
総務省準拠　業種一覧
大分類 中分類 小分類

官公庁・団体・福祉 国政機関 家庭裁判所
官公庁・団体・福祉 国政機関 会計検査院
官公庁・団体・福祉 国政機関 外務省
官公庁・団体・福祉 国政機関 環境省
官公庁・団体・福祉 国政機関 簡易裁判所
官公庁・団体・福祉 国政機関 気象庁
官公庁・団体・福祉 国政機関 経済産業省
官公庁・団体・福祉 国政機関 検察庁
官公庁・団体・福祉 国政機関 公正取引委員会
官公庁・団体・福祉 国政機関 公団
官公庁・団体・福祉 国政機関 厚生労働省
官公庁・団体・福祉 国政機関 高等裁判所
官公庁・団体・福祉 国政機関 国会
官公庁・団体・福祉 国政機関 国税庁
官公庁・団体・福祉 国政機関 国土交通省
官公庁・団体・福祉 国政機関 裁判所
官公庁・団体・福祉 国政機関 財務省
官公庁・団体・福祉 国政機関 社会保険事務所
官公庁・団体・福祉 国政機関 職業安定所
官公庁・団体・福祉 国政機関 青少年教育施設
官公庁・団体・福祉 国政機関 総務省
官公庁・団体・福祉 国政機関 地方裁判所
官公庁・団体・福祉 国政機関 内閣
官公庁・団体・福祉 国政機関 内閣府
官公庁・団体・福祉 国政機関 農林水産省
官公庁・団体・福祉 国政機関 文部科学省
官公庁・団体・福祉 国政機関 法務省
官公庁・団体・福祉 国政機関 国政機関関連
官公庁・団体・福祉 都道府県機関 県民相談センター
官公庁・団体・福祉 都道府県機関 都道府県機関
官公庁・団体・福祉 都道府県機関 都道府県事務所
官公庁・団体・福祉 都道府県機関 都道府県庁
官公庁・団体・福祉 都道府県機関 福祉施設・事務所
官公庁・団体・福祉 都道府県機関 都道府県機関関連
官公庁・団体・福祉 市区町村機関 区役所
官公庁・団体・福祉 市区町村機関 市区町村機関
官公庁・団体・福祉 市区町村機関 市民相談センター
官公庁・団体・福祉 市区町村機関 市役所
官公庁・団体・福祉 市区町村機関 町村役場
官公庁・団体・福祉 市区町村機関 市区町村機関関連
官公庁・団体・福祉 郵便事業 郵便局
官公庁・団体・福祉 郵便事業 郵便事業関連
官公庁・団体・福祉 警察機関 警察機関
官公庁・団体・福祉 警察機関 警察機関関連
官公庁・団体・福祉 消防機関 消防機関
官公庁・団体・福祉 消防機関 消防機関関連
官公庁・団体・福祉 大使館・領事館 外国公館
官公庁・団体・福祉 大使館・領事館 総領事館
官公庁・団体・福祉 大使館・領事館 大使館
官公庁・団体・福祉 大使館・領事館 大使・公館関連
官公庁・団体・福祉 公団・事業団・公庫 宇宙開発事業
官公庁・団体・福祉 公団・事業団・公庫 金融公庫
官公庁・団体・福祉 公団・事業団・公庫 公団・事業団・公庫
官公庁・団体・福祉 公団・事業団・公庫 厚生年金基金
官公庁・団体・福祉 公団・事業団・公庫 国民年金基金
官公庁・団体・福祉 公団・事業団・公庫 住宅金融公庫
官公庁・団体・福祉 公団・事業団・公庫 住宅公団
官公庁・団体・福祉 公団・事業団・公庫 労働保険事務組合
官公庁・団体・福祉 公団・事業団・公庫 公団・事業団・公庫関連
官公庁・団体・福祉 宗教関連 キリスト教教会
官公庁・団体・福祉 宗教関連 寺院
官公庁・団体・福祉 宗教関連 その他教会
官公庁・団体・福祉 宗教関連 神社
官公庁・団体・福祉 宗教関連 神道教会
官公庁・団体・福祉 宗教関連 仏教教会
官公庁・団体・福祉 宗教関連 宗教関連
官公庁・団体・福祉 農業協同組合 農業協同組合
官公庁・団体・福祉 農業協同組合 農業協同組合関連
官公庁・団体・福祉 生活協同組合 生活協同組合
官公庁・団体・福祉 生活協同組合 生活協同組合関連
官公庁・団体・福祉 漁業協同組合 漁業協同組合
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官公庁・団体・福祉 漁業協同組合 漁業協同組合関連
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 ＮＰＯ
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 リハビリテーション科医療組合・団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 医師会
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 医療組合・団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 援護団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 学術団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 文化学術団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 環境保護団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 漁業団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 共済組合
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 教育団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 啓発団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 経済組合・団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 健康保険組合
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 互助会
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 公共団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 公社
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 公認会計士協会
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 行政書士会
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 国際親善団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 司法書士会
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 市民団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 歯科医師会
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 事業協同組合
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 事業団
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 慈善事業団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 自治会
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 自然保護団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 社会事業団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 社会生活組合・団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 社会福祉事業
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 社会保険事業団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 社会保険組合・団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 社会保険労務士会
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 住宅管理組合
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 獣医師会
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 商工会議所
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 商工業協同組合
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 商工業団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 消費者団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 消費生活センター
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 森林組合
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 親睦団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 人間ドック医療組合・団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 水産加工業協同組合
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 政治後援会
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 政治団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 政党
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 青色申告会
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 青年会議所
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 税理士会
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 団体・組合
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 地域住民団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 中小企業団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 土地家屋調査士会
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 動物愛護団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 同業組合
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 同業団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 農業団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 農林水産組合・団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 福祉団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 文化団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 弁護士会
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 奉仕団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 薬剤師会
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 林業団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 労働組合・団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 ライオンズクラブ
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 ロータリークラブ
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 ボランティアグループ
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官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 スポーツ趣味組合
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 スポーツ団体
官公庁・団体・福祉 組合・団体関連 組合・団体関連
官公庁・団体・福祉 公民館・集会場 会館・ホールイベントホール
官公庁・団体・福祉 公民館・集会場 公民館・集会場関連
