
大分類 中分類

総合建設業 土木工事 建設業 請負業 土木建設業 一般土木建築工事業 土木工事 建築工事

建築設計施工 建設設計施工 舗装工事業 建築材料配布 道路建設 商業建設

総合建築業 建築業 建築解体 家屋解体 住宅建築 住宅建設 建築ﾘﾌｫｰﾑ 木造建築

建築販売 分譲住宅建築 一般建築工事 宅建業 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ建築 総合住宅

架設工事 造園土木 土工建築 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 鉄骨･鉄筋工事 基礎工事 総合設備業 鉄骨業

左官業 専門工事業 ﾀｲﾙ石材工事 板金工事 ｽﾃﾝﾚｽ板金加工 タイル工事 左官工事 板金･金物工事

防水工事 消防設備設計施工 エコシステム 石材業 エクステリア工事 ﾀｲﾙ･ﾚﾝｶﾞ工事 霊園開発

建築塗総 内装工事 内外装工事 塗装工事 足場工事業 解体ｽｸﾗｯﾌﾟ 橋梁工事 ｼｬｯﾀｰ工事

給排水設備工事 その他の職別工事 屋根工事 建設塗装 吹付工事 外装工事 外壁塗装 室内装飾

住宅ﾘﾌｫｰﾑ 防水･屋根材料

電気工事 配管工事 電気通信消防施設工事 空調配管工事 給排水衛生工事 設備工事業 通信工事 電気設備

管工事 電気通信工事 ガス工事 送電・土木 上水道 電設土木 鉄道関係電気工事 ｲﾝﾃﾘｱ照明

住宅設備工事 下水道工事 配管工事 空調設備工事 冷暖房設備 空調･給排水設備 油設ﾀﾝｸ工事

上下水道設備 水道工事 機械器具設備工事 建築機械設備工事 電気防触 設備機器 その他の設備工事

食肉加工

食料品製造販売 製麺 食品工業 食料品製造 食品加工

米菓製造 菓子

清酒製造 蒸留酒 酒類製造

縫製業 縫製加工

ユニホーム ｽﾎﾟｰﾂ用被服 染色業 綿布染色

男子服製造 帽子 繊維再生

建築材料 合板 木材配布 木製品製造

家具製造販売 木型製造業

家具・装備品製造業 鋼製建具製造 家具製造販売 神仏具製造販売 家具製造

パルプ・紙・紙加工品製造業 ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ製造 ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ箱製造 紙工業 壁紙製造

印刷業 宣伝企画印刷 ﾌｫｰﾑ印刷 特殊印刷 美術印刷 広告印刷 包装材料 印刷・製本

印刷及び出版 平板印刷 ｵﾌｾｯﾄ印刷 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ印刷 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌｨﾙﾑ･ﾊﾟｯｹｰｼﾞｸﾞﾗﾋﾞｱ

化学染料製造 塗料製造

薬品

化粧品 工業用薬品 化学薬品

石油製品・石炭製品製造業 石油製品販売 精密機器潤滑油 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ特殊製袋

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ板加工 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ加工

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成型 合成樹脂加工 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ形成加工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ製造

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ金型 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾓﾃﾞﾙ製造

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ素材

ゴム加工業 ゴム製品 自動車用ゴム 工業用ゴム製品

生コン製造 石工品製造 砕石

鋳物製造業 陶磁器製造

石材加工 墓石加工販売

鉄鋼

ｽﾃﾝﾚｽ鋼製造

合金鉄 ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ

合金圧延業

特殊電線製造 特殊鋼製造販売 精密板金加工

金属塗装 鋳鉄ﾏﾝﾎｰﾙ製造 鍍金業 金属製品製造 鍍金 表面処理

金属製造 諸機械･鋳物 石油製造部品 ﾏﾝﾎｰﾙ蓋製造 建築金物加工

旋盤加工 精密板金ﾌﾟﾚｽ加工 建築用金物製造販売 電線製造

鍍金 金属熱加工処理業 熱処理製造部品 金属加工 機械金属加工 機械工作 金属製品製造 金属ﾌﾟﾚｽ加工

金属溶接加工 板金加工

金属製品機械製造 金属機材製造 排気筒製造 ｽﾃﾝﾚｽ鋳物製造 バルブ製造 ネジ製造 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製造

