事 屋根工事

３ 管工事 機械器具設置工事 さく井工事 電気工事 電気通信工事 熱絶縁工事

建築工事に関する助言 ３７Ａ０２
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建築設備の運転・点検・整備 ３７Ａ０３

船舶の建造 船舶の修理又は整備 ３７Ｂ０１

航空機の修理又は整備 ３７Ｃ０１

自転車の修理 ３７Ｃ０２

自動車の修理又は整備 ３７Ｃ０３

鉄道車両の修理又は整備 ３７Ｃ０４

二輪自動車の修理又は整備 ３７Ｃ０５

映画機械器具の修理又は保守 光学機械器具の修理又は保守 写真機械器具の修理又

は保守 ３７Ｄ０１

１ 映画機械器具の修理又は保守

映写機の修理又は保守 オーバーヘッドプロジェクターの修理又は保守

２ 光学機械器具の修理又は保守

双眼鏡の修理

３ 写真機械器具の修理又は保守

カメラの修理 レンズの修理
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荷役機械器具の修理又は保守 ３７Ｄ０２

エレベーターの修理又は保守 コンベヤーの修理

火災報知機の修理又は保守 ３７Ｄ０３

事務用機械器具の修理又は保守 ３７Ｄ０４

暖冷房装置の修理又は保守 バーナーの修理又は保守 ボイラーの修理又は保守 ポ

ンプの修理又は保守 冷凍機械器具の修理又は保守 ３７Ｄ０５

電子応用機械器具の修理又は保守 ３７Ｄ０６

電子計算機の修理又は保守

電気通信機械器具の修理又は保守 （３７Ｄ０７・３７Ｄ０９・３７Ｄ１０）

電話機械器具の修理又は保守 ３７Ｄ０７

電話機の修理

ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理 ３７Ｄ０９

電気通信機械器具（電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。）

の修理又は保守 ３７Ｄ１０
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映像周波機械器具の修理又は保守 ファクシミリの修理

土木機械器具の修理又は保守 ３７Ｄ０８

民生用電気機械器具の修理又は保守 ３７Ｄ１１

照明用器具の修理又は保守 ３７Ｄ１２

配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守 発電機の修理又は保守 電動機の修理

又は保守 ３７Ｄ１３

理化学機械器具の修理又は保守 ３７Ｄ１４

測定機械器具の修理又は保守 ３７Ｄ１５

医療用機械器具の修理又は保守 ３７Ｄ１６

銃砲の修理又は保守 ３７Ｄ１７

印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守 ３７Ｄ１８
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化学機械器具の修理又は保守 ３７Ｄ１９

ガラス器製造機械の修理又は保守 ３７Ｄ２０

漁業用機械器具の修理又は保守 ３７Ｄ２１

金属加工機械器具の修理又は保守 ３７Ｄ２２

靴製造機械の修理又は保守 ３７Ｄ２３

工業用炉の修理又は保守 ３７Ｄ２４

鉱山機械器具の修理又は保守 ３７Ｄ２５

ゴム製品製造機械器具の修理又は保守 ３７Ｄ２６

集積回路製造装置の修理又は保守 半導体製造装置の修理又は保守 ３７Ｄ２７

食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守 ３７Ｄ２８
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製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守 ３７Ｄ２９

繊維機械器具の修理又は保守 ３７Ｄ３０

たばこ製造機械の修理又は保守 ３７Ｄ３１

塗装機械器具の修理又は保守 ３７Ｄ３２

農業用機械器具の修理又は保守 （３７Ｄ３３～３７Ｄ３６）

耕うん機械器具（手持ち工具に当たるものを除く。）の修理又は保守 栽培機械器具

の修理又は保守 収穫機械器具の修理又は保守 植物粗製繊維加工機械器具の修理又

は保守 飼料圧搾機の修理又は保守 飼料裁断機の修理又は保守 飼料配合機の修理

又は保守 飼料粉砕機の修理又は保守 ３７Ｄ３３

牛乳ろ過器の修理又は保守 搾乳機の修理又は保守 ３７Ｄ３４

育雛器の修理又は保守 ふ卵器の修理又は保守 ３７Ｄ３５
すう

蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守 ３７Ｄ３６
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パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守 ３７Ｄ３７

