
■定款に記載する目的の参考例 

※参考例であり、必ず使用できることを保証するものではありません。事前に管轄する登記所へ確認されるこ

とをお勧めします。 

---------------------------------- 

飲食店関連 

●飲食店業 

●喫茶、和洋食堂の経営及び仕出し弁当の製造、販売 

●飲食店の経営、企画及び経営のコンサルティング(P402) 

●タイ料理店の経営 

●中華料理店、レストランの経営、料理教室の経営及び外国語教室の経営 

●インターネットを利用できる喫茶室、飲食店の経営 

 

衣料品、食料品、飲料品、その他販売業 

●衣料用繊維製品、羽毛、紳士服、婦人服、子供服、肌着、身の回り品の輸出入並びに販売 

●紳士服・婦人服・子供服・スポーツ用衣類の企画・製造並びに輸出入販売 

●紳士服、婦人服、子供服等の各種衣料用繊維製品の企画、デザイン、製造、販売並びに輸出入業 

●食料品、食品添加物、飲料品の販売及び輸出入 

●食料品（魚介類、畜肉、野菜、果物、菓子、穀物、豆類、麺類並びにこれらの冷凍物、乾物、缶詰）、清涼飲料水、酒

類、油脂、茶、煙草、香辛料、飼料、肥料、水産加工物、山菜、その他調味料の輸出入並びに販売 

●一般食料品の製造及び販売 

●野菜、果物の販売、卸業及び輸出入業 

●自然農法による野菜果物等の生産及び販売 

●釣具、ヨット、サーフィン、潜水器材、キャンプ用品及びスポーツ用品の製造及び販売 

●運動着、スポーツ用品及びスポーツ器具の販売業務 

●衣料品、衣料雑貨品、日用雑貨品、アクセサリーの販売及び輸出入 

●ダルマの製造及び販売 

●木工民芸品、家具、彫刻品、竹細工品の製作及び販売 

●衣料品、日用品雑貨、洋品雑貨、民芸品、美術品、工芸品、インテリア小物の販売及び輸出入 

●絨毯、敷物、家具、刃物の輸出入並びに製造、販売 

●家庭用電化製品の販売 

●家庭用電化製品及びその部品の製造、販売、輸出入及び修理 

●厨房設備機器、冷暖房機器及びそれらの部品の製造、販売、修理及び輸出入 

●石油器具、計算機、通信器具、事務用機器、家庭電気機械及びこれらの機械部品の輸出入並びに販売 

●防犯・防災機器の輸出入及び販売 

●防犯、防火、防災及び安全に関する設備機器、システムの開発及び販売、輸出入、工事並びに保守 

●寝具、貴金属、宝石、家具、美術工芸品、室内装飾品、日用雑貨品の販売及び輸出入 

●縫製品の企画、製造、販売ならびに輸出入 

●ハンカチ、タオル等のギフト商品の製造、販売 



●服飾雑貨・装飾雑貨の企画、製造、販売ならびに輸出入 

●服飾品・装身具及びアクセサリーの企画、デザイン、製造、販売並びに輸出入業 

●靴及び履物の企画、デザイン、製造、販売並びに輸出入業 

●お香・薫陶器の販売 

●たばこ、喫煙具並びに酒類の販売 

●雑貨の販売及び輸出入 

●日用品雑貨の販売及び輸出入 

●衣料雑貨品、洋品雑貨、日用雑貨品の企画・デザイン・販売並びに輸出入業 

●服飾雑貨、日用品雑貨、衣料品の販売及び輸出入 

●日用雑貨、衣料雑貨、服飾雑貨、洋品雑貨、装飾雑貨等の販売、輸出入 

●文具、スポーツ用品、皮革製品、玩具、金物、陶磁器、貴金属、宝石、美術工芸品、骨董品、食器、寝具、日用雑貨品、

装身具、漢方薬、医療品の輸出入並びに販売 

●書籍、玩具、文具、事務用品、日用品雑貨、衣料雑貨、服飾雑貨、洋品雑貨、装飾雑貨、家庭用電気製品の販売 

●農水畜産物、果実、食料品、加工食品、飲料水、宝石、貴金属、装飾装身具、室内装飾品、装飾雑貨、家具、衣料用繊

維製品、衣料雑貨品、服飾雑貨品、皮革製品の販売及び輸出入 

 