定盤製造 歯車製造 精密鋳物製造 ｺﾝﾍﾞｱ 濾過機 ﾓｰﾀｰ製造 機械部品製造 精密機械器具製造

はん用機械器具 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ製造

機械加工 建築工具製造 建設機械製造 機械工場

板金機械 生産機械器具

合成樹脂用機械 工業機械刃物 ダンボール型

機械工業 空気調整装置 精密機械 食品包装機械製造 音響機器

金属製品 ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 計器製造 業務用機械器具 科学機械 精密機械

歯科医療器械 一般医療器械製造 医療機器製造

電子機械製造 電子部品製造 電子部品製造販売

電子回路板製造 電子機器製造配布 電子機器設計

発電機製造

電気資材製造 照明器具製造 電気器具 電気機械器具

電気部品

通信機器器具製造 ｾｷｭﾘﾃｨｰ機器販売

電子計算機製造

車両部品及び付属品 自動車部品 自動車ﾎﾞﾃﾞｨｰ 自動車電装品製造 自動車工業 自動車製造

眼鏡ﾌﾚｰﾑ製造販売 貴金属製造

運動用具製造 喫煙具 看板

文房具製造 花火 道路設備製造 建築材料 教材製造 ｻﾝﾌﾟﾗｰ製造

ﾘｻｲｸﾙ塩ビ管 ｺﾈｸﾀｰ ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 造花製造 一般高圧ｶﾞｽ 日本人形 住宅機器

だるま製造 その他の製造 人形製造販売 印材製造 ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ製造 梱包資材製造販売

通信業 固定電気通信 通信業 通信設備

放送業 有線放送 放送業

情報提供ｻｰﾋﾞｽ 情報通信 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ ｿﾌﾄｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ ソフト開発 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｼｽﾃﾑ

情報処理 情報産業 商品管理請負 書籍管理

インターネット附随サービス業 ﾈｯﾄﾜｰｸ通信 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ開設 ＩＴ事業

