
類似商品・役務審査基準　第36類

第３６類 CLASS 36

３６Ａ０１

内国為替取引 domestic exchange settlement

有価証券の貸付け securities lending

両替 N exchanging money 360019

【商品・サービス国際分類表〔第１２－２０２３版〕　類別表（注釈付き）】

金融・財務及び銀行サービス；

保険サービス；

不動産業務．

注釈

第36類には、主として、銀行業務及びその他の金融又は財務取引、財務評価、並びに保険及び不動産活動を含む。

この類には、特に、次のサービスを含む：

金融又は財務取引及び支払の代行サービス、例えば、両替、電子的な資金の振替、クレジットカード及びデビットカード利

用者に代わってする支払代金の決済、旅行者用小切手の発行；

財務管理、金融又は財務に関する調査；

金融評価、例えば、宝石、美術品の評価、建物又は土地の鑑定評価、修繕額の査定；

小切手の検証；

資金の貸付け及び信用貸しサービス、例えば、資金の貸付け、クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算、分

割払い購入資金の貸付け又は賃借り満期購入方式の金融；

インターネットを介して行う事業プロジェクトの資金調達を目的とする出資・融資の募集・仲介・取次（クラウドファン

ディング）；

有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり；

財政保証；

土地・建物の売買又は貸借の代理又は媒介、土地・建物の管理、アパートの貸与、賃貸料の徴収の代行；

保険の引受け、保険数理；

仲介サービス、例えば、有価証券の売買の媒介・取次ぎ又は代理、保険契約の締結の仲介、建物・土地の売買又は貸借の代

理又は媒介、カーボンクレジットに関する取引の代理又は媒介、質屋による資金の貸付．

この類には、特に、次のサービスを含まない：

商取引及び財務記録に関する管理サービス、例えば、簿記、財務書類の作成、会計監査及び業務監査並びに財務会計監査、

事業の評価、税務書類の作成及び納税申告に関する役務の提供（第35類）；

スポンサー探し、スポーツイベントの後援を通じて行う商品及び役務の販売促進・提供促進のための企画及びその実行の代

理（第35類）；

現金自動預払機への現金補充（第39類）；

貨物の輸送の媒介又は取次ぎ、輸送の媒介又は取次ぎ（第39類）；

羊毛及び立木の品質評価（第42類）．

loans [financing] and
discount of bills

資金の貸付け及び手形の割引

acceptance of deposits
[including substitute bond
issuance] and acceptance of
fixed interval installment
deposits

預金の受入れ（債券の発行により代える場
合を含む。）及び定期積金の受入れ

safekeeping of valuables
including securities and
precious metals [safe deposit
services]

有価証券・貴金属その他の物品の保護預か
り

acquisition and transfer of
monetary claims

金銭債権の取得及び譲渡

liability guarantee and
acceptance of bills

債務の保証及び手形の引受け
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第36類　類似商品・役務審査基準

外国為替取引 foreign exchange transactions

信用購入あっせん brokerage of credit purchase

暗号資産の管理 management of crypto assets

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

360129

360124

オンラインによる銀行業務 online banking 360072

360117

貴重品の保護預かり deposits of valuables 360066

銀行業務 banking 360013

360068

360056

360112

小切手の検証 check verification 360053

小切手の検証 cheque verification 360053

360009

360073

債務の保証 surety services 360018

資金の貸付け financing services 360029

資金の貸付け loans [financing] 360024

質屋による資金の貸付 pawnbrokerage 360031

信託の引受け fiduciary 360028

信託の引受け trusteeship 360028

退職金の支払の代行 retirement payment services 360070

担保付資金の貸付け lending against security 360108

賃借り満期購入方式の金融 lease-purchase financing 360042

手形交換 clearing, financial 360021

手形交換 clearing-houses, financial 360021

business liquidation
services, financial

財産の整理又は清算の代理（財
務に限る。）

debt collection agency
services

債権の回収の代行

providing rebates at
participating establishments
of others through use of a
membership card

会員カードの利用を通じた他の
加盟店での割戻し手続の代行

electronic transfer of crypto
assets

暗号資産の電子的な資金の振替

financial exchange of crypto
assets

暗号資産の交換

arranging finance for
construction projects

建設プロジェクトのための資金
の貸付けの手配

processing of credit card
payments

クレジットカード利用者に代
わってする支払代金の清算

issuance of credit cardsクレジットカード利用者に代
わってする支払代金の清算

agencies for bond
subscriptions

債券の募集の受託

trusteeship of money,
securities, monetary claims,
personal property, land,
rights on land fixtures,
surface rights or lease on
land

金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若
しくはその定着物又は地上権若しくは土地
の賃借権の信託の引受け

trusteeship of financial
futures contracts

金融先物取引の受託

intermediary, brokerage or
agency services for purchase
and sale of a crypto asset or
exchange with another crypto
asset

暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
の媒介・取次ぎ又は代理

purchase and sale of a crypto
asset or exchange with
another crypto asset

暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換

letter-of-Credit related
services

信用状に関する業務
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360057

電子的な資金の振替 electronic funds transfer 360058

土地・建物担保付資金の貸付 mortgage banking 360040

ファクタリング factoring 360027

360130

分割払い購入資金の貸付け hire-purchase financing 360042

分割払い購入資金の貸付け instalment loans 360002

保釈金の保証 bail-bonding 360118

360132

360022

預金の受入れ savings bank services 360041

旅行者用小切手の発行 issuance of travelers' checks 360020

360020

前払式支払手段の発行 N issuance of tokens of value ３６Ａ０２ 360065

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

商品券の発行 issuance of gift certificates 360131

３６Ａ０３

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

賃貸料の徴収の代行 rent collection 360063

３６Ｂ０１

有価証券オプション取引 trading of securities options

agencies for brokerage of
entrusting agents with on-
commission trading in
domestic markets of
securities, securities index
futures and securities
options

有価証券市場における有価証券の売買取
引・有価証券指数等先物取引及び有価証券
オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は
代理

agencies for brokerage of
securities, securities index
futures, securities options,
and overseas market
securities futures

有価証券の売買・有価証券指数等先物取
引・有価証券オプション取引及び外国市場
証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理

consigned collection of
payment for goods

商品代金の徴収の代行

agencies for collecting gas
or electric power utility
payments

ガス料金又は電気料金の徴収の代行

issuance of travellers'
cheques

旅行者用小切手の発行

trading of overseas market
securities futures

外国市場証券先物取引

trading of securities index
futures

有価証券指数等先物取引

buying and selling of
securities

有価証券の売買

processing of debit card
payments

デビットカード利用者に代わっ
てする支払代金の決済

safe deposit services有価証券・貴金属その他の物品
の保護預かり

mobile banking servicesモバイルバンキング（携帯情報
端末による銀行業務）

electronic funds transfer
provided via blockchain
technology

ブロックチェーン技術を介して
提供される電子的資金の振替
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第36類　類似商品・役務審査基準

有価証券の引受け securities underwriting

有価証券の売出し securities offering

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

360116

株式市況に関する情報の提供 stock exchange quotations 360067

360110

投資 capital investment 360017

投資 investment of funds 360115

360043

３６Ｂ０２

生命保険契約の締結の媒介 life insurance brokerage ３６Ｃ０１

生命保険の引受け N life insurance underwriting 360044

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

医療保険の引受け health insurance underwriting 360038

海上保険の引受け marine insurance underwriting 360039

火災保険の引受け fire insurance underwriting 360034

360103

insurance premium rate
computing

保険料率の算出

non-life insurance
underwriting

損害保険の引受け

claim adjustment for non-life
insurance

損害保険に係る損害の査定

repair costs evaluation
[financial appraisal]

修繕額の査定（保険支払に関す
るもの）

stock brokerage services株式の売買の媒介・取次ぎ又は
代理

stocks and bonds brokerage株式及び債券の売買の媒介・取
次ぎ又は代理

providing stock market
information

株式市況に関する情報の提供

agencies for non-life
insurance

損害保険契約の締結の代理

agencies for commodity
futures trading

商品市場における先物取引の受託

securities brokerage有価証券の売買の媒介・取次ぎ
又は代理

agencies for brokerage of
entrusting agents with on-
commission trading in
overseas markets of
securities and securities
index futures

外国有価証券市場における有価証券の売買
取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒
介・取次ぎ又は代理

brokerage services relating
to securities subscription or
offering

有価証券の募集又は売出しの取扱い

brokerage for securities
liquidation

有価証券等清算取次ぎ

agencies for brokerage of
forward agreement of
securities, for forward
agreement of securities index
futures, for forward
agreement of securities
options, spot and forward
transaction of securities
index futures

有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先
渡取引・有価証券店頭オプション取引若し
くは有価証券店頭指数等スワップ取引又は
これらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理
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360001

保険契約の締結の仲介 insurance brokerage 360010

360060

保険数理 actuarial services 360003

保険に関する助言 insurance consultancy 360055

保険の引受け insurance underwriting 360012

建物の管理 management of buildings ３６Ｄ０１

(注)

建物又は土地の鑑定評価 N real estate appraisal 360014

土地の管理 land management

土地の貸与 leasing of land

土地の売買 (注) purchase and sale of land

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

アパートの管理 apartment house management 360033

アパートの貸与 rental of apartments 360035

360045

360119

360069

360105

360105

360008

土地・建物の管理 real estate management 360032

土地・建物の貸与 rental of real estate 360004

360007

農場の貸与 rental of farms 360036

不動産業務 real estate services 360123

real estate agency services土地・建物の売買又は貸借の代
理又は媒介

real estate brokerage建物・土地の売買又は貸借の代
理又は媒介

rental of offices for co-
working

コワーキング用事務所の貸与

accommodation bureau services
[apartments]