官公庁・団体・福祉 研究所・研修所 医学・薬学研究所
官公庁・団体・福祉 研究所・研修所 工学研究所
官公庁・団体・福祉 研究所・研修所 農学研究所
官公庁・団体・福祉 研究所・研修所 理学研究所
官公庁・団体・福祉 研究所・研修所 研究所・研修所関連
官公庁・団体・福祉 福祉関連施設 ケアハウス
官公庁・団体・福祉 福祉関連施設 ケアプラン作成事業老人福祉施設
官公庁・団体・福祉 福祉関連施設 デイサービス
官公庁・団体・福祉 福祉関連施設 介護相談サービス介護老人保健施設
官公庁・団体・福祉 福祉関連施設 更生保護事業
官公庁・団体・福祉 福祉関連施設 児童福祉事業
官公庁・団体・福祉 福祉関連施設 人間ドック老人福祉施設
官公庁・団体・福祉 福祉関連施設 短期入所介護事業
官公庁・団体・福祉 福祉関連施設 福祉施設
官公庁・団体・福祉 福祉関連施設 福祉事務所
官公庁・団体・福祉 福祉関連施設 訪問リハビリテーション
官公庁・団体・福祉 福祉関連施設 訪問介護事業
官公庁・団体・福祉 福祉関連施設 訪問看護ステーション
官公庁・団体・福祉 福祉関連施設 訪問入浴介護
官公庁・団体・福祉 福祉関連施設 訪問理美容
官公庁・団体・福祉 福祉関連施設 有料老人ホーム
官公庁・団体・福祉 福祉関連施設 老人介護支援センター
官公庁・団体・福祉 福祉関連施設 老人福祉事業
官公庁・団体・福祉 福祉関連施設 福祉施設関連
官公庁・団体・福祉 公共施設関連 公共施設
官公庁・団体・福祉 公共施設関連 公共施設関連
電気・ガス・通信・放送・新聞 電気事業 火力発電所
電気・ガス・通信・放送・新聞 電気事業 原子力発電所
電気・ガス・通信・放送・新聞 電気事業 水力発電所
電気・ガス・通信・放送・新聞 電気事業 電力事業
電気・ガス・通信・放送・新聞 電気事業 風力発電所
電気・ガス・通信・放送・新聞 電気事業 電気事業関連
電気・ガス・通信・放送・新聞 ガス事業 ガス事業
電気・ガス・通信・放送・新聞 ガス事業 プロパンガス事業
電気・ガス・通信・放送・新聞 ガス事業 都市ガス事業
電気・ガス・通信・放送・新聞 ガス事業 プロパンガス業・不動産取引
電気・ガス・通信・放送・新聞 ガス事業 ガス事業関連
電気・ガス・通信・放送・新聞 通信事業 インターネット関連サービス業
電気・ガス・通信・放送・新聞 通信事業 ポケットベル
電気・ガス・通信・放送・新聞 通信事業 レンタル電話サービス業
電気・ガス・通信・放送・新聞 通信事業 電気通信サービス業
電気・ガス・通信・放送・新聞 通信事業 通信事業関連
電気・ガス・通信・放送・新聞 放送事業 テレビ放送業
電気・ガス・通信・放送・新聞 放送事業 ラジオ放送業
電気・ガス・通信・放送・新聞 放送事業 ケーブルテレビ業
電気・ガス・通信・放送・新聞 放送事業 放送局・放送業
電気・ガス・通信・放送・新聞 放送事業 有線放送・電話業
電気・ガス・通信・放送・新聞 放送事業 放送事業関連
電気・ガス・通信・放送・新聞 新聞事業 新聞業
電気・ガス・通信・放送・新聞 新聞事業 スポーツ・芸能新聞業
電気・ガス・通信・放送・新聞 新聞事業 新聞事業関連
電気・ガス・通信・放送・新聞 電気・ガス・通信・放送・新聞関連 圧縮ガス充てん業
電気・ガス・通信・放送・新聞 電気・ガス・通信・放送・新聞関連 電話取引業
電気・ガス・通信・放送・新聞 電気・ガス・通信・放送・新聞関連 電気・ガス・通信・放送・新聞関連
金融・保険・証券 銀行 外資系銀行
金融・保険・証券 銀行 銀行
金融・保険・証券 銀行 信託銀行
金融・保険・証券 銀行 銀行関連
金融・保険・証券 信用金庫･労働金庫･信用組合 信用金庫
金融・保険・証券 信用金庫･労働金庫･信用組合 労働金庫
金融・保険・証券 信用金庫･労働金庫･信用組合 信用組合
金融・保険・証券 信用金庫･労働金庫･信用組合 信用金庫･労働金庫･信用組合関連
金融・保険・証券 クレジット・金融関連 クレジットカード業
金融・保険・証券 クレジット・金融関連 チケット販売・買取業
金融・保険・証券 クレジット・金融関連 補助的金融商品取引業（ゴルフ・リゾート会員権）
金融・保険・証券 クレジット・金融関連 補助的金融商品取引業（ゴルフ会員権）
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金融・保険・証券 クレジット・金融関連 補助的金融商品取引業（リゾート会員権）
金融・保険・証券 クレジット・金融関連 外国為替取引業
金融・保険・証券 クレジット・金融関連 質屋
金融・保険・証券 クレジット・金融関連 国内市場商品先物取引業（商品取引所）
金融・保険・証券 クレジット・金融関連 商品投資業
金融・保険・証券 クレジット・金融関連 信用保証機関（信用保証業・身元保証業）
金融・保険・証券 クレジット・金融関連 投資運用業
金融・保険・証券 クレジット・金融関連 クレジット・金融関連
金融・保険・証券 保険事業 リース保険業
金融・保険・証券 保険事業 火災保険代理店
金融・保険・証券 保険事業 海上保険代理店
金融・保険・証券 保険事業 簡易保険業
金融・保険・証券 保険事業 共済事業
金融・保険・証券 保険事業 自動車保険業
金融・保険・証券 保険事業 生命保険業
金融・保険・証券 保険事業 損害保険業
金融・保険・証券 保険事業 不動産取引保険業
金融・保険・証券 保険事業 保険代理店
金融・保険・証券 保険事業 他保険業
金融・保険・証券 保険事業 保険事業関連
金融・保険・証券 証券事業 投資家向け支援事業
金融・保険・証券 証券事業 金融商品取引業（証券業）
金融・保険・証券 証券事業 投資助言･代理業（証券投資顧問業）
金融・保険・証券 証券事業 証券事業関連
交通・運輸・倉庫 空港・航空業 ヘリポート
交通・運輸・倉庫 空港・航空業 空港
交通・運輸・倉庫 空港・航空業 空港関連事業
交通・運輸・倉庫 空港・航空業 航空会社
交通・運輸・倉庫 空港・航空業 航空事業
交通・運輸・倉庫 空港・航空業 航空写真測量業
交通・運輸・倉庫 空港・航空業 空港・航空業関連
交通・運輸・倉庫 港湾業 港湾運送業
交通・運輸・倉庫 港湾業 船舶取引業
交通・運輸・倉庫 港湾業 港湾業関連
交通・運輸・倉庫 海運業 遊覧・クルージング
交通・運輸・倉庫 海運業 フェリー・客船（沿海旅客海運業）
交通・運輸・倉庫 海運業 海運業関連
交通・運輸・倉庫 鉄道・駅関連 ケーブルカー業
交通・運輸・倉庫 鉄道・駅関連 ロープウェイ業
交通・運輸・倉庫 鉄道・駅関連 地下鉄道業
交通・運輸・倉庫 鉄道・駅関連 鉄道業
交通・運輸・倉庫 鉄道・駅関連 路面電車
交通・運輸・倉庫 鉄道・駅関連 鉄道・駅関連
交通・運輸・倉庫 バス・タクシー タクシー・ハイヤー業
交通・運輸・倉庫 バス・タクシー 観光・貸切バス事業
交通・運輸・倉庫 バス・タクシー 空港バス業
交通・運輸・倉庫 バス・タクシー 高速バス業
交通・運輸・倉庫 バス・タクシー 貸切バス業
交通・運輸・倉庫 バス・タクシー 路線バス・乗合バス事業
交通・運輸・倉庫 バス・タクシー バス・タクシー関連
交通・運輸・倉庫 道路料金所 道路料金所
交通・運輸・倉庫 道路料金所 道路料金所関連
交通・運輸・倉庫 陸運業 バイク便（集配利用運送業）
交通・運輸・倉庫 陸運業 運送業
交通・運輸・倉庫 陸運業 寝台自動車運送業
交通・運輸・倉庫 陸運業 宅配便
交通・運輸・倉庫 陸運業 保冷・冷凍運送業
交通・運輸・倉庫 陸運業 陸運業関連
交通・運輸・倉庫 倉庫業 トランクルーム
交通・運輸・倉庫 倉庫業 冷蔵倉庫業
交通・運輸・倉庫 倉庫業 冷凍倉庫業
交通・運輸・倉庫 倉庫業 倉庫業関連
交通・運輸・倉庫 通関業・梱包業 通関業
交通・運輸・倉庫 通関業・梱包業 貨物こん包業
交通・運輸・倉庫 通関業・梱包業 通関業・こん包業関連
交通・運輸・倉庫 交通･運輸･倉庫関連 人力車
交通・運輸・倉庫 交通･運輸･倉庫関連 交通･運輸･倉庫関連
医療・薬・保険衛生 医療機関 内科
医療・薬・保険衛生 医療機関 精神科
医療・薬・保険衛生 医療機関 神経科
医療・薬・保険衛生 医療機関 神経内科
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医療・薬・保険衛生 医療機関 呼吸器科
医療・薬・保険衛生 医療機関 消化器科
医療・薬・保険衛生 医療機関 胃腸科
医療・薬・保険衛生 医療機関 循環器科
医療・薬・保険衛生 医療機関 小児科
医療・薬・保険衛生 医療機関 外科
医療・薬・保険衛生 医療機関 整形外科
医療・薬・保険衛生 医療機関 形成外科
医療・薬・保険衛生 医療機関 美容外科
医療・薬・保険衛生 医療機関 脳神経外科
医療・薬・保険衛生 医療機関 呼吸器外科
医療・薬・保険衛生 医療機関 心臓血管外科
医療・薬・保険衛生 医療機関 小児外科
医療・薬・保険衛生 医療機関 皮膚泌尿器科
医療・薬・保険衛生 医療機関 皮膚科
医療・薬・保険衛生 医療機関 泌尿器科
医療・薬・保険衛生 医療機関 性病科
医療・薬・保険衛生 医療機関 肛門科
医療・薬・保険衛生 医療機関 産婦人科
医療・薬・保険衛生 医療機関 産科
医療・薬・保険衛生 医療機関 婦人科
医療・薬・保険衛生 医療機関 眼科
医療・薬・保険衛生 医療機関 耳鼻咽喉科
医療・薬・保険衛生 医療機関 気管食道科
医療・薬・保険衛生 医療機関 放射線科
医療・薬・保険衛生 医療機関 麻酔科
医療・薬・保険衛生 医療機関 心療内科
医療・薬・保険衛生 医療機関 アレルギー科
医療・薬・保険衛生 医療機関 リウマチ科
医療・薬・保険衛生 医療機関 リハビリテーション科
医療・薬・保険衛生 医療機関 デイケア
医療・薬・保険衛生 医療機関 ドック
医療・薬・保険衛生 医療機関 ホスピス
医療・薬・保険衛生 医療機関 歯科
医療・薬・保険衛生 医療機関 医療機関関連
医療・薬・保険衛生 動物病院 動物病院
医療・薬・保険衛生 動物病院 動物病院関連
医療・薬・保険衛生 保健所・保健施設 保健所
医療・薬・保険衛生 保健所・保健施設 保健所・保健施設関連
医療・薬・保険衛生 マッサージ・鍼灸・各種療法 あん摩マッサージ指圧師
医療・薬・保険衛生 マッサージ・鍼灸・各種療法 カイロプラクティック・整体
医療・薬・保険衛生 マッサージ・鍼灸・各種療法 スポーツトレーナー
医療・薬・保険衛生 マッサージ・鍼灸・各種療法 はり師
医療・薬・保険衛生 マッサージ・鍼灸・各種療法 ヒーリング
医療・薬・保険衛生 マッサージ・鍼灸・各種療法 リフレクソロジー
医療・薬・保険衛生 マッサージ・鍼灸・各種療法 他療法
医療・薬・保険衛生 マッサージ・鍼灸・各種療法 心理・精神療法
医療・薬・保険衛生 マッサージ・鍼灸・各種療法 接骨・柔道整復
医療・薬・保険衛生 マッサージ・鍼灸・各種療法 電子・電気療法
医療・薬・保険衛生 マッサージ・鍼灸・各種療法 マッサージ・鍼灸・各種療法関連
医療・薬・保険衛生 薬局・薬店 漢方薬局
医療・薬・保険衛生 薬局・薬店 置き薬
医療・薬・保険衛生 薬局・薬店 薬局・調剤薬局
医療・薬・保険衛生 薬局・薬店 薬店
医療・薬・保険衛生 薬局・薬店 薬局・薬店関連
医療・薬・保険衛生 臨床検査 臨床検査サービス業
医療・薬・保険衛生 臨床検査 ＤＮＡ鑑定業
医療・薬・保険衛生 臨床検査 臨床検査関連
医療・薬・保険衛生 医療・薬・保険衛生関連 アイバンク
医療・薬・保険衛生 医療・薬・保険衛生関連 介護老人保健施設
医療・薬・保険衛生 医療・薬・保険衛生関連 血液センター
医療・薬・保険衛生 医療・薬・保険衛生関連 在宅介護サービス業
医療・薬・保険衛生 医療・薬・保険衛生関連 歯科技工所
医療・薬・保険衛生 医療・薬・保険衛生関連 助産所
医療・薬・保険衛生 医療・薬・保険衛生関連 腎臓バンク
医療・薬・保険衛生 医療・薬・保険衛生関連 医療・薬・保険衛生関連
不動産・賃貸・展示場 賃貸 マンション・アパート業
不動産・賃貸・展示場 賃貸 ウィークリーマンション賃貸業
不動産・賃貸・展示場 賃貸 学生アパート・マンション下宿
不動産・賃貸・展示場 賃貸 建物売買土地賃貸業
不動産・賃貸・展示場 賃貸 建物売買不動産取引業

5/36



総務省準拠　業種一覧
大分類 中分類 小分類

不動産・賃貸・展示場 賃貸 貸ビル業
不動産・賃貸・展示場 賃貸 貸駐車場業
不動産・賃貸・展示場 賃貸 貸店舗貸事務所
不動産・賃貸・展示場 賃貸 不動産取引・貸家業
不動産・賃貸・展示場 賃貸 賃貸関連
不動産・賃貸・展示場 住宅 月極駐車場・分譲住宅
不動産・賃貸・展示場 住宅 建物売買・貸家業
不動産・賃貸・展示場 住宅 貸ビル・分譲住宅
不動産・賃貸・展示場 住宅 中古住宅売買業
不動産・賃貸・展示場 住宅 注文住宅販売業
不動産・賃貸・展示場 住宅 不動産取引・分譲住宅
不動産・賃貸・展示場 住宅 住宅関連
不動産・賃貸・展示場 不動産取引 建物売買業
不動産・賃貸・展示場 不動産取引 貸家業
不動産・賃貸・展示場 不動産取引 中古住宅売買・建物売買業
不動産・賃貸・展示場 不動産取引 土地賃貸業
不動産・賃貸・展示場 不動産取引 土地売買業
不動産・賃貸・展示場 不動産取引 土地分譲・不動産取引業
不動産・賃貸・展示場 不動産取引 内装工事・不動産取引業
不動産・賃貸・展示場 不動産取引 不動産取引業
不動産・賃貸・展示場 不動産取引 マンション分譲業
不動産・賃貸・展示場 不動産取引 分譲住宅不動産取引業
不動産・賃貸・展示場 不動産取引 不動産取引関連
不動産・賃貸・展示場 展示場 住宅展示場
不動産・賃貸・展示場 展示場 展示場関連
不動産・賃貸・展示場 不動産・賃貸・展示場関連 アパート業・トランクルーム業
不動産・賃貸・展示場 不動産・賃貸・展示場関連 建築工事・建売業
不動産・賃貸・展示場 不動産・賃貸・展示場関連 住宅展示場・月極駐車場
不動産・賃貸・展示場 不動産・賃貸・展示場関連 貸会議室
不動産・賃貸・展示場 不動産・賃貸・展示場関連 貸倉庫業
不動産・賃貸・展示場 不動産・賃貸・展示場関連 不動産管理業