BGM放送音響設備 報道 新聞発行 新聞業 出版業

鉄道業 鉄道業

ﾀｸｼｰ業

貸切自動車

運送業 重量輸送 産業用ﾄﾗｯｸ 一般運輸 貨物運輸 運輸 運送 物流運輸

一般区域貨物運送 貨物取扱 一般貨物輸送

貨物自動車運送業 運送業 貨物自動車輸送 陸運業 道路貨物運送

航空運輸業
倉庫業 倉庫 倉庫賃貸 定温倉庫 貸倉庫 運輸倉庫 駐輪業 営業用倉庫

物流加工

梱包物流業 包装 梱包･物流･保管

郵便業（信書便事業含む）

種苗卸 肉類 業務用食肉卸 米麦卸売業 鶏卵卸 穀物卸 花卉市場1

食肉卸･小売 青果仲介 肥料

生鮮魚貝卸 他農畜産物卸 川魚卸

食品卸売 洋菓子 食料品卸 調味料卸 酒類卸 茶類卸

水道材料卸売 住宅設備機器資材卸 木材卸 建築材料卸 建材 建築金物 土木資材

　医療衛生材料製造販売

　天然木化粧合成板製造販売

　郵便事業･携帯電話

　一般乗用旅客自動車運送業

　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ素材・着色剤及び添加剤

　配管工事用付属品製造

　自動車部分品製造業

総合工事業

職別工事業（設備工事業を除
く）

映像・音声・文字情報制作業

設備工事業

繊維工業

木材・木製品製造業
（家具を除く）

化学工業

プラスチック製品製造業
（別掲を除く）

鉄鋼業

非鉄金属製造業

食料品製造業

建設業

製造業

情報通信業

　その他の情報処理・提供サービス業

運輸業・郵便業

道路旅客運送業

道路貨物運送業

運輸に付帯するサービス業

飲料・たばこ・飼料製造業

情報通信機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

生産用機械器具製造業

印刷・同関連業

ゴム製品製造業

なめし革・同製品・毛皮製造業

窯業・土石製品製造業

はん用機械器具製造業

金属製品製造業

業務用機械器具製造業

電子部品・デバイス・電子回
路製造業

その他の製造業

電気機械器具製造業

情報サービス業

繊維・衣服品卸売

農畜産・水産・食品卸売



電気工事材料卸 鋼材卸

塗料卸

鋳型用材料資材卸 製鋼原料 鉄鋼鋳物 鉱物鋳物 金属製品

非鉄金属取扱

再生資源卸売 製紙原料 屑鉄

産業機械器具卸

包装材料卸

自動車部分品卸

精密機械

化粧品･日用雑貨 美容材料

人形卸

作業用品卸

人形卸 宝石･貴金属卸

呉服 呉服販売・染物 衣類品販売

男子服小売業 紳士服注文仕立 紳士洋服仕立 衣料品販売

アパレル業 婦人服販売

印鑑ｺﾞﾑ印 作業服 雑貨小売業 雑貨輸入品販売 贈答品販売 洋品雑貨小売

包装材料販売 寝具･ｷﾞﾌﾄ小売

ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 百貨店 海苔販売 食料品小売 食料品雑貨

青果販売 農産物配布 野菜加工販売 菓子製造小売 菓子小売 パン製造小売 煎餅

花販売 切花植木販売業 花卉小売 観葉植物 フラワーショップ 　生花

食肉小売

鮮魚小売

酒小売業 酒類販売 酒小売業 酒類飲料 清酒販売 ビール販売 洋酒販売

コンビニエンスストア ｺﾝﾋﾞﾆｽﾄｱ

茶小売業 茶販売 茶製造販売 日本茶・ｺｰﾋｰ販売

米穀類・麺類小売業 米穀

自動車販売 自動車電装品販売 自動車部品販売 ﾀｲﾔ販売 自動車整備 自動車部品販売 外国製自動車販売 中古自動車販売

車両販売 小型自動車販売

自転車販売

電気器具販売 通信機器販売 電子材料 家電販売 電気機器販売 情報機器販売 電気用品

介護用品販売 補聴器販売 清掃器具販売 梱包資材販売 機械工具販売 消化器 写真機材

機械器具販売

事務用品販売 木工機械 印刷機械 事務機器

写真機 眼鏡小売 ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ 時計･眼鏡小売 測量機 レンズ

家具・建具小売業 業務用家具販売 事務機器販売 家庭用家具販売

宗教用具小売業 墓石加工販売 宗教用具小売

産業用安全保護具 荒物雑貨 家庭用調理器具 金物販売

陶磁器販売

化学工業薬品販売 薬販売 　薬局 健康薬局

調剤薬局 保険調剤薬局

化粧品販売

農業用品小売業 農機具販売 飼料販売 農業資材

燃料小売業 石油製品販売 ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ 石炭及び石油 石油販売 ガソリン販売 石油製品配布 燃料販売