アパートの貸与の媒介又は取次
ぎ

real estate agency services
for the purchase or sales of
land

土地の売買の代理又は媒介

financial valuation of
standing timber

立木の金銭的評価

financial evaluation of
standing timber

立木の金銭的評価

rental of offices [real
estate]

事務所の貸与

purchase and sale of
buildings

建物の売買

leasing or renting of
buildings

建物の貸与

agency services for the
leasing or rental of
buildings

建物の貸借の代理又は媒介

agency services for the
leasing or rental of land

土地の貸借の代理又は媒介

providing information on
buildings or land [real
estate affairs]

建物又は土地の情報の提供

real estate agency services
for the purchase or sales of
buildings

建物の売買の代理又は媒介

providing insurance
information

保険情報の提供

accident insurance
underwriting

傷害保険の引き受け
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骨董
とう

品の評価 N antique appraisal ３６Ｆ０１ 360051

美術品の評価 N art appraisal 360052

宝玉の評価 precious stone appraisal

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

切手の評価 stamp appraisal 360064

古銭の評価 numismatic appraisal 360062

宝石の評価 jewellery appraisal 360061

宝石の評価 jewelry appraisal 360061

羊毛の金銭的評価 financial evaluation of wool 360107

羊毛の金銭的評価 financial valuation of wool 360107

中古自動車の評価 used automobiles appraisal ３６Ｆ０２

３６Ｈ０１

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

360006

３６Ｊ０１

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

課税額の査定 fiscal valuation 360025

360011

慈善のための募金 N charitable fund raising ３６Ｋ０１ 360015

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

360023

３６Ｍ０１

現金支払機の貸与 rental of cash dispensers

rental of paper money and
coin counting or processing
machines

紙幣・硬貨計算機の貸与

organization of monetary
collections

募金

financial customs brokerage
services

関税に関する手続きの代行

rental of automated-teller
machines

現金自動預け払い機の貸与

financial assessment of
company credit

企業の信用に関する調査

tax payment processing
services

税務代理

advisory services relating to
tax planning

税務相談

credit bureau services金融に関する個人信用情報の提
供
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［参考］第36類のその他のアルファベット順一覧表掲載の表示

36A01 36B01 360127

36A01 36B01 360016

36A01 36B01 360125

36A01 36B01 360109
36C01

36A01 36B01 360005
36C01 36D01

36A01 36B01 360026
36C01 36D01 

36H01

36A01 36B01 360120
36D01 36F01

36A01 36B01 360120
36D01 36F01

36A01 36B01 360113
36D01 36H01

36A01 36B01 360046
36D01 36H01

36A01 36B01 360059
36D01 36H01

36A01 36B01 360054
36D01 36H01

36A01 36B01 360122
36D01 36H01

36A01 36B01 360126
36D01 36H01

36A01 36B01 360030
36D01 36H01

36A01 36B01 360111
36D01 36H01

36A01 36B01 360121
36D01 36H01

36A01 36B01 360134
36D01 36H01 

36J01

# 36B01 36Z99 360104brokerage of carbon creditsカーボンクレジットに関する取
引の代理又は媒介

financial advice relating to
tax

税金に関する金融又は財務に関
する助言

financial evaluation of
development costs relating to
the oil, gas and mining
industries

石油・ガス・鉱業に関する開発
コストの財務評価

debt advisory services債務に関する指導及び助言

financial management

providing financial
information

金融又は財務に関する情報の提
供

financial analysis金融・財務分析

providing financial
information via a website

ウェブサイト経由による金融又
は財務に関する情報の提供

財務管理

preparation of quotes for
cost estimation purposes

コスト見積りのための見積額の
作成（財務評価）

financial research金融又は財務に関する調査

financial consultancy金融又は財務に関する助言

brokerage*信用購入あっせん、有価証券の
売買の媒介・取次ぎ又は代理、
保険契約の締結の代理又は媒
介、土地又は建物の売買又は貸
借の代理又は媒介

provident fund services準備基金業務

financial valuation of
intellectual property assets

知的財産資産の財務評価

financial appraisals in
responding to requests for
proposals [RFPs]

入札における応札額の算定のた
めの評価

financial appraisals in
responding to calls for
tenders

入札における応札額の算定のた
めの評価

financial evaluation
[insurance, banking, real
estate]

保険・金融・土地又は建物に関
する財務の評価

mutual funds証券投資信託受益証券の募集・
売出し

crowdfundingインターネットを介して行う事
業プロジェクトの資金調達を目
的とする出資・融資の募集・仲
介・取次（クラウドファンディ
ング）
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