不動産・賃貸・展示場 不動産・賃貸・展示場関連 不動産・賃貸・展示場関連
学校・趣味教室・図書館 大学・大学院 大学
学校・趣味教室・図書館 大学・大学院 短期大学
学校・趣味教室・図書館 大学・大学院 大学・大学院関連
学校・趣味教室・図書館 高校・高専 高等学校
学校・趣味教室・図書館 高校・高専 高等専修学校
学校・趣味教室・図書館 高校・高専 高等専門学校
学校・趣味教室・図書館 高校・高専 高校・高専関連
学校・趣味教室・図書館 中学校 中学校
学校・趣味教室・図書館 中学校 中等教育学校
学校・趣味教室・図書館 中学校 中学校関連
学校・趣味教室・図書館 小学校 小学校
学校・趣味教室・図書館 小学校 小学校関連
学校・趣味教室・図書館 幼稚園・保育園 保育園・保育所
学校・趣味教室・図書館 幼稚園・保育園 幼稚園
学校・趣味教室・図書館 幼稚園・保育園 幼稚園・保育園関連
学校・趣味教室・図書館 専修学校 各種学校（文化・教養）
学校・趣味教室・図書館 専修学校 専修・専門学校
学校・趣味教室・図書館 専修学校 専修･専門学校関連
学校・趣味教室・図書館 塾・予備校 家庭教師
学校・趣味教室・図書館 塾・予備校 学習塾
学校・趣味教室・図書館 塾・予備校 予備校
学校・趣味教室・図書館 塾・予備校 幼児教室
学校・趣味教室・図書館 塾・予備校 塾・予備校関連
学校・趣味教室・図書館 語学スクール イタリア語教室
学校・趣味教室・図書館 語学スクール スペイン語教室
学校・趣味教室・図書館 語学スクール ロシア語教室
学校・趣味教室・図書館 語学スクール ドイツ語教室
学校・趣味教室・図書館 語学スクール 英語・各種教室
学校・趣味教室・図書館 語学スクール フランス語教室
学校・趣味教室・図書館 語学スクール タイ語教室
学校・趣味教室・図書館 語学スクール 英語教室
学校・趣味教室・図書館 語学スクール 韓国語教室
学校・趣味教室・図書館 語学スクール 日本語教師養成教室
学校・趣味教室・図書館 語学スクール 中国語教室
学校・趣味教室・図書館 語学スクール ポルトガル語教室
学校・趣味教室・図書館 語学スクール 幼児英語教室
学校・趣味教室・図書館 語学スクール 語学教室関連
学校・趣味教室・図書館 カルチャースクール カルチャーセンター
学校・趣味教室・図書館 カルチャースクール スポーツ教室
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学校・趣味教室・図書館 カルチャースクール そろばん教室
学校・趣味教室・図書館 カルチャースクール ダンス教室
学校・趣味教室・図書館 カルチャースクール パソコン・ワープロ教室
学校・趣味教室・図書館 カルチャースクール バレエ教室
学校・趣味教室・図書館 カルチャースクール 将棋・囲碁教室
学校・趣味教室・図書館 カルチャースクール 音楽教室
学校・趣味教室・図書館 カルチャースクール 華道教室
学校・趣味教室・図書館 カルチャースクール 各種教室（趣味）
学校・趣味教室・図書館 カルチャースクール 書道教室
学校・趣味教室・図書館 カルチャースクール 乗馬教室
学校・趣味教室・図書館 カルチャースクール 茶道教室
学校・趣味教室・図書館 カルチャースクール 舞踊教室
学校・趣味教室・図書館 カルチャースクール 幼児教室・各種教室
学校・趣味教室・図書館 カルチャースクール 洋裁・和裁教室
学校・趣味教室・図書館 カルチャースクール 料理教室
学校・趣味教室・図書館 カルチャースクール カルチャースクール関連
学校・趣味教室・図書館 図書館 図書館
学校・趣味教室・図書館 図書館 図書館関連
学校・趣味教室・図書館 教材 学校教材関連
学校・趣味教室・図書館 教材 幼児教材関連
学校・趣味教室・図書館 教材 教材関連
学校・趣味教室・図書館 学校・教室関連 ろう学校
学校・趣味教室・図書館 学校・教室関連 盲学校
学校・趣味教室・図書館 学校・教室関連 養護学校
学校・趣味教室・図書館 学校・教室関連 学童保育所
学校・趣味教室・図書館 学校・教室関連 マッサージ（あんま）指圧・はり・きゅう学校
学校・趣味教室・図書館 学校・教室関連 インターナショナルスクール
学校・趣味教室・図書館 学校・教室関連 コンピュータースクール
学校・趣味教室・図書館 学校・教室関連 スポーツマネジメント学校
学校・趣味教室・図書館 学校・教室関連 医療学校
学校・趣味教室・図書館 学校・教室関連 通信教育
学校・趣味教室・図書館 学校・教室関連 各種スクール・教室
学校・趣味教室・図書館 学校・教室関連 各種スクール・教室（ビジネス）
学校・趣味教室・図書館 学校・教室関連 各種学校
学校・趣味教室・図書館 学校・教室関連 学校・教室関連
学校・趣味教室・図書館 美術館・博物館・科学館・資料館 美術館
学校・趣味教室・図書館 美術館・博物館・科学館・資料館 博物館
学校・趣味教室・図書館 美術館・博物館・科学館・資料館 科学館
学校・趣味教室・図書館 美術館・博物館・科学館・資料館 天文台
学校・趣味教室・図書館 美術館・博物館・科学館・資料館 資料館
学校・趣味教室・図書館 美術館・博物館・科学館・資料館 美術館・博物館・科学館・資料館関連
学校・趣味教室・図書館 動物園・植物園 動物園
学校・趣味教室・図書館 動物園・植物園 サファリパーク
学校・趣味教室・図書館 動物園・植物園 水族館
学校・趣味教室・図書館 動物園・植物園 植物園
学校・趣味教室・図書館 動物園・植物園 動物園・植物園関連
学校・趣味教室・図書館 教育文化施設関連 会館・ホール
学校・趣味教室・図書館 教育文化施設関連 研修センター
学校・趣味教室・図書館 教育文化施設関連 公会堂
学校・趣味教室・図書館 教育文化施設関連 公民館
学校・趣味教室・図書館 教育文化施設関連 市民会館
学校・趣味教室・図書館 教育文化施設関連 児童館
学校・趣味教室・図書館 教育文化施設関連 教育文化施設関連
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル ホテル カプセルホテル
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル ホテル ビジネスホテル
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル ホテル ホテル
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル ホテル ホテル関連
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル 旅館・温泉 ビジネス旅館
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル 旅館・温泉 温泉旅館
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル 旅館・温泉 割烹旅館
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル 旅館・温泉 旅館
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル 旅館・温泉 旅館・温泉関連
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル ペンション・民宿 コテージ
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル ペンション・民宿 ペンション
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル ペンション・民宿 宿坊
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル ペンション・民宿 民宿
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル ペンション・民宿 ペンション・民宿関連
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル モーテル・ラブホテル モーテル
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル モーテル・ラブホテル ラブホテル
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル モーテル・ラブホテル モーテル・ラブホテル関連
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル 保養所・公共宿舎 ロッジ
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旅行・観光・温泉・旅館・ホテル 保養所・公共宿舎 海の家
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル 保養所・公共宿舎 簡保の宿
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル 保養所・公共宿舎 公共の宿
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル 保養所・公共宿舎 国民宿舎
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル 保養所・公共宿舎 保養施設
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル 保養所・公共宿舎 保養所・公共宿舎関連
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル 旅行代理店・宿泊施設予約センター 旅行業
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル 旅行代理店・宿泊施設予約センター 旅行業者代理業
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル 旅行代理店・宿泊施設予約センター 宿泊案内所
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル 旅行代理店・宿泊施設予約センター 宿泊予約
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル 旅行代理店・宿泊施設予約センター 旅行代理店・宿泊施設予約センター関連
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル コンドミニアム コンドミニアム
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル コンドミニアム 貸別荘
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル コンドミニアム コンドミニアム関連
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル 観光関連 アウトドアツアーガイド
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル 観光関連 観光案内業
旅行・観光・温泉・旅館・ホテル 観光関連 観光関連
飲食店 割烹・料亭・懐石 懐石料理店
飲食店 割烹・料亭・懐石 割ぽう料理店
飲食店 割烹・料亭・懐石 料亭
飲食店 割烹・料亭・懐石 割烹・料亭・懐石関連
飲食店 寿司 すし店
飲食店 寿司 回転ずし
飲食店 寿司 寿司関連
飲食店 焼肉 焼肉店
飲食店 焼肉 焼肉関連
飲食店 焼き鳥・炉端焼き ろばた焼店
飲食店 焼き鳥・炉端焼き 焼鳥店
飲食店 焼き鳥・炉端焼き 焼き鳥・炉端焼き関連
飲食店 そば・うどん うどん店
飲食店 そば・うどん そば店
飲食店 そば・うどん 立ち食いそば店
飲食店 そば・うどん そば・うどん店関連
飲食店 日本料理 うなぎ料理店
飲食店 日本料理 おでん料理店
飲食店 日本料理 お好み焼き店
飲食店 日本料理 かつ丼店
飲食店 日本料理 しゃぶしゃぶ料理店
飲食店 日本料理 すきやき料理店
飲食店 日本料理 すっぽん料理店
飲食店 日本料理 ちゃんこ料理店
飲食店 日本料理 てんぷら料理店
飲食店 日本料理 とんかつ店
飲食店 日本料理 ふぐ料理店
飲食店 日本料理 モツ鍋店
飲食店 日本料理 もんじゃ焼き店
飲食店 日本料理 甘味処
飲食店 日本料理 牛丼店
飲食店 日本料理 郷土料理店
飲食店 日本料理 串揚げ料理店
飲食店 日本料理 食堂
飲食店 日本料理 鉄板焼店
飲食店 日本料理 日本料理店
飲食店 日本料理 和食レストラン
飲食店 日本料理 日本料理店関連
飲食店 ラーメン ラーメン店
飲食店 ラーメン ラーメン店関連
飲食店 中華料理 中国料理店
飲食店 中華料理 餃子店
飲食店 中華料理 中華料理店関連
飲食店 フランス料理 ビストロ
飲食店 フランス料理 ブラッスリー
飲食店 フランス料理 フランス料理店
飲食店 フランス料理 フランス料理店関連
飲食店 イタリア料理 イタリア料理店
飲食店 イタリア料理 イタリア料理店関連
飲食店 韓国料理 韓国料理店
飲食店 韓国料理 朝鮮料理店
飲食店 韓国料理 韓国料理店関連
飲食店 各国料理 無国籍料理店
飲食店 各国料理 各国料理店関連
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飲食店 レストラン関連 カレー料理店
飲食店 レストラン関連 ドライブイン
飲食店 レストラン関連 ピザ店
飲食店 レストラン関連 レストラン
飲食店 レストラン関連 洋食店
飲食店 レストラン関連 レストラン関連
飲食店 ファーストフード アイスクリームショップ
飲食店 ファーストフード クレープショップ