書籍 事務用品 新聞販売業 新聞取次 文房具小売 書道用具 洋紙

ｽﾎﾟｰﾂ用品 楽器販売 和洋楽器小売

木材販売 建築材料 建築用金物 建設資材 住宅建材 建築建材 建築資材販売 上下水道資材販売

住宅資材販売 住宅設備機器 砂・砂利 塗料 溶接材料 石材販売 木材加工

ペット・ペット用品小売業
宝石販売 貴金属彫刻 貴金属販売 金銀製品

美術品販売 美術商 美術工芸販売 絵画販売 美術品骨董品 美術品小売

通信販売 ギフト販売

ネット販売

自動販売機小売業
不動産業 総合不動産 土地開発 不動産仲介 ビル管理 土地建物売買 宅地建物分譲 不動産売買

宅地建物取引 不動産販売 不動産分譲 建売販売 住宅販売 不動産代理仲介業 土地家屋 総合開発

プレハブ販売 不動産取引 不動産売買賃貸

不動産賃貸 不動産管理 住宅賃貸 倉庫賃貸 工場賃貸 住宅経営 駐車場経営 ビル経営

ｱﾊﾟｰﾄ経営 ビル賃貸 店舗賃貸 ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ ﾏﾝｼｮﾝ管理 貸館業 貸事務所業 土地賃貸業

駐車場管理 流通市場 清掃ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守管理 不動産企画 不動産賃貸斡旋業 住宅管理 不動産賃貸管理

ビル管理 賃貸

レンタル業 建築足場ﾘｰｽ ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ

自動車賃貸業

学術・開発研究機関
弁護士 司法書士 公証人 弁護士･民事 弁護士事務 法律 法律事務所

公認会計士 行政書士 会計士 公認会計士事務所 法律事務 土地家屋調査士 公認会計士税理士

社会保険労務士 不動産鑑定評価 税理士 税理士事務所 不動産鑑定士 財務会計事務

経営相談 安全衛生管理 経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 翻訳 ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ 舞台照明 ｲﾍﾞﾝﾄ企画制作 都市計画

土地開発 建築デザイン 商業施設デザイン カウンセラー 労働安全ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 医学検査ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 環境ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 地域開発

内外装ﾃﾞｻﾞｲﾝ 店舗デザイン 不動産ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ 商業企画設計 資産ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

広告出版 宣伝販売企画 広告業 広告制作 宣伝広告 広告編集業 広告代理店 看板業

宣伝業 不動産広告業

建築設計･管理 内装設計･工事 建築設計 測量調査 建設設計 公害 小動物臨床 電気保安管理

土木設計 不動産ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 獣医 造園設計 システム設計 建築設計監理 測量設計 意匠建築士

測量士 地域開発ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 地質調査 設計士 二級建築士 建築企画設計 土地測量

肖像写真 ｶﾒﾗ･DPE 写真 写真ｽﾀｼﾞｵ･現像 写真撮影

宿泊業 ホテル 旅館

日本料理 中国料理 料理店 飲食業 洋食料理 ｽﾍﾟｲﾝ料理 割烹 韓国料理

相撲 飲食店 レストラン 外食産業 川魚料理 総合食堂 ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ 和風ﾚｽﾄﾗﾝ

スナック 専門料理店 すし店 甘味喫茶 パブ

持ち帰り・配達飲食サービス業仕出料理 給食ｾﾝﾀｰ 接客業 ｻｰﾋﾞｽ業 食料調達 出張料理 給食受託ｻｰﾋﾞｽ

清掃業 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ業 旅行業 旅行案内業 旅行代理店 美容業 観光ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 観光事業

貸衣装 結婚式場 国内旅行 ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 住宅ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 健康産業

環境保全ｻｰﾋﾞｽ

冠婚葬祭業 葬儀業 葬祭業

遊技場 ｺﾞﾙﾌﾚﾝｼﾞ ﾘﾌﾚｯｼｭｾﾝﾀｰ ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ ゴルフ練習場 ﾊﾟｰﾃｨｰ企画 ﾌﾟﾛｽﾎﾟｰﾂ興行 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝｸﾗﾌﾞ

ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ経営 楽団 イベント

私立学校 幼稚園 歯科大講師 大学 保育園 私学経営 教養･技能授業 幼稚園･保育園

私塾教育 学習塾 自動車教習場 ｶﾙﾁｬｰ教室 学校法人 社会教育 幼児教育 ｽﾎﾟｰﾂ･健康教授業

予備校学習塾 生け花教室 私塾

複合サービス事業 郵便局会社

雑貨輸入 医療輸入 自動車修理 自動車整備 貿易 資源再生業 産業廃棄物処理業 貿易業

人材派遣 職業紹介･労働者派遣 自動車板金 民間車検場 一般廃棄物処理 一般廃棄物収集 環境維持業 産業ﾘｻｲｸﾙ

公共施設維持管理

神宮 僧侶 宗教 仏教 ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ 宗教法人 神道系宗教 編集企画