インターネット関連 

●インターネットに関する総合コンサルティング業務 

●インターネットのホームページの企画立案、制作及び保守に関する業務 

●インターネットのホームページの企画制作並びに運営管理 

●ウェブサイトの企画、設計、開発、運営及び販売 

●インターネットのコンテンツの企画・制作・運営 

●デジタルコンテンツの企画、立案、制作、配信、販売 

●インターネットを利用した各種情報提供サービス 

●インターネット及びコンピュータ等の情報処理端末機器を利用した情報処理サービス業務、情報提供サービス業務 

●インターネット等のオンラインを利用した市場調査、宣伝及び広告等の受託 

●インターネット等のネットワークシステムを利用した通信販売業 

●インターネット等のネットワークを利用した商品の売買システムの設計、開発、運用、販売及び保守 

●インターネット等のネットワークシステムを利用した通信販売業及びインターネットオークションの企画、運営 

●インターネット上において、オークションのホームページの制作及び運営 

●インターネット上のショッピングモールの企画、開設、運用及びそれらのノウハウの提供 

●インターネットへの接続業務の受託 

●インターネットでのサーバの設置及びその管理業務 

●インターネット上名称ドメイン名の取得代行業務 

 

運転代行業 

●自動車の運転代行及び自動車管理業務 

 



演奏会等の企画及び出張サービス等 

●各種音楽活動の企画、演出及び実施 

 

オークション企画、運営業務 

●インターネット上において、オークションのホームページの制作及び運営 

●オークション会場の経営並びにオークションの運営 

 

貨物運送 

●一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業 

●引越作業の荷物の梱包、解梱及び入出荷業務の請負 

●一般貨物自動車運送事業及び貨物運送取扱事業の仲介 

●貨物利用運送事業法に基づく第一種利用運送事業及び第二種貨物利用運送事業 

●貨物利用運送事業法による利用運送事業及び運送取次業務 

 

化粧品、医薬品、健康食品、医療用機器の関連 

●医薬品、医薬部外品、健康食品、衛生用品、化粧品の販売及び輸出入 

●医療用具、医療用機器の販売、賃貸及びメンテナンス 

●健康食品の販売 

●医薬部外品及び化粧品の販売 

●溶解アセチレン、酸素、窒素、医療用酸素、医療用窒素、その他高圧ガス製造およびその販売 

●医療機器、介護用品のレンタル、リース及び販売 

 

建設業（総合） 

●建築工事、土木工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、

タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内

装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、建具工事、水道施設工事及び消防施設工事の請

負・施工・設計・工事監理及びそれらの仲介・斡旋 

 

広告業・出版物、制作関連 

●広告代理業又は広告業 

●広告、宣伝に関する企画並びに制作・販売 

●広告宣伝及び販売促進並びに印刷物に関する企画、制作、実施 

●出版業、印刷業及び広告宣伝代理業 

●各種広告・宣伝並びに販売促進に関する業務 

●企業の広告、宣伝などのマーケティングに関する企画、調査及びコンサルティング業務 

●広告宣伝業の仲介 

●コンピューターによる広告宣伝物、印刷物等の企画、デザイン並びに製作・販売 

●インターネット等のオンラインを利用した市場調査、宣伝及び広告等の受託 



●販売促進の企画、販売促進用各種物品の製作 

●広告の企画、制作、印刷業務及び同業務のための写真フィルム、用紙の製造販売 

●コンピューターシステムによる映像及び画像の企画、製作並びに販売 

●印刷物の企画、デザイン、編集、製作 

●出版業、印刷業及び広告宣伝代理業 

●グラフィックデザイン、コンピュータグラフィックの企画、立案、制作 

●イラストレーション、商業デザイン、グラフィックデザイン、パッケージデザイン及びクラフトデザインの企画、制作 

●写真、ビデオ等の映像の企画及び撮影並びに編集 

●各種の写真撮影・製版、印刷、製本加工 

●各種出版物の企画制作並びに販売 

●執筆業 

●書籍の企画、編集、出版、販売 

 