飲食店 ファーストフード ドーナツショップ
飲食店 ファーストフード ハンバーガー店
飲食店 ファーストフード ファーストフード店
飲食店 ファーストフード フルーツパーラー
飲食店 ファーストフード ファーストフード関連
飲食店 ファミリーレストラン ファミリーレストラン
飲食店 ファミリーレストラン ファミリーレストラン関連
飲食店 仕出し・弁当・宅配 持帰り弁当業
飲食店 仕出し・弁当・宅配 宅配ピザ業
飲食店 仕出し・弁当・宅配 弁当製造業
飲食店 仕出し・弁当・宅配 料理仕出し業
飲食店 仕出し・弁当・宅配 仕出し・弁当・宅配関連
飲食店 居酒屋・スナック・バー カフェバー
飲食店 居酒屋・スナック・バー バー
飲食店 居酒屋・スナック・バー 居酒屋
飲食店 居酒屋・スナック・バー 居酒屋・スナック・バー関連
飲食店 喫茶店・カフェ インターネットカフェ
飲食店 喫茶店・カフェ 和風喫茶店
飲食店 喫茶店・カフェ カフェ
飲食店 喫茶店・カフェ カラオケ喫茶
飲食店 喫茶店・カフェ まんが喫茶
飲食店 喫茶店・カフェ 喫茶店
飲食店 喫茶店・カフェ ケーキショップ
飲食店 喫茶店・カフェ コーヒー専門店
飲食店 喫茶店・カフェ 紅茶専門店
飲食店 喫茶店・カフェ 中国茶専門店
飲食店 喫茶店・カフェ 喫茶店・カフェ関連
飲食店 飲食店関連 飲食店関連
スポーツ・趣味娯楽・レジャー ゴルフ関連 ゴルフ教室
スポーツ・趣味娯楽・レジャー ゴルフ関連 ゴルフ場
スポーツ・趣味娯楽・レジャー ゴルフ関連 ゴルフ練習場
スポーツ・趣味娯楽・レジャー ゴルフ関連 ゴルフ関連
スポーツ・趣味娯楽・レジャー テニス関連 オートテニス練習場
スポーツ・趣味娯楽・レジャー テニス関連 テニスコート
スポーツ・趣味娯楽・レジャー テニス関連 テニス教室
スポーツ・趣味娯楽・レジャー テニス関連 テニス関連
スポーツ・趣味娯楽・レジャー スポーツ施設関連 スキー・スノーボード場
スポーツ・趣味娯楽・レジャー スポーツ施設関連 ビーチ
スポーツ・趣味娯楽・レジャー スポーツ施設関連 マリーナ業
スポーツ・趣味娯楽・レジャー スポーツ施設関連 ビーチ・海水浴場関連
スポーツ・趣味娯楽・レジャー スポーツ施設関連 ウォータースポーツクラブ
スポーツ・趣味娯楽・レジャー スポーツ施設関連 ゲートボールクラブ
スポーツ・趣味娯楽・レジャー スポーツ施設関連 アウトドアスポーツクラブ
スポーツ・趣味娯楽・レジャー スポーツ施設関連 スカイスポーツクラブ
スポーツ・趣味娯楽・レジャー スポーツ施設関連 スノースポーツクラブ
スポーツ・趣味娯楽・レジャー スポーツ施設関連 スポーツクラブ
スポーツ・趣味娯楽・レジャー スポーツ施設関連 フィットネスクラブ
スポーツ・趣味娯楽・レジャー スポーツ施設関連 スカイスポーツ
スポーツ・趣味娯楽・レジャー スポーツ施設関連 サッカー場
スポーツ・趣味娯楽・レジャー スポーツ施設関連 スケート場
スポーツ・趣味娯楽・レジャー スポーツ施設関連 オートレース場
スポーツ・趣味娯楽・レジャー スポーツ施設関連 陸上競技場
スポーツ・趣味娯楽・レジャー スポーツ施設関連 野球場
スポーツ・趣味娯楽・レジャー スポーツ施設関連 スポーツ施設提供業
スポーツ・趣味娯楽・レジャー スポーツ施設関連 プール
スポーツ・趣味娯楽・レジャー スポーツ施設関連 武道館
スポーツ・趣味娯楽・レジャー スポーツ施設関連 体育館
スポーツ・趣味娯楽・レジャー スポーツ施設関連 スポーツ施設運営管理業
スポーツ・趣味娯楽・レジャー スポーツ施設関連 スポーツ施設関連
スポーツ・趣味娯楽・レジャー ゲームセンター ゲームセンター
スポーツ・趣味娯楽・レジャー ゲームセンター ゲームセンター関連
スポーツ・趣味娯楽・レジャー パチンコ店 パチンコ・スロット店
スポーツ・趣味娯楽・レジャー パチンコ店 パチンコ店関連
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スポーツ・趣味娯楽・レジャー 映画館・劇場 映画館
スポーツ・趣味娯楽・レジャー 映画館・劇場 寄席・演芸場
スポーツ・趣味娯楽・レジャー 映画館・劇場 演劇場
スポーツ・趣味娯楽・レジャー 映画館・劇場 歌舞伎場
スポーツ・趣味娯楽・レジャー 映画館・劇場 劇場
スポーツ・趣味娯楽・レジャー 映画館・劇場 能楽堂
スポーツ・趣味娯楽・レジャー 映画館・劇場 映画館・劇場関連
スポーツ・趣味娯楽・レジャー 公営競技（競輪・競馬・競艇・オートレース） 競艇場
スポーツ・趣味娯楽・レジャー 公営競技（競輪・競馬・競艇・オートレース） 競馬場
スポーツ・趣味娯楽・レジャー 公営競技（競輪・競馬・競艇・オートレース） 競輪場
スポーツ・趣味娯楽・レジャー 公営競技（競輪・競馬・競艇・オートレース） 場外馬券・車券売場
スポーツ・趣味娯楽・レジャー 公営競技（競輪・競馬・競艇・オートレース） 競輪・競馬・競艇・オートレース関連
スポーツ・趣味娯楽・レジャー カラオケボックス カラオケボックス
スポーツ・趣味娯楽・レジャー カラオケボックス カラオケボックス関連
スポーツ・趣味娯楽・レジャー アミューズメント施設 アミューズメントパーク
スポーツ・趣味娯楽・レジャー アミューズメント施設 アミューズメント施設関連
スポーツ・趣味娯楽・レジャー ペット アニマルセラピーサービス
スポーツ・趣味娯楽・レジャー ペット ブリーダー
スポーツ・趣味娯楽・レジャー ペット ペット預かり業
スポーツ・趣味娯楽・レジャー ペット ペットショップ
スポーツ・趣味娯楽・レジャー ペット ペットホテル業
スポーツ・趣味娯楽・レジャー ペット ペット関連サービス業
スポーツ・趣味娯楽・レジャー ペット ペット美容室・ショップ
スポーツ・趣味娯楽・レジャー ペット ペット霊園・葬儀葬祭
スポーツ・趣味娯楽・レジャー ペット ペット関連
スポーツ・趣味娯楽・レジャー プレイガイド プレイガイド
スポーツ・趣味娯楽・レジャー プレイガイド プレイガイド関連
スポーツ・趣味娯楽・レジャー 趣味娯楽施設関連 ダンスホール
スポーツ・趣味娯楽・レジャー 趣味娯楽施設関連 ダーツ場
スポーツ・趣味娯楽・レジャー 趣味娯楽施設関連 ビリヤード場
スポーツ・趣味娯楽・レジャー 趣味娯楽施設関連 趣味娯楽施設関連
スポーツ・趣味娯楽・レジャー 遊園地・テーマパーク 遊園地
スポーツ・趣味娯楽・レジャー 遊園地・テーマパーク テーマパーク
スポーツ・趣味娯楽・レジャー 遊園地・テーマパーク フィールドアスレチック
スポーツ・趣味娯楽・レジャー 遊園地・テーマパーク 遊園地・テーマパーク関連
スポーツ・趣味娯楽・レジャー 公園・庭園 公園
スポーツ・趣味娯楽・レジャー 公園・庭園 国定公園
スポーツ・趣味娯楽・レジャー 公園・庭園 国立公園
スポーツ・趣味娯楽・レジャー 公園・庭園 庭園
スポーツ・趣味娯楽・レジャー 公園・庭園 公園・庭園関連
スポーツ・趣味娯楽・レジャー レジャー施設関連 ライブハウス
スポーツ・趣味娯楽・レジャー レジャー施設関連 ディスコ
スポーツ・趣味娯楽・レジャー レジャー施設関連 釣り堀り・管理釣り場
スポーツ・趣味娯楽・レジャー レジャー施設関連 キャンプ場
スポーツ・趣味娯楽・レジャー レジャー施設関連 釣船業
スポーツ・趣味娯楽・レジャー レジャー施設関連 レジャー施設関連
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車・バイク・自転車販売 オートバイ買取・販売・修理業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車・バイク・自転車販売 オートバイ販売業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車・バイク・自転車販売 オートバイ販売・整備業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車・バイク・自転車販売 オートバイ部分品小売業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車・バイク・自転車販売 キャンピングカー販売・修理業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車・バイク・自転車販売 自転車販売業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車・バイク・自転車販売 自動車整備用機械工具販売業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車・バイク・自転車販売 自動車販売業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車・バイク・自転車販売 自転車小売業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車・バイク・自転車販売 自動車販売・整備業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車・バイク・自転車販売 自動車販売・自動車部分品販売業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車・バイク・自転車販売 自動車（新車）・中古自動車販売業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車・バイク・自転車販売 自動車販売業（大型車）
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車・バイク・自転車販売 自動車・バイク・自転車販売業関連
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 中古車販売 オートバイ整備・修理・中古オートバイ販売業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 中古車販売 オートバイ部分品・中古自動車販売業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 中古車販売 国産車・中古車買取業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 中古車販売 自動車整備・中古車買取業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 中古車販売 中古オートバイ販売業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 中古車販売 中古自転車販売業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 中古車販売 中古車買取・販売業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 中古車販売 中古車販売・自動車整備業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 中古車販売 中古車・自動車販売業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 中古車販売 中古車販売業関連
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ カー用品・部品販売 オートバイ用部分品・修理・販売業
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自動車・オートバイ・自転車・ドライブ カー用品・部品販売 自動車中古部品販売業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ カー用品・部品販売 カーアクセサリー販売業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ カー用品・部品販売 自動車部分品・付属品卸売業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ カー用品・部品販売 中古自動車卸売業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ カー用品・部品販売 カー用品・部品販売業関連
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車修理・整備 カーフィルム施工業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車修理・整備 ポリマー加工業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車修理・整備 キャンピングカー修理業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車修理・整備 レーシングカー整備業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車修理・整備 自転車修理・整備業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車修理・整備 自動車修理・整備業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車修理・整備 自動車修理・清掃業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車修理・整備 自動車整備・自転車販売業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車修理・整備 自動車整備・解体業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車修理・整備 自動車整備・鈑金・塗装業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車修理・整備 自動車中古部品・整備業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車修理・整備 自動車電装品修理業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車修理・整備 自動車内装業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車修理・整備 中古車買取・鈑金・塗装業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車修理・整備 自動車整備業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車修理・整備 自動車修理・整備関連