仏教伝道師 警備保障 寺院 神社 写真館 アナウンサー 舞踏家 陶芸家

ボランティア
造園 植木生産 造園緑化工事 園芸 園芸ｻｰﾋﾞｽ業 観光農園 庭園樹木 養鶏

耕種農業 農業ｻｰﾋﾞｽ 水産業 花卉生産 農業 水耕栽培 農産物生産

自動販売機ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ

農業・林業

無店舗小売業

飲食店

専門サービス業（他に分類さ
れないもの）

　宿泊・
　　飲食サービス
業

学術研究、専門・
技術サービス業

生活関連サービス
業、娯楽業

医薬品及び化粧品販売

広告業

食肉類小売業

乗用車両小売業

事務機器・光学機械小売業

機械器具小売業

荒物雑貨小売業

物品賃貸業

医薬品・化粧品小売業

文芸関連品小売業

不動産取引業

　不動産業・
　　　　物品賃貸
業

小売業

林業

生活関連業

その他

農業

娯楽業

教育・学習支援業

技術サービス業（他に分類さ
れないもの）

建築材料小売業

日常生活・身の回り品小売業

卸売業

骨董品・美術品小売業

　室内装飾繊維品卸売業

不動産賃貸業・管理業

日常生活品・身の回り品

被服小売

各種食料品・野菜果実・
　　　　　　　　花卉小売業

建築材料・化学卸売

鉄鋼・金属卸売

機械器具卸売



電気業 照明企画設計販売

ガス業 ガス供給 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ 高圧ガス ガス業 液化圧縮ｶﾞｽ 液化石油ｶﾞｽ販売 LPガス供給

熱供給業
水道業 水道設備 上水道 水道工事

銀行業 地方銀行 普通銀行 郵便局

協同組織金融業 信用金庫

証券引受 証券 質屋 金融商品取引

手形交換業 リース業

補助的金融業等 外国為替

生命保険 損害保険 生命損害保険代理店 火災保険･損害保険 共済組合 自動車保険 火災保険 傷害保険

新種保険 団体保険 総合保険

代理店業 保険代行 保険媒介代理業 損害保険代理業 保険管理

歯科 小児歯科 内科 薬剤師 口腔外科 外科医 整骨院 総合病院

耳鼻咽喉科 整形外科 産婦人科 矯正歯科 内･外科医 呼吸器科 消化器外科 脳神経外科

小児科 眼科医 消化器 泌尿器科 歯科技工士 脳神経外科 胃腸科 医術

設備及び病院 整体 理学療法士 専門病院 病院事務 小児産婦人科 診療内科 精神科

接骨院 病院 一般診療所 療術業 医師 歯科医療

薬局 療養型医療施設 医療・福祉 医療給食受託業務 医療機器部品製造 医療ｻｰﾋﾞｽ

保健衛生
介護ｻｰﾋﾞｽ 老人福祉施設 介護･生活支援施設 老人介護 福祉事業 福祉施設 老人福祉･介護

老人ホーム 社会福祉 介護施設 医療福祉

国家公務

地方公務 産業協力財団 行政 市議会議員

医療、福祉

金融、保険業

公務（他に分類さ
れるものを除く）

金融商品取引業、商品先物取
引業

医療業

社会保険・社会福祉・介護事
業

林業

電気・ガス・熱供
給・水道業

保険業（保険媒介代理業、保
険サービス業を含む）

貸金業、クレジットカード業
等非預金信用金庫

その他老人福祉
　　　　･介護事業