コンピュータシステム関連 

●コンピュータシステムの企画、開発、販売及び保守に関する業務 

●コンピュータシステム及びソフトウェアの企画、制作、開発、販売、賃貸借、保守及びコンサルティング 

●コンピュータシステム、通信システム、制御システムの機器・装置及び付属機器・周辺機器の設計、製造、販売、賃貸、

運用管理、導入設置、保守メンテナンスの業務 

●磁気カード及びＩＣカードを用いたパチンコ店の景品交換のコンピュータシステムの企画・開発・販売・リース並びに

保守に関する業務 

●電子商取引のためのハードウェア及び適用業務プログラムの設計、開発、製造、販売企画、販売、リース並びに保守業

務 

●情報処理システムの設計、開発、販売及びそれらのコンサルティング 

●データベースの企画、設計、開発、販売及び提供業務並びにデータベース構築のコンサルティング 

●コンピュータシステムを利用した情報ネットワークによる情報処理並びに情報提供業務 

●ネットワーク管理システムの開発、保守及びコンサルティング業 

●コンピュータのソフトウェアの立案・開発及び販売 

●コンピュータ・ソフトウェアの企画、開発、製造、販売、保守メンテナンス及びリース 

●コンピュータソフトウェアの企画・設計・開発及び販売、保守並びに顧客へのサポート業務 

●コンピュータ及び周辺機器に関するソフトウェア・ハードウェアの開発、制作、販売、賃貸、輸出入及び保守、管理業

務 

●コンピューター、コンピューター周辺機器、コンピューターソフトウェア、マニュアルの販売業務 

●各種コンパクトディスク、デジタルビデオディスクなどの映像・音声のソフトウェアの企画、開発制作及び販売 

●コンパクトディスク等による電子出版物の企画制作、販売パソコン販売 

●パソコン及びその部品、周辺機器の販売 

●パソコン、複写機等事務用機械器具の販売業務 

●パソコン、中古パソコン等事務用機械器具の販売、修理 

●コンピュータ及び周辺機器、コンピュータソフトウェア、通信機器、事務機器の販売並びに仲介 



●コンピューターのソフトウェアー・ハードウェアー・その周辺機器及び情報通信機器、事務用機器、機械工具、家庭用

電気製品、家庭用電気機械器具の販売、賃貸及び保守管理 

●コンピュータ及び周辺機器の制作、販売並びにコンピュータソフトウェアの開発、販売 

●コンピュータ及び関連機器の販売及び保守メンテナンス業務 

●コンピュータ並びにその関連機器の製造、販売及び輸出入 

●情報処理機器の製造及び販売 

●情報通信システムに係る機器、及び装置類の販売・レンタル 

●通信・情報処理機器の開発、製造および販売・輸出入 

●放送設備機器及びモニターテレビ、監視カメラ、小型カメラなど映像機器の企画、開発、販売、設計施工及び保守メン

テナンス 

 

海外研修生紹介業務 

●日本への研修生の受け入れに関する仲介業務 

●外国人研修生受入先の紹介及び手続の代行 

 

金券ショップ・チケットショップ 

●古物営業法による古物商 

●有料道路通行券、航空券、乗車券類の受託販売 

●切手、葉書、収入印紙の販売業 

●映画・コンサート・旅券等の各種チケットの売買に関する業務、並びにそれらに関するコンサルティング 

 

教育出版物関係 

●外国語教室の経営及び語学に関する教材の企画、製作、販売 

●英会話の為の教育ソフト、書籍、ビデオの企画、制作及び販売 

●パソコン・インターネット・通信衛星を利用して行う語学教室・学習塾の為の教育ソフト、書籍、ビデオの企画、制作

及び販売 

●書籍及び教育出版物の企画、制作、出版並びに販売 

●教育出版物・学習用教材の企画、編集、出版、作成、販売 

 

金融関係 

●金銭の貸付、債務の保証及び引き受け、各種債権の売買並びにその他の金融業 

 

クリーニング業 

●クリーニング業及びその商品の配送業 

 

警備業 

●警備業法で定義される警備業 

 



芸能プロダクション、モデルプロダクション関係 

●芸能プロダクション、モデルプロダクションの経営 

●芸能タレント・モデル・ダンサー・ヘアデザイナー・スタイリストのマネージメント業務 

 