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 洗車・洗車場 自動車洗車業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 洗車・洗車場 洗車・洗車場関連
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ パーキング・駐輪場 駐車場業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ パーキング・駐輪場 駐輪場業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ パーキング・駐輪場 駐車場・駐輪場関連
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ ガソリンスタンド 液化石油ガス（ＬＰＧ）スタンド
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ ガソリンスタンド ガソリンスタンド
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ ガソリンスタンド ガソリンスタンド関連
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 代行サービス 車検代行サービス業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 代行サービス 中古車買取車検代行サービス業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 代行サービス 運転代行サービス業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 代行サービス 代行サービス業関連
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車教習所 自動車教習所
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車教習所 自動車教習所関連
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ レンタカー カーリース業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ レンタカー レンタカー業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ レンタカー レンタルバイク業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ レンタカー レンタカー関連
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ ロードサービス レッカー車サービス業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ ロードサービス 自動車ロードサービス業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ ロードサービス ロードサービス業関連
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車・オートバイ・自転車・ドライブ関連 モータースポーツショップ
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車・オートバイ・自転車・ドライブ関連 カート場
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車・オートバイ・自転車・ドライブ関連 サーキット場
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車・オートバイ・自転車・ドライブ関連 スポーツカートクラブ
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車・オートバイ・自転車・ドライブ関連 ダートコース場
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車・オートバイ・自転車・ドライブ関連 オートバイ卸売業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車・オートバイ・自転車・ドライブ関連 オートバイ製造・卸オートバイ買取業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車・オートバイ・自転車・ドライブ関連 オートバイ販売・修理業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車・オートバイ・自転車・ドライブ関連 オートバイ部品・用品関連卸売業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車・オートバイ・自転車・ドライブ関連 カーディテイリングショップ
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車・オートバイ・自転車・ドライブ関連 フォークリフト整備業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車・オートバイ・自転車・ドライブ関連 自転車部分品関連卸売業
自動車・オートバイ・自転車・ドライブ 自動車・オートバイ・自転車・ドライブ関連 自動車・オートバイ・自転車・ドライブ関連
販売・卸 商社・貿易 オーディオ製品買取業
販売・卸 商社・貿易 オートバイ買取自転車店
販売・卸 商社・貿易 オートバイ部品・用品オートバイ買取業
販売・卸 商社・貿易 おもちゃ買取業
販売・卸 商社・貿易 ピアノ買取業
販売・卸 商社・貿易 ブランド品買取業
販売・卸 商社・貿易 記念切手・コインショップ
販売・卸 商社・貿易 書籍販売取次業
販売・卸 商社・貿易 商社
販売・卸 商社・貿易 贈答品店リサイクルショップ
販売・卸 商社・貿易 中古ＣＤ買取業
販売・卸 商社・貿易 貿易業
販売・卸 商社・貿易 商社・貿易関連
販売・卸 食料品・飲料品（卸売） 飲料卸売業
販売・卸 食料品・飲料品（卸売） 海産物卸売業
販売・卸 食料品・飲料品（卸売） 給食用食品卸売業
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販売・卸 食料品・飲料品（卸売） 業務用食料品卸売業
販売・卸 食料品・飲料品（卸売） 業務用調味料卸売業
販売・卸 食料品・飲料品（卸売） 茶卸売業
販売・卸 食料品・飲料品（卸売） 氷卸売業
販売・卸 食料品・飲料品（卸売） 冷凍水産物製造・卸売業
販売・卸 食料品・飲料品（卸売） 冷凍食肉製造・卸売業
販売・卸 食料品・飲料品（卸売） 冷凍食品卸売業
販売・卸 食料品・飲料品（卸売） 菓子卸売業
販売・卸 食料品・飲料品（卸売） 生鮮食品卸売業
販売・卸 食料品・飲料品（卸売） 食品加工卸売業
販売・卸 食料品・飲料品（卸売） 食料品卸売業
販売・卸 食料品・飲料品（卸売） 青果物卸売業
販売・卸 食料品・飲料品（卸売） 仲卸業
販売・卸 食料品・飲料品（卸売） 水産物卸売業
販売・卸 食料品・飲料品（卸売） 小麦粉・穀粉卸売業
販売・卸 食料品・飲料品（卸売） 食肉卸売業
販売・卸 食料品・飲料品（卸売） 魚市場
販売・卸 食料品・飲料品（卸売） 食料品・飲料品卸売業関連
販売・卸 カー用品（卸売） カー用品卸売業
販売・卸 カー用品（卸売） 自転車卸売業
販売・卸 カー用品（卸売） 自動車卸売業
販売・卸 カー用品（卸売） 自動車卸売・中古車買取業
販売・卸 カー用品（卸売） 自動販売機販売・取扱いサービス業
販売・卸 カー用品（卸売） カー用品卸売業関連
販売・卸 スポーツ用品関連（卸売） スポーツ用品卸売業
販売・卸 スポーツ用品関連（卸売） スポーツ用品関連卸売業関連
販売・卸 衣料関連（卸売） ズボン卸売業
販売・卸 衣料関連（卸売） スポーツウェア卸売業
販売・卸 衣料関連（卸売） スカート卸売業
販売・卸 衣料関連（卸売） スカーフ卸売業
販売・卸 衣料関連（卸売） ニット生地卸売業
販売・卸 衣料関連（卸売） 衣料卸売業
販売・卸 衣料関連（卸売） 衣料関連卸売業関連
販売・卸 生活雑貨・日用品（卸売） 洋品雑貨卸売業
販売・卸 生活雑貨・日用品（卸売） 靴・履物卸売業
販売・卸 生活雑貨・日用品（卸売） 家具製造・卸売業
販売・卸 生活雑貨・日用品（卸売） ノート・学習帳・事務用品製造・卸売業
販売・卸 生活雑貨・日用品（卸売） 化粧品製造・卸売業
販売・卸 生活雑貨・日用品（卸売） 日用品雑貨製造・卸売業
販売・卸 生活雑貨・日用品（卸売） 寝具類卸売業
販売・卸 生活雑貨・日用品（卸売） 生活雑貨・日用品卸売業関連
販売・卸 電気・事務・設備機器（卸売） ＯＡ機器卸売業
販売・卸 電気・事務・設備機器（卸売） ガス機器卸売業
販売・卸 電気・事務・設備機器（卸売） カラオケ装置卸売業
販売・卸 電気・事務・設備機器（卸売） コンピューター関連卸売業
販売・卸 電気・事務・設備機器（卸売） コンピューター・パソコン卸売業
販売・卸 電気・事務・設備機器（卸売） パチンコ機械卸売業
販売・卸 電気・事務・設備機器（卸売） テレビ受信機卸売業
販売・卸 電気・事務・設備機器（卸売） エアコン卸売業
販売・卸 電気・事務・設備機器（卸売） オーディオ機器卸売業
販売・卸 電気・事務・設備機器（卸売） 電気機械器具・部分品卸売業
販売・卸 電気・事務・設備機器（卸売） 消防用設備用品卸売業
販売・卸 電気・事務・設備機器（卸売） 通信用機械器具卸売業
販売・卸 電気・事務・設備機器（卸売） 電飾照明機械器具卸売業
販売・卸 電気・事務・設備機器（卸売） 電気・事務・設備機器卸売業関連
販売・卸 卸売関連 医療用品卸売
販売・卸 卸売関連 圧縮ガス製造・卸売業
販売・卸 卸売関連 化学工業製品卸売業
販売・卸 卸売関連 喫茶材料卸売業
販売・卸 卸売関連 ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオ・レコード卸売業
販売・卸 卸売関連 金属材料卸売業
販売・卸 卸売関連 クリーニング材料卸売業
販売・卸 卸売関連 パルプ材卸売業
販売・卸 卸売関連 光学機械器具卸売業
販売・卸 卸売関連 工作機械卸売業
販売・卸 卸売関連 骨とう品卸売業
販売・卸 卸売関連 香水卸売業
販売・卸 卸売関連 事務用機械器具卸売業
販売・卸 卸売関連 宿泊施設関連用品卸売業
販売・卸 卸売関連 娯楽用品・がん具卸売業
販売・卸 卸売関連 清掃用機械器具・用品卸売業

12/36



総務省準拠　業種一覧
大分類 中分類 小分類

販売・卸 卸売関連 厨房・キッチン用機器・用品卸売業
販売・卸 卸売関連 宝石卸売業
販売・卸 卸売関連 刃物製造・卸売業
販売・卸 卸売関連 ビデオ配給業
販売・卸 卸売関連 土木建築材料卸売業
販売・卸 卸売関連 動物用薬品卸売業
販売・卸 卸売関連 ペット卸売業
販売・卸 卸売関連 ペット用品卸売業
販売・卸 卸売関連 火薬卸売業
販売・卸 卸売関連 家畜卸売業
販売・卸 卸売関連 石材卸売・石材製造業
販売・卸 卸売関連 非鉄金属・鉱物製品貿易
販売・卸 卸売関連 非鉄金属製品卸売業
販売・卸 卸売関連 観賞魚卸売業
販売・卸 卸売関連 理容・美容機器・用品卸売業
販売・卸 卸売関連 薬種卸売・医薬品卸売業
販売・卸 卸売関連 セラミックス・窯業原料関連卸売業
販売・卸 卸売関連 生薬卸売業
販売・卸 卸売関連 ペットフード卸売業
販売・卸 卸売関連 卸売業関連
販売・卸 デパート・スーパー・ディスカウントショップ スーパーマーケット
販売・卸 デパート・スーパー・ディスカウントショップ ディスカウントショップ
販売・卸 デパート・スーパー・ディスカウントショップ 百貨店
販売・卸 デパート・スーパー・ディスカウントショップ ホームセンター
販売・卸 デパート・スーパー・ディスカウントショップ デパート・スーパー・ディスカウントショップ関連
販売・卸 コンビニエンスストア コンビニエンスストア
販売・卸 コンビニエンスストア コンビニエンスストア関連
販売・卸 道の駅 道の駅
販売・卸 道の駅 道の駅関連
販売・卸 食料品・嗜好品 パン屋・ベーカリー
販売・卸 食料品・嗜好品 駅弁売店
販売・卸 食料品・嗜好品 スイーツ・菓子小売業
販売・卸 食料品・嗜好品 水産物・海産物卸売業
販売・卸 食料品・嗜好品 乾物小売業
販売・卸 食料品・嗜好品 喫茶材料小売業
販売・卸 食料品・嗜好品 業務用食料品小売業
販売・卸 食料品・嗜好品 健康・自然食品小売業
販売・卸 食料品・嗜好品 食肉小売業