プラスチック加工機械器具の修理又は保守 ３７Ｄ３８

包装用機械器具の修理又は保守 ３７Ｄ３９

ミシンの修理又は保守 ３７Ｄ４０

貯蔵槽類の修理又は保守 ３７Ｄ４１

ガソリンステーション用装置の修理又は保守 ３７Ｄ４２

機械式駐車装置の修理又は保守 自転車駐輪器具の修理又は保守 ３７Ｄ４３

業務用食器洗浄機の修理又は保守 業務用加熱調理機械器具の修理又は保守 ３７Ｄ４４

業務用電気洗濯機の修理又は保守 ３７Ｄ４５

乗物用洗浄機の修理又は保守 ３７Ｄ４６
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自動販売機の修理又は保守 ３７Ｄ４７

動力付床洗浄機の修理又は保守 ３７Ｄ４８

遊園地用機械器具の修理又は保守 ３７Ｄ４９

美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守 ３７Ｄ５０

水質汚濁防止装置の修理又は保守 ３７Ｄ５１

浄水装置の修理又は保守 ３７Ｄ５２

廃棄物圧縮装置の修理又は保守 廃棄物破砕装置の修理又は保守 ３７Ｄ５３

潜水用機械器具の修理又は保守 ３７Ｄ５４

原子力発電プラントの修理又は保守 化学プラントの修理又は保守 ３７Ｄ５５

家具の修理 ３７Ｅ０１
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傘の修理 ３７Ｅ０２

楽器の修理又は保守 ３７Ｅ０３

金庫の修理又は保守 ３７Ｅ０４

靴の修理 ３７Ｅ０５

時計の修理又は保守 ３７Ｅ０６

はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ ３７Ｅ０７

錠前の取付け又は修理 ３７Ｅ０８

ガス湯沸かし器の修理又は保守 加熱器の修理又は保守 なべ類の修理又は保守

３７Ｅ０９

看板の修理又は保守 ３７Ｅ１０
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かばん類又は袋物の修理 ３７Ｅ１１

身飾品の修理 ３７Ｅ１２

おもちゃ又は人形の修理 ３７Ｅ１３

運動用具の修理 ３７Ｅ１４

ビリヤード用具の修理 遊戯用器具の修理 ３７Ｅ１５

浴槽類の修理又は保守 ３７Ｅ１６

洗浄機能付き便座の修理 ３７Ｅ１７

釣り具の修理 ３７Ｅ１８

眼鏡の修理 ３７Ｅ１９

毛皮製品の手入れ又は修理 ３７Ｆ０１



- 176 -

洗濯 被服のプレス ３７Ｆ０２

被服の修理 ３７Ｆ０３

布団綿の打直し ３７Ｆ０４

畳類の修理 ３７Ｆ０５

煙突の清掃 ３７Ｇ０１

建築物の外壁の清掃 窓の清掃 床敷物の清掃 床磨き ３７Ｇ０２

し尿処理槽の清掃 ３７Ｇ０３

浴槽又は浴槽がまの清掃 ３７Ｇ０４

道路の清掃 ３７Ｇ０５

貯蔵槽類の清掃 ３７Ｇ０７
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電話機の消毒 ３７Ｈ０１

有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関するものを除く。） ３７Ｈ０２

医療用機械器具の殺菌・滅菌 ３７Ｈ０３

土木機械器具の貸与 ３７Ｊ０１

床洗浄機の貸与 モップの貸与 ３７Ｊ０２

洗車機の貸与 ３７Ｊ０３

電気洗濯機の貸与 衣類乾燥機の貸与 衣類脱水機の貸与 ３７Ｊ０４

鉱山機械器具の貸与 ４２Ｘ１６