語学教室・パソコン教室・各種資格取得講・カルチャースクール関連 

●各種資格取得講習会の主催及び通信教育事業 

●ホームヘルパー、介護福祉士、ケアマネージャー育成のための研修及び養成に関する事業 

●デザイン及び写真をはじめとする各種教室の企画、運営 

●木工教室、アウトドア教室、クラフト教室の経営 

●ダンス、体操等のスポーツ教室の経営 

●外国語教室及びパソコン教室の経営 

●英会話教室の経営 

●中華料理店、レストランの経営、料理教室の経営及び外国語教室の経営 

●パソコン教室の経営 

●パソコンスクール、カルチャー教室等の開設指導および経営 

●パソコン教室の運営並びにこれらに関するコンサルタント業務 

●パソコン教室、コンピューター技術教室をはじめとする各種教室の企画、運営 

●コンピュータに関する講演会及びセミナーの開催 

●生け花、香道等の日本伝統文化に関する講習会の企画・運営 

 

コンサルティング関係 

●経営コンサルタント業 

●企業の営業に関するコンサルティング 

●経営コンサルタント及び各種マーケティングリサーチ業務 

●物流事業に関する経営コンサルタント業 

●環境改善に関するコンサルティング業務 

●環境保全に関する調査及びコンサルタント業務 

●教育事業に関する企画、調査、運営、受託、並びに経営コンサルタント 

●医療機関・薬局・介護施設に対する経営コンサルティング業務 

●医療機関・薬局・介護施設の新規開業・出店に関する企画、立案、市場調査、情報提供サービス 

●国際標準化機構（ＩＳＯ）認証取得コンサルタント業 

●アスベスト除去に関するコンサルティング 

 

歯科技工所 

●歯科技工所の経営 

 

質屋 

●質屋営業法による質屋業 



 

自動車整備、新車・中古車販売 

●古物営業法による古物商 

●自動車整備事業 

●新車、中古車販売業 

●自動車・中古自動車等車両の販売、リース並びに輸出入業 

●中古自動車、中古自動二輪車、中古自転車、中古土木建設機械、中古農機具の販売及び輸出入 

●自動車、自動二輪車、自転車、土木建設機械、農機具の販売、輸出入、レンタル、リース及び整備 

●中古自動車の解体及び部品の販売 

●船舶、自動車、自転車及びこれらの部品の輸出入並びに販売 

●自動車、各種トラック、建設機械、工作機械、工具類の販売・賃貸及び輸出入 

●自動車用品・自動車用付属品の販売及び輸出入 

 

調剤薬局 

●薬局の経営、保険調剤業務、処方箋による医薬品の調剤及び販売 

●医療機関・薬局・介護施設に対する経営コンサルティング業務 

●医療機関・薬局・介護施設の新規開業・出店に関する企画、立案、市場調査、情報提供サービス 

 

人材育成関連 

●博物館・美術館・図書館等学術施設に勤務する人材の育成と研修事業 

●英語会話教室の講座担当講師の指導及び養成 

●コンピュータ操作員への教育、訓練、技術指導及び研修教材の販売 

 

電気工事業 

●電気工事、電気通信工事及び機械器具設置工事の設計、施工、工事監理並びに請負 

 

投資業務・株式の売買等 

●株式の保有、売買並びにその他の投資事業 

●有価証券の投資、売買、保有及び運用並びに投資コンサルティング 

 

動物駆除 

●市街地における有害鳥獣の駆除、清掃、消毒に関する事業 

●防鳥ネットの製造・販売及び取り付け工事 

●鳥獣類捕獲器の製造及び販売業 

 

塗装業 

●塗装業並びに塗料・塗装用品の販売 

●塗装工事の請負及び施工並びに工事監理 



 

土木工事 

●土木建築工事の企画、設計、施工及び監理 

 

廃品回収業・スクラップ回収 

●廃品回収業 

●鉄スクラップ、非鉄金属スクラップ、製紙原料古紙の輸出入並びに販売 

 

美容室等の経営 

●理美容院の経営 

●ビューティサロン、エステティックサロンの経営 

 

ビルメンテナンス業・清掃業 

●ビルメンテナンス業及びビルの管理業務に関するコンサルタント業務 

●建築物の清掃及び保守、管理 

 