販売・卸 食料品・嗜好品 食料雑貨小売業
販売・卸 食料品・嗜好品 水産加工業
販売・卸 食料品・嗜好品 青果物店・八百屋・果物屋
販売・卸 食料品・嗜好品 鮮魚小売業
販売・卸 食料品・嗜好品 茶小売業
販売・卸 食料品・嗜好品 中華料理材料小売業
販売・卸 食料品・嗜好品 調味料小売業
販売・卸 食料品・嗜好品 豆菓子店
販売・卸 食料品・嗜好品 豆類小売業
販売・卸 食料品・嗜好品 米穀類小売業
販売・卸 食料品・嗜好品 明太子店
販売・卸 食料品・嗜好品 卵・鳥肉小売業
販売・卸 食料品・嗜好品 コーヒー小売業
販売・卸 食料品・嗜好品 牛乳小売業
販売・卸 食料品・嗜好品 飲料小売業
販売・卸 食料品・嗜好品 生ジュース店
販売・卸 食料品・嗜好品 たばこ・喫煙具専門小売店
販売・卸 食料品・嗜好品 酒店・酒屋
販売・卸 食料品・嗜好品 食料品・嗜好品関連
販売・卸 衣料関連（小売） ベビー・キッズ・マタニティー用品小売業
販売・卸 衣料関連（小売） 衣料品小売業
販売・卸 衣料関連（小売） 下着小売業
販売・卸 衣料関連（小売） 生地商社
販売・卸 衣料関連（小売） 服地商社
販売・卸 衣料関連（小売） 服地小売業
販売・卸 衣料関連（小売） 洋裁店
販売・卸 衣料関連（小売） 洋品店
販売・卸 衣料関連（小売） 洋服店
販売・卸 衣料関連（小売） 和装小物製造・小売業
販売・卸 衣料関連（小売） 衣料関連小売業関連
販売・卸 化粧品・装身具・装飾品・民芸品（小売） 化粧品製造・小売業
販売・卸 化粧品・装身具・装飾品・民芸品（小売） 化粧品小売業関連
販売・卸 化粧品・装身具・装飾品・民芸品（小売） 装身具製造・小売業
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販売・卸 化粧品・装身具・装飾品・民芸品（小売） 金器・銀器小売業
販売・卸 化粧品・装身具・装飾品・民芸品（小売） 宝石小売業
販売・卸 化粧品・装身具・装飾品・民芸品（小売） かさ専門店
販売・卸 化粧品・装身具・装飾品・民芸品（小売） かばん・袋物小売業
販売・卸 化粧品・装身具・装飾品・民芸品（小売） ベルトショップ
販売・卸 化粧品・装身具・装飾品・民芸品（小売） 履物小売業
販売・卸 化粧品・装身具・装飾品・民芸品（小売） アジア雑貨店
販売・卸 化粧品・装身具・装飾品・民芸品（小売） アメリカ雑貨販売店
販売・卸 化粧品・装身具・装飾品・民芸品（小売） ガラス工芸品小売業
販売・卸 化粧品・装身具・装飾品・民芸品（小売） 工芸品小売業
販売・卸 化粧品・装身具・装飾品・民芸品（小売） ちりめん小売業
販売・卸 化粧品・装身具・装飾品・民芸品（小売） テープ・リボン小売業
販売・卸 化粧品・装身具・装飾品・民芸品（小売） 額装・額縁小売業
販売・卸 化粧品・装身具・装飾品・民芸品（小売） 手芸店
販売・卸 化粧品・装身具・装飾品・民芸品（小売） 西洋人形製造・小売業
販売・卸 化粧品・装身具・装飾品・民芸品（小売） 太鼓小売業
販売・卸 化粧品・装身具・装飾品・民芸品（小売） 竹工芸品小売業
販売・卸 化粧品・装身具・装飾品・民芸品（小売） 美術品小売業
販売・卸 化粧品・装身具・装飾品・民芸品（小売） 書画・骨とう品小売業
販売・卸 化粧品・装身具・装飾品・民芸品（小売） やきもの工芸小売業
販売・卸 化粧品・装身具・装飾品・民芸品（小売） 民芸品・工芸品小売業関連
販売・卸 インテリア・生活雑貨（小売） インテリア用品小売業
販売・卸 インテリア・生活雑貨（小売） 家具小売業
販売・卸 インテリア・生活雑貨（小売） 食器製造・小売業
販売・卸 インテリア・生活雑貨（小売） 陶工芸小売業
販売・卸 インテリア・生活雑貨（小売） 日用雑貨小売業
販売・卸 インテリア・生活雑貨（小売） 手芸用品小売業
販売・卸 インテリア・生活雑貨（小売） インテリア・生活雑貨小売業関連
販売・卸 書籍・文具（小売） 教科書小売業
販売・卸 書籍・文具（小売） 古本屋
販売・卸 書籍・文具（小売） 書店
販売・卸 書籍・文具（小売） 文具・事務用品店
販売・卸 書籍・文具（小売） ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオ・レコード店
販売・卸 書籍・文具（小売） はんこ店（印鑑・印章・ゴム印）
販売・卸 書籍・文具（小売） 書籍・文具小売業関連
販売・卸 スポーツ用品・趣味用品（小売） アウトドアショップ
販売・卸 スポーツ用品・趣味用品（小売） おもちゃ・玩具店
販売・卸 スポーツ用品・趣味用品（小売） ゴルフ用品小売業
販売・卸 スポーツ用品・趣味用品（小売） スポーツ用品小売業
販売・卸 スポーツ用品・趣味用品（小売） 囲碁・将棋用品小売業
販売・卸 スポーツ用品・趣味用品（小売） 楽器店・楽器小売業
販売・卸 スポーツ用品・趣味用品（小売） 人形製造・小売業
販売・卸 スポーツ用品・趣味用品（小売） 切手・コインショップ
販売・卸 スポーツ用品・趣味用品（小売） スポーツ用品・趣味用品小売業関連
販売・卸 電気機器・事務機器（小売） AV・オーディオ関連製品小売業
販売・卸 電気機器・事務機器（小売） コンピューターＯＡ機器販売・修理業
販売・卸 電気機器・事務機器（小売） パソコンショップ
販売・卸 電気機器・事務機器（小売） 健康機器小売業
販売・卸 電気機器・事務機器（小売） 電器店
販売・卸 電気機器・事務機器（小売） 電気機械器具小売業
販売・卸 電気機器・事務機器（小売） 電気機器・事務機器小売業関連
販売・卸 時計・カメラ（小売） カメラ小売業
販売・卸 時計・カメラ（小売） カメラ買取業
販売・卸 時計・カメラ（小売） 事務用機械器具小売業
販売・卸 時計・カメラ（小売） 時計小売業
販売・卸 時計・カメラ（小売） 時計・カメラ小売業関連
販売・卸 ペット・ペット関連用品（小売） ペット小売業
販売・卸 ペット・ペット関連用品（小売） ペットショップ・用品小売業
販売・卸 ペット・ペット関連用品（小売） ペット美容室・ペット用品小売業
販売・卸 ペット・ペット関連用品（小売） ペット保険・ペット用品小売業
販売・卸 ペット・ペット関連用品（小売） ペット用品販売・ペットホテル
販売・卸 ペット・ペット関連用品（小売） 昆虫小売業
販売・卸 ペット・ペット関連用品（小売） ペットショップ・関連用品小売業関連
販売・卸 眼鏡・コンタクトレンズ（小売） コンタクトレンズ小売業
販売・卸 眼鏡・コンタクトレンズ（小売） 眼鏡小売業
販売・卸 眼鏡・コンタクトレンズ（小売） 眼鏡・コンタクトレンズ小売業関連
販売・卸 おもちゃ（小売） 知育玩具小売業
販売・卸 おもちゃ（小売） パーティーグッズショップ
販売・卸 おもちゃ（小売） おもちゃ小売業
販売・卸 おもちゃ（小売） おもちゃ小売業関連
販売・卸 仏壇・仏具（小売） 寺院用具仏壇・仏具店
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販売・卸 仏壇・仏具（小売） 仏壇・仏具小売業
販売・卸 仏壇・仏具（小売） 仏壇・仏具小売業関連
販売・卸 小売関連 ガーデニングショップ
販売・卸 小売関連 カタログ小売業
販売・卸 小売関連 ポスター・ブロマイド店
販売・卸 小売関連 ステンレス製品小売業
販売・卸 小売関連 ビリヤードショップ
販売・卸 小売関連 １０００円ショップ
販売・卸 小売関連 １００円ショップ
販売・卸 小売関連 アイデア商品店
販売・卸 小売関連 アウトレットショップ
販売・卸 小売関連 インターネット通販業
販売・卸 小売関連 ミシン小売業
販売・卸 小売関連 みやげ品店
販売・卸 小売関連 演劇用具・演劇衣装関連
販売・卸 小売関連 花環店
販売・卸 小売関連 画廊
販売・卸 小売関連 介護用品小売業
販売・卸 小売関連 楽器商オーディオ製品小売業
販売・卸 小売関連 官報販売所
販売・卸 小売関連 観葉植物小売業
販売・卸 小売関連 金物店
販売・卸 小売関連 骨とう品小売業
販売・卸 小売関連 植木小売業
販売・卸 小売関連 刃物小売業
販売・卸 小売関連 生花店
販売・卸 小売関連 石油ストーブ小売業
販売・卸 小売関連 贈答品小売業
販売・卸 小売関連 段ボールテープ・リボン小売業
販売・卸 小売関連 茶園
販売・卸 小売関連 中古ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオ・レコード店
販売・卸 小売関連 中古おもちゃ小売業
販売・卸 小売関連 中古ゴルフショップ
販売・卸 小売関連 中古ブランド品小売業
販売・卸 小売関連 中古楽器小売業
販売・卸 小売関連 中古品小売業
販売・卸 小売関連 通信販売・訪問販売小売業
販売・卸 小売関連 塗料小売業
販売・卸 小売関連 燃料小売業
販売・卸 小売関連 宝くじ売り場
販売・卸 小売関連 福祉用自動車・部品・用品小売業
販売・卸 小売関連 包装・梱包材料小売業
販売・卸 小売関連 毛糸小売業
販売・卸 小売関連 小売関連
その他サービス 理容・美容業 美容室・美容院
その他サービス 理容・美容業 理容店
その他サービス 理容・美容業 理容・美容業関連
その他サービス クリーニング業 インテリアクリーニング業
その他サービス クリーニング業 クリーニング業
その他サービス クリーニング業 コインランドリー
その他サービス クリーニング業 染抜（しみぬき）業
その他サービス クリーニング業 リネンサプライ業
その他サービス クリーニング業 洗張業
その他サービス クリーニング業 クリーニング業関連
その他サービス 浴場・サウナ・風俗店 サウナ
その他サービス 浴場・サウナ・風俗店 スーパー銭湯
その他サービス 浴場・サウナ・風俗店 ソープランド業
その他サービス 浴場・サウナ・風俗店 温泉浴場業
その他サービス 浴場・サウナ・風俗店 健康ランド
その他サービス 浴場・サウナ・風俗店 銭湯業
その他サービス 浴場・サウナ・風俗店 浴場・サウナ関連
その他サービス 警備・管理業 アパート管理業
その他サービス 警備・管理業 ビル管理業
その他サービス 警備・管理業 マンション管理業
その他サービス 警備・管理業 警備業
その他サービス 警備・管理業 作業環境測定分析業
その他サービス 警備・管理業 水槽設備保守管理業
その他サービス 警備・管理業 水道衛生設備保守管理業
その他サービス 警備・管理業 電気保安管理・メンテナンス業
その他サービス 警備・管理業 内装工事マンション管理業
その他サービス 警備・管理業 警備・管理業関連
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その他サービス 清掃・廃棄物処理業 エアコンクリーニング業
その他サービス 清掃・廃棄物処理業 ガラスふきサービス業
その他サービス 清掃・廃棄物処理業 ごみ埋立業
その他サービス 清掃・廃棄物処理業 ごみ収集運搬業
その他サービス 清掃・廃棄物処理業 し尿収集運搬業
その他サービス 清掃・廃棄物処理業 スクラップ類回収業
その他サービス 清掃・廃棄物処理業 ハウスクリーニング業
その他サービス 清掃・廃棄物処理業 ビルサービス業
その他サービス 清掃・廃棄物処理業 ふとん丸洗いサービス業
その他サービス 清掃・廃棄物処理業 亜鉛・鉛・すずスクラップ回収業
その他サービス 清掃・廃棄物処理業 一般廃棄物処理業
その他サービス 清掃・廃棄物処理業 煙突掃除業
その他サービス 清掃・廃棄物処理業 汚泥処理業
その他サービス 清掃・廃棄物処理業 廃棄物処理業
その他サービス 清掃・廃棄物処理業 機械部分品再生資源リサイクル業
その他サービス 清掃・廃棄物処理業 再生資源リサイクル業
その他サービス 清掃・廃棄物処理業 再生資源卸売業
その他サービス 清掃・廃棄物処理業 産業廃棄物処分業
その他サービス 清掃・廃棄物処理業 工業用水道業
その他サービス 清掃・廃棄物処理業 住宅消毒・害虫駆除サービス業
その他サービス 清掃・廃棄物処理業 浄化槽管理・清掃・メンテナンス業
その他サービス 清掃・廃棄物処理業 寝具消毒・乾燥業
その他サービス 清掃・廃棄物処理業 清掃・メンテナンス業
その他サービス 清掃・廃棄物処理業 船舶廃油収集運搬業
その他サービス 清掃・廃棄物処理業 廃プラスチック処理業
その他サービス 清掃・廃棄物処理業 非鉄金属スクラップ回収・卸売業
その他サービス 清掃・廃棄物処理業 清掃・廃棄物処理業関連
その他サービス レンタル・リース業 ＯＡ機器レンタル・リース業
その他サービス レンタル・リース業 ウエスレンタル業
その他サービス レンタル・リース業 レンタルおしぼり・紙おしぼり関連用品業
その他サービス レンタル・リース業 コンテナレンタル・リース業
その他サービス レンタル・リース業 モータースポーツショップレンタルカート
その他サービス レンタル・リース業 総合リース業
その他サービス レンタル・リース業 レンタサイクル業
その他サービス レンタル・リース業 レンタルショップ
その他サービス レンタル・リース業 レンタルスキー・スノーボード業
その他サービス レンタル・リース業 レンタルスペース・貸会場業
その他サービス レンタル・リース業 レンタルトイレ
その他サービス レンタル・リース業 レンタルビデオ・ＤＶＤ・ＣＤ店
その他サービス レンタル・リース業 医療・福祉用具レンタル・リース業
その他サービス レンタル・リース業 スポーツ用品賃貸業
その他サービス レンタル・リース業 運搬用機械設備レンタル・リース業
その他サービス レンタル・リース業 映画用機械レンタル・リース業
その他サービス レンタル・リース業 映写機レンタル・リース業
その他サービス レンタル・リース業 介護用品レンタル業
その他サービス レンタル・リース業 基礎工事用機械リース・レンタル業
その他サービス レンタル・リース業 金属工作機械レンタル・リース業
その他サービス レンタル・リース業 計測器レンタル・リース業
その他サービス レンタル・リース業 建設機械器具レンタル・リース業
その他サービス レンタル・リース業 事務用機械器具レンタル・リース業
その他サービス レンタル・リース業 自動販売機レンタル・リース業
その他サービス レンタル・リース業 おしぼりレンタル・リース業
その他サービス レンタル・リース業 娯楽用品賃貸業
その他サービス レンタル・リース業 ぞうきんレンタル・リース業
その他サービス レンタル・リース業 貸テレビ業
その他サービス レンタル・リース業 テントレンタル・リース業
その他サービス レンタル・リース業 ふとんレンタル・リース業
その他サービス レンタル・リース業 貸モップ業
その他サービス レンタル・リース業 ユニホームレンタル・リース業
その他サービス レンタル・リース業 貸衣しょう業
その他サービス レンタル・リース業 貸花環業
その他サービス レンタル・リース業 音楽賃貸業
その他サービス レンタル・リース業 植木レンタル・リース業
その他サービス レンタル・リース業 清掃具レンタル・リース業
その他サービス レンタル・リース業 動物レンタル業
その他サービス レンタル・リース業 貸本業
その他サービス レンタル・リース業 通信用機械器具レンタル・リース業
その他サービス レンタル・リース業 美術品レンタル業
その他サービス レンタル・リース業 不動産取引リース業
その他サービス レンタル・リース業 レンタル・リース業関連
その他サービス 修理・整備業 ＯＡ機器修理サービス業
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その他サービス 修理・整備業 アクセサリー修理業
その他サービス 修理・整備業 玩具修理・おもちゃ病院
その他サービス 修理・整備業 かさ修理業
その他サービス 修理・整備業 ガラス修理業
その他サービス 修理・整備業 めがね修理業
その他サービス 修理・整備業 衣服裁縫修理業
その他サービス 修理・整備業 羽毛製品綿打ち直しサービス業
その他サービス 修理・整備業 家具修理業
その他サービス 修理・整備業 家電修理業
その他サービス 修理・整備業 絵画修復業
その他サービス 修理・整備業 楽器修理業
その他サービス 修理・整備業 機械修理業
その他サービス 修理・整備業 機械刃物研磨業
その他サービス 修理・整備業 金物店スペアキー製作業
その他サービス 修理・整備業 靴修理スペアキー製作業
その他サービス 修理・整備業 靴・下駄修理業
その他サービス 修理・整備業 靴修理・靴店
その他サービス 修理・整備業 かばん修理業
その他サービス 修理・整備業 計量器修理業
その他サービス 修理・整備業 建設機械整備業
その他サービス 修理・整備業 航空機整備業
その他サービス 修理・整備業 産業用設備洗浄業
その他サービス 修理・整備業 時計修理業
その他サービス 修理・整備業 書画修復業
その他サービス 修理・整備業 船舶修理業
その他サービス 修理・整備業 造船・船舶整備業
その他サービス 修理・整備業 刀剣類研磨業
その他サービス 修理・整備業 農器具修理業
その他サービス 修理・整備業 舶用機関修理業
その他サービス 修理・整備業 芸術品・美術品修復業
その他サービス 修理・整備業 修理・整備業関連
その他サービス 人材派遣・紹介・代行サービス業 ホームセキュリティサービス業
その他サービス 人材派遣・紹介・代行サービス業 マネキン紹介事業
その他サービス 人材派遣・紹介・代行サービス業 看護師・家政婦紹介所
その他サービス 人材派遣・紹介・代行サービス業 治験支援業
その他サービス 人材派遣・紹介・代行サービス業 職業紹介業
その他サービス 人材派遣・紹介・代行サービス業 人材紹介所・人材バンク
その他サービス 人材派遣・紹介・代行サービス業 人材派遣業
その他サービス 人材派遣・紹介・代行サービス業 在宅ワーク・内職あっせん業
その他サービス 人材派遣・紹介・代行サービス業 便利屋
その他サービス 人材派遣・紹介・代行サービス業 アウトソーシング業務請負業
その他サービス 人材派遣・紹介・代行サービス業 代行サービス業
その他サービス 人材派遣・紹介・代行サービス業 人材派遣・紹介・代行サービス業関連
その他サービス 宣伝・広告業 アドバルーン広告業
その他サービス 宣伝・広告業 インターネット広告業
その他サービス 宣伝・広告業 クラフトデザイン広告制作業
その他サービス 宣伝・広告業 コピーライティング業
その他サービス 宣伝・広告業 コマーシャル制作業
その他サービス 宣伝・広告業 ちんどん屋
その他サービス 宣伝・広告業 テレビ・ラジオ広告代理店
その他サービス 宣伝・広告業 ネオンサイン広告業
その他サービス 宣伝・広告業 広告制作業
その他サービス 宣伝・広告業 広告業
その他サービス 宣伝・広告業 販売促進サービス業
その他サービス 宣伝・広告業 宣伝・広告業関連
その他サービス 調査・コンサルタント業 インターネット調査業
その他サービス 調査・コンサルタント業 システムコンサルタント業
その他サービス 調査・コンサルタント業 興信所
その他サービス 調査・コンサルタント業 市場調査・マーケティング業
その他サービス 調査・コンサルタント業 商業施設企画業
その他サービス 調査・コンサルタント業 商品検査業
その他サービス 調査・コンサルタント業 消防用設備点検・保守業
その他サービス 調査・コンサルタント業 水質検査業
その他サービス 調査・コンサルタント業 通信社
その他サービス 調査・コンサルタント業 保険サービス業
その他サービス 調査・コンサルタント業 経営コンサルタント業
その他サービス 調査・コンサルタント業 技術コンサルタント業
その他サービス 調査・コンサルタント業 建設コンサルタント業
その他サービス 調査・コンサルタント業 労働衛生・労働安全コンサルタント業
その他サービス 調査・コンサルタント業 補償コンサルタント業
その他サービス 調査・コンサルタント業 調査・コンサルタント業関連
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その他サービス 法律・弁護士事務所 弁護士事務所
その他サービス 法律・弁護士事務所 法律・弁護士事務所関連
その他サービス 会計士・税理士・専門職 経理事務所
その他サービス 会計士・税理士・専門職 公認会計士事務所
その他サービス 会計士・税理士・専門職 税理士事務所
その他サービス 会計士・税理士・専門職 計理・会計士・税理士事務所関連
その他サービス 会計士・税理士・専門職 司法書士事務所
その他サービス 会計士・税理士・専門職 行政書士事務所
その他サービス 会計士・税理士・専門職 建築設計業
その他サービス 会計士・税理士・専門職 プラント設計・機械設計業
その他サービス 会計士・税理士・専門職 設計事務所
その他サービス 会計士・税理士・専門職 太陽電池・電気設計業
その他サービス 会計士・税理士・専門職 鉄鋼工業機械設計業
その他サービス 会計士・税理士・専門職 不動産取引・商業施設設計業
その他サービス 会計士・税理士・専門職 電子回路設計業
その他サービス 会計士・税理士・専門職 社会保険労務士事務所
その他サービス 会計士・税理士・専門職 会計士・税理士・専門職関連
その他サービス 文化・芸能（専門サービス業・専門職） サーカス
その他サービス 文化・芸能（専門サービス業・専門職） テレビ番組企画・制作プロダクション
その他サービス 文化・芸能（専門サービス業・専門職） ピアノ教室・調律業
その他サービス 文化・芸能（専門サービス業・専門職） ピアノ・フルート教室
その他サービス 文化・芸能（専門サービス業・専門職） ピアノ・絵画教室
その他サービス 文化・芸能（専門サービス業・専門職） 演出家業
その他サービス 文化・芸能（専門サービス業・専門職） 映画フィルム現像業
その他サービス 文化・芸能（専門サービス業・専門職） 映画監督業
その他サービス 文化・芸能（専門サービス業・専門職） 映画制作・配給業
その他サービス 文化・芸能（専門サービス業・専門職） 映像サービス業
その他サービス 文化・芸能（専門サービス業・専門職） 楽団
その他サービス 文化・芸能（専門サービス業・専門職） 歌劇団
その他サービス 文化・芸能（専門サービス業・専門職） 楽器商・ピアノ調律業
その他サービス 文化・芸能（専門サービス業・専門職） 劇団
その他サービス 文化・芸能（専門サービス業・専門職） 声楽家業
その他サービス 文化・芸能（専門サービス業・専門職） 紋章上絵業・紋章店
その他サービス 文化・芸能（専門サービス業・専門職） 紋切業
その他サービス 文化・芸能（専門サービス業・専門職） 工芸作家・工芸デザイナー
その他サービス 文化・芸能（専門サービス業・専門職） 著述家業
その他サービス 文化・芸能（専門サービス業・専門職） 文化・芸能（専門サービス・専門職）関連
その他サービス 翻訳・通訳（専門サービス業・専門職） 通訳・翻訳業
その他サービス 翻訳・通訳（専門サービス業・専門職） 翻訳業
その他サービス 翻訳・通訳（専門サービス業・専門職） 通訳業
その他サービス 翻訳・通訳（専門サービス業・専門職） 翻訳・通訳（専門サービス・専門職）関連
その他サービス 理容・美容（専門サービス業・専門職） スタイリスト・ファッションコーディネーター
その他サービス 理容・美容（専門サービス業・専門職） ネイルサロン
その他サービス 理容・美容（専門サービス業・専門職） ビューティーアドバイザー
その他サービス 理容・美容（専門サービス業・専門職） ヘアデザイナー
その他サービス 理容・美容（専門サービス業・専門職） プロポーションメーキング
その他サービス 理容・美容（専門サービス業・専門職） 日焼けサロン
その他サービス 理容・美容（専門サービス業・専門職） エステティックサロン
その他サービス 理容・美容（専門サービス業・専門職） 育毛業
その他サービス 理容・美容（専門サービス業・専門職） 着付け業
その他サービス 理容・美容（専門サービス業・専門職） 理容・美容（専門サービス・専門職）関連
その他サービス 専門職関連 服飾デザイン業
その他サービス 専門職関連 技術サービス業
その他サービス 専門職関連 公証人役場
その他サービス 専門職関連 弁理士事務所
その他サービス 専門職関連 アニメーション制作業
その他サービス 専門職関連 ビルメンテナンス業
その他サービス 専門職関連 ファイナンシャルプランナー
その他サービス 専門職関連 フロン回収・処理業
その他サービス 専門職関連 計量証明業
その他サービス 専門職関連 出版編集業
その他サービス 専門職関連 オートレース業
その他サービス 専門職関連 プロレス協会
その他サービス 専門職関連 ログハウス設計業
その他サービス 専門職関連 環境測定分析業
その他サービス 専門職関連 鑑定士・鑑定業
その他サービス 専門職関連 額装業
その他サービス 専門職関連 金属防錆処理加工業
その他サービス 専門職関連 地質調査業
その他サービス 専門職関連 子供服仕立業
その他サービス 専門職関連 着物仕立業
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その他サービス 専門職関連 婦人服仕立業
その他サービス 専門職関連 海事代理士業
その他サービス 専門職関連 漆塗装業
その他サービス 専門職関連 相談サービス業
その他サービス 専門職関連 速記業
その他サービス 専門職関連 デザイナー・図案家
その他サービス 専門職関連 製図サービス業
その他サービス 専門職関連 中小企業診断士業
その他サービス 専門職関連 土地家屋調査士事務所
その他サービス 専門職関連 非破壊検査業
その他サービス 専門職関連 筆耕サービス業
その他サービス 専門職関連 品質検査業
その他サービス 専門職関連 スポーツエージェント業
その他サービス 専門職関連 商品先物取引業
その他サービス 専門職関連 ソフトウェア開発業
その他サービス 専門職関連 ＩＳＯコンサルタント業
その他サービス 専門職関連 Ｍ＆Ａコンサルタント業
その他サービス 専門職関連 専門職関連
その他サービス 写真・デザイン・装飾・録音 テキスタイルデザイン事務所
その他サービス 写真・デザイン・装飾・録音 写真家・カメラマン
その他サービス 写真・デザイン・装飾・録音 レコーディングスタジオ
その他サービス 写真・デザイン・装飾・録音 写真業
その他サービス 写真・デザイン・装飾・録音 商業デザイン業
その他サービス 写真・デザイン・装飾・録音 商業デザイン事務所
その他サービス 写真・デザイン・装飾・録音 製図・コピー・青写真サービス業
その他サービス 写真・デザイン・装飾・録音 イラストレーター
その他サービス 写真・デザイン・装飾・録音 インテリアコーディネーター
その他サービス 写真・デザイン・装飾・録音 デザイン業
その他サービス 写真・デザイン・装飾・録音 録音サービス業
その他サービス 写真・デザイン・装飾・録音 ディスプレイ業
その他サービス 写真・デザイン・装飾・録音 名札・銘板・ネームプレート制作業
その他サービス 写真・デザイン・装飾・録音 写真・デザイン・装飾・録音デザイン関連
その他サービス IT関連産業 ネットワークビジネス業
その他サービス IT関連産業 パソコン・ワープロ入力請負業
その他サービス IT関連産業 ウェブ制作業
その他サービス IT関連産業 サーバ運営業
その他サービス IT関連産業 システムインテグレーター
その他サービス IT関連産業 ソフトウェアコンサルタント業
その他サービス IT関連産業 データベースサービス業
その他サービス IT関連産業 プログラム作成情報処理サービス業
その他サービス IT関連産業 計算・会計センター
その他サービス IT関連産業 救急医療情報テレホンサービス業
その他サービス IT関連産業 情報システム開発業
その他サービス IT関連産業 情報処理サービス業
その他サービス IT関連産業 情報提供サービス業
その他サービス IT関連産業 IT関連産業関連
その他サービス 冠婚葬祭・イベント パーティー請負業