不動産業 

●不動産の売買、仲介、斡旋、賃貸及び管理 

●不動産鑑定業及び不動産に関するコンサルティング 

●オフィスビル、マンション、アパート等不動産の管理、賃貸、売買、仲介並びにコ ン サ ル テ ィ ン グ  

 

風俗営業関係 

●風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく店舗型性風俗特殊営業及び無店舗型性風俗特殊営業の経営 

●ナイトクラブ、ラウンジ、パブ、スナック、バー、キャバレー、レストラン、喫茶店、カラオケボックス等飲食店の経

営・企画及び経営のコンサルティング 

●パチンコ遊技場、ゲームセンター、カラオケボックス等の娯楽施設の経営及びコンサルタント 

 

ペットショップ・ペット用品販売等 

●ペットショップの経営 

●ペットショップの経営並びにペット用品の企画、製作、販売、輸出入 

●ペット用品の開発・製作販売・輸入貿易 

●昆虫の飼育、販売業 

●昆虫の飼育・生態に関する調査研究並びに図書の出版 

 

保険代理店 

●損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業、生命保険の募集に関する業務及び締結の媒介に関する業

務 

 



翻訳・通訳 

●外国文書の翻訳、出版、通訳業務 

●外国語の翻訳並びに通訳業 

 

マッサージ・按摩・針灸業等 

●按摩、マッサージ、指圧、鍼、灸の施術所の経営 

●出張マッサージ業 

●リラクゼーションサロンの経営 

 

リサイクルショップ・古物商 

●リサイクルショップ店の経営 

●古物営業法による古物商 

●古物の仕入並びに販売 

●パチンコ景品の買取売却 

●金地金の売買、売買の媒介、取次ぎ及び代理並びに保管業務 

 

リフォーム・大工・内装工事・建築設計 

●建築工事及び設備工事の設計、施工、監理、保守、請負並びに建築資材の販売 

●住宅の増改築、建替え及び住宅リフォーム 

●住宅の増改築、建替え、リフォームおよび住宅のクリーニング業 

●住宅の増改築・リフォーム及び室内外装飾工事の設計、管理、施工並びにこれらの資材の販売、あっ旋 

●バリアフリー住宅及び一般住宅に係わるリフォーム並びにそれに関するコンサルタント業 

●建物、構築物の増改築、及びリフォーム 

●建築工事、大工工事、屋根工事、電気工事、管工事、ガラス工事、内装仕上工事、電気通信工事、建具工事の請負及び

施工並びに建築物の設計及び工事 

 

旅行業・旅館業 

●旅行業法に基づく旅行業及び旅行業者代理業 

●国内、海外旅行を対象とした旅行企画、旅行手配などの旅行業法に基づく旅行業者代理業 

●和風の生活が体験できる宿泊施設の経営 

●観光情報の提供及びツアーの企画・運営 

 

労働者派遣事業・請負・職業紹介等 

●労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業 

●商品の仕分、梱包及び発送業務の請負業務 

●土木、建築工事請負業 

●商品検査業、自動車・建設機械・家庭用電気機械・工作機械の部品の加工、物品の仕分け、梱包業、発送業務、解梱業、

生鮮食料品・惣菜の加工、プレス加工業の請負 



●情報処理、文書作成等の事務処理請負業 

●人事・庶務・総務・法務に関する事務の代行、並びにそれらに関するコンサルティング 

●コンピュータへのデータ入力業務及びファイリング業務、財務書類の作成、財務に関する調査及び立案、並びに会計事

務及び集金業務の代行 

●金銭精算事務及び集金代行業務 

●一般貨物自動車運送業における運搬作業の請負 

●ビルの総合清掃、警備の請負及びビルメンテナンス業 

●生鮮食料品、加工食料品、冷凍食料品、酒類、清涼飲料、服飾雑貨、履物類、日用品雑貨、スポーツ用品、玩具類、園

芸用品、植木、草花に関する販売業及び販売の請負 

●英語会話教室等における講師の受託 

●ベビーシッター業務の請負並びにベビーシッターの育成、研修 

●料理、買物、そうじ、洗濯等の家事一般代行及び請負 

●引越作業の荷物の梱包、解梱及び入出荷業務の請負 

●土地家屋調査士の委託による登記申請書、及びその添付書類のタイプ・ワープロ印書、謄写、印刷業務 

●職業安定法に基づく有料職業紹介事業 

 