その他サービス 冠婚葬祭・イベント 結婚式場業
その他サービス 冠婚葬祭・イベント 火葬業
その他サービス 冠婚葬祭・イベント ウエディング会場
その他サービス 冠婚葬祭・イベント 結婚式場紹介業
その他サービス 冠婚葬祭・イベント 結婚相談業
その他サービス 冠婚葬祭・イベント 斎場
その他サービス 冠婚葬祭・イベント 葬儀・葬祭業
その他サービス 冠婚葬祭・イベント 貸ブライダル衣しょう業
その他サービス 冠婚葬祭・イベント 納骨堂
その他サービス 冠婚葬祭・イベント 墓地管理業
その他サービス 冠婚葬祭・イベント イベント企画業
その他サービス 冠婚葬祭・イベント 葬儀屋
その他サービス 冠婚葬祭・イベント 冠婚葬祭・イベント関連
その他サービス 占い 観相・易占い
その他サービス 占い タロット占い
その他サービス 占い 姓名判断
その他サービス 占い 占い師・祈祷師
その他サービス 占い 易占い
その他サービス 占い 観相
その他サービス 占い 西洋占い
その他サービス 占い 風水
その他サービス 占い 占い
その他サービス 占い 東洋占い
その他サービス 占い 占い関連
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その他サービス ペット関連サービス業 調教師・訓練師
その他サービス ペット関連サービス業 ペット美容教室・犬訓練所
その他サービス ペット関連サービス業 ペット美容室・関連サービス
その他サービス ペット関連サービス業 ペット・ペット用品小売業
その他サービス ペット関連サービス業 ペットショップ・ペットホテル
その他サービス ペット関連サービス業 ペット関連サービス関連
その他サービス 介護関連サービス業 介護移送支援・相談サービス業
その他サービス 介護関連サービス業 高齢者生活福祉センター
その他サービス 介護関連サービス業 在宅配食サービス業
その他サービス 介護関連サービス業 施設介護サービス業
その他サービス 介護関連サービス業 軽費老人ホーム
その他サービス 介護関連サービス業 デイケアケアプラン作成業
その他サービス 介護関連サービス業 ケアプラン作成・在宅介護サービス業
その他サービス 介護関連サービス業 訪問介護事業所
その他サービス 介護関連サービス業 介護関連サービス業関連
その他サービス 育児関連サービス業 ベビーシッター
その他サービス 育児関連サービス業 認可外保育施設・ベビーホテル
その他サービス 育児関連サービス業 児童相談サービス業
その他サービス 育児関連サービス業 育児関連サービス関連
その他サービス 情報提供サービス業 レジャー・スポーツ情報提供サービス業
その他サービス 情報提供サービス業 イベント情報提供サービス業
その他サービス 情報提供サービス業 ニュース供給業
その他サービス 情報提供サービス業 医療保健情報提供サービス業
その他サービス 情報提供サービス業 各種情報提供サービス業
その他サービス 情報提供サービス業 教育・学校情報提供サービス業
その他サービス 情報提供サービス業 気象情報提供サービス業
その他サービス 情報提供サービス業 求人求職情報提供サービス業
その他サービス 情報提供サービス業 教養情報提供サービス業
その他サービス 情報提供サービス業 警察・消防・福祉情報提供サービス業
その他サービス 情報提供サービス業 交通情報提供サービス業
その他サービス 情報提供サービス業 住宅情報提供サービス業
その他サービス 情報提供サービス業 暮らし情報提供サービス業
その他サービス 情報提供サービス業 情報提供サービス関連
その他サービス サービス業関連 スタンプサービス業
その他サービス サービス業関連 農業サービス業
その他サービス サービス業関連 温泉供給・販売業
その他サービス サービス業関連 信用保証機関（クレジットカード保証・身元保証業）
その他サービス サービス業関連 差し入れ代行サービス業
その他サービス サービス業関連 給食調理サービス業
その他サービス サービス業関連 ダイレクトメールサービス業
その他サービス サービス業関連 模擬テストサービス業
その他サービス サービス業関連 綿打直しサービス業
その他サービス サービス業関連 コインロッカー業
その他サービス サービス業関連 コピーサービス業
その他サービス サービス業関連 サンプル配布業
その他サービス サービス業関連 オフィスコーヒーサービス業
その他サービス サービス業関連 スペアキー製作・防犯用設備・用品業
その他サービス サービス業関連 テープ起こし業
その他サービス サービス業関連 テレマーケティング・コールセンター
その他サービス サービス業関連 ラッピングサービス業
その他サービス サービス業関連 害虫駆除サービス業
その他サービス サービス業関連 自動販売機取扱いサービス業
その他サービス サービス業関連 起毛織物整理業
その他サービス サービス業関連 信書便事業
その他サービス サービス業関連 家事サービス業
その他サービス サービス業関連 サービス業関連
出版・印刷 印刷業 ＩＣカード印刷業
出版・印刷 印刷業 広告印刷サービス業
出版・印刷 印刷業 カタログ・パンフレット印刷業
出版・印刷 印刷業 カレンダー印刷業
出版・印刷 印刷業 グラビア製版業
出版・印刷 印刷業 グラフィックデザイン印刷業
出版・印刷 印刷業 シール印刷業
出版・印刷 印刷業 スクリーン印刷業
出版・印刷 印刷業 ディスプレイ印刷・サービス業
出版・印刷 印刷業 はがき印刷業
出版・印刷 印刷業 パッケージ印刷業
出版・印刷 印刷業 ビジネスフォーム印刷業
出版・印刷 印刷業 ラベル・レッテル印刷業
出版・印刷 印刷業 一般証券印刷業
出版・印刷 印刷業 印刷業
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出版・印刷 印刷業 印刷サービス業
出版・印刷 印刷業 金属印刷業
出版・印刷 印刷業 新聞印刷業
出版・印刷 印刷業 特殊印刷業
出版・印刷 印刷業 美術印刷業
出版・印刷 印刷業 封筒印刷業
出版・印刷 印刷業 包装印刷業
出版・印刷 印刷業 包装梱包・機械包装印刷業
出版・印刷 印刷業 名札・ネームプレート印刷業
出版・印刷 印刷業 箔押し加工・印刷業
出版・印刷 印刷業 印刷加工業
出版・印刷 印刷業 印刷業関連
出版・印刷 出版業 海図出版業
出版・印刷 出版業 学習参考書・教科書出版業
出版・印刷 出版業 学習専門図書出版業
出版・印刷 出版業 業界誌・専門誌出版業
出版・印刷 出版業 経営専門図書出版業
出版・印刷 出版業 建築専門図書出版業
出版・印刷 出版業 雑誌出版業
出版・印刷 出版業 自然科学専門図書出版業
出版・印刷 出版業 音楽出版業
出版・印刷 出版業 出版社
出版・印刷 出版業 情報誌出版業
出版・印刷 出版業 製本業
出版・印刷 出版業 各種専門図書出版業
出版・印刷 出版業 装丁業
出版・印刷 出版業 地図出版業
出版・印刷 出版業 編集プロダクション
出版・印刷 出版業 タウン情報誌出版業
出版・印刷 出版業 写植業
出版・印刷 出版業 出版業関連
出版・印刷 印刷・出版関連 ＤＴＰ
出版・印刷 印刷・出版関連 オリジナルＴシャツプリント製造業
出版・印刷 印刷・出版関連 スクリーン製版業
出版・印刷 印刷・出版関連 デジタル製版業
出版・印刷 印刷・出版関連 フレキソ製版業
出版・印刷 印刷・出版関連 印刷・印刷サービス業
出版・印刷 印刷・出版関連 印刷・製本業
出版・印刷 印刷・出版関連 印刷物加工業
出版・印刷 印刷・出版関連 建築材印刷業
出版・印刷 印刷・出版関連 写真製版業
出版・印刷 印刷・出版関連 精密電子部品印刷業
出版・印刷 印刷・出版関連 印刷グラフィックデザイン業
出版・印刷 印刷・出版関連 印刷サービス・印鑑・印章・ゴム印製造業
出版・印刷 印刷・出版関連 印刷・出版関連
建設・工事 建設・工事業 エクステリア工事業
建設・工事 建設・工事業 カッター・コア工事業
建設・工事 建設・工事業 ガラス工事業
建設・工事 建設・工事業 コンクリート工事業
建設・工事 建設・工事業 シャッター据付・工事業
建設・工事 建設・工事業 タイル工事業
建設・工事 建設・工事業 とび工事業
建設・工事 建設・工事業 ひき屋工事業
建設・工事 建設・工事業 ブロック工事業
建設・工事 建設・工事業 建築リフォーム工事業
建設・工事 建設・工事業 煙突工事業
建設・工事 建設・工事業 屋根工事業
建設・工事 建設・工事業 介護リフォーム業
建設・工事 建設・工事業 海事工事業
建設・工事 建設・工事業 外壁工事業
建設・工事 建設・工事業 金属製品塗装業
建設・工事 建設・工事業 型枠大工工事業
建設・工事 建設・工事業 建具加工・工事業
建設・工事 建設・工事業 建設業
建設・工事 建設・工事業 建築検査業
建設・工事 建設・工事業 建築工事業
建設・工事 建設・工事業 建築塗装工事業
建設・工事 建設・工事業 建築板金業
建設・工事 建設・工事業 建売業
建設・工事 建設・工事業 建築物解体工事業
建設・工事 建設・工事業 左官業
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建設・工事 建設・工事業 建設・工事業
建設・工事 建設・工事業 生コンクリート土木建築工事業
建設・工事 建設・工事業 石垣築造業
建設・工事 建設・工事業 装飾業
建設・工事 建設・工事業 造園業
建設・工事 建設・工事業 大工工事業
建設・工事 建設・工事業 大工
建設・工事 建設・工事業 地盤改良工事業
建設・工事 建設・工事業 駐車場工事業
建設・工事 建設・工事業 鉄筋工事業
建設・工事 建設・工事業 鉄骨・木造建築工事業
建設・工事 建設・工事業 鉄骨工事業
建設・工事 建設・工事業 塗装業
建設・工事 建設・工事業 一般土木建築工事業
建設・工事 建設・工事業 道路・路面標識工事業
建設・工事 建設・工事業 特殊コンクリート工事業
建設・工事 建設・工事業 内装工事業
建設・工事 建設・工事業 舗装工事業
建設・工事 建設・工事業 防音工事業
建設・工事 建設・工事業 防水工事業
建設・工事 建設・工事業 木造建築工事業
建設・工事 建設・工事業 建設・工事業関連
建設・工事 建設資材業 アルミ建材関連業
建設・工事 建設資材業 エクステリア材関連業
建設・工事 建設資材業 屋根材料業
建設・工事 建設資材業 温室設備・防犯用設備業
建設・工事 建設資材業 建具業
建設・工事 建設資材業 建材業
建設・工事 建設資材業 建築材業
建設・工事 建設資材業 合板製造・卸売業
建設・工事 建設資材業 床材料・加工業
建設・工事 建設資材業 水道材業
建設・工事 建設資材業 断熱材業
建設・工事 建設資材業 土木建築材料・水処理装置整備業
建設・工事 建設資材業 配管材料業
建設・工事 建設資材業 壁材料業
建設・工事 建設資材業 防音材料業
建設・工事 建設資材業 銘木製造業
建設・工事 建設資材業 木材・パルプ貿易業
建設・工事 建設資材業 建設資材業関連
建設・工事 設備工事業 エレベーター工事業
建設・工事 設備工事業 ガス工事業
建設・工事 設備工事業 管工事業
建設・工事 設備工事業 機械据付工事業
建設・工事 設備工事業 空調設備工事業
建設・工事 設備工事業 除雪機・融雪装置製造・整備業
建設・工事 設備工事業 信号装置製造・整備業
建設・工事 設備工事業 水処理装置製造・整備業
建設・工事 設備工事業 水槽設備工事業
建設・工事 設備工事業 水道衛生工事・保守業
建設・工事 設備工事業 水道業
建設・工事 設備工事業 断熱工事業
建設・工事 設備工事業 築炉工事業
建設・工事 設備工事業 通信設備工事業
建設・工事 設備工事業 鉄鋼工業管工事業
建設・工事 設備工事業 電気設備工事業
建設・工事 設備工事業 電線工事業
建設・工事 設備工事業 電話工事業
建設・工事 設備工事業 塗装工事業
建設・工事 設備工事業 冷凍設備工事業
建設・工事 設備工事業 配管工事業
建設・工事 設備工事業 設備工事業関連
建設・工事 住宅設備業 風呂釜・浴槽リフォーム工事業
建設・工事 住宅設備業 分譲住宅リフォーム工事業
建設・工事 住宅設備業 壁紙工事業
建設・工事 住宅設備業 建築リフォーム業
建設・工事 住宅設備業 冷暖房設備工事業
建設・工事 住宅設備業 オーダーカーテン
建設・工事 住宅設備業 日本びょうぶ等製造業
建設・工事 住宅設備業 畳小売業
建設・工事 住宅設備業 消防用設備・用品・保守点検用品業
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建設・工事 住宅設備業 水道金物材料業
建設・工事 住宅設備業 電気器具取付業
建設・工事 住宅設備業 配管・土木建築材料業
建設・工事 住宅設備業 表具業
建設・工事 住宅設備業 表装業
建設・工事 住宅設備業 風呂釜・浴槽ボイラー設備業
建設・工事 住宅設備業 防犯用設備工事業
建設・工事 住宅設備業 住宅設備業関連
建設・工事 建設・工事関連 アパート・マンション木材店
建設・工事 建設・工事関連 インテリア用品店・リフォーム工事業
建設・工事 建設・工事関連 ウェルポイント工事業
建設・工事 建設・工事関連 エアコン工事業
建設・工事 建設・工事関連 エナメル塗装業
建設・工事 建設・工事関連 カーテンウォール工事業
建設・工事 建設・工事関連 ガス工業消火設備工事業
建設・工事 建設・工事関連 ガス配管工事業
建設・工事 建設・工事関連 かやぶき屋根工事業
建設・工事 建設・工事関連 かわら屋根工事業
建設・工事 建設・工事関連 くい打工事業
建設・工事 建設・工事関連 工事業関連
建設・工事 建設・工事関連 ゴルフ場工事業
建設・工事 建設・工事関連 コンクリート打設工事業
建設・工事 建設・工事関連 サウナ設備設計業
建設・工事 建設・工事関連 さく井工事業
建設・工事 建設・工事関連 さく泉工事業
建設・工事 建設・工事関連 シャッター防犯用設備業
建設・工事 建設・工事関連 しゅんせつ工事業
建設・工事 建設・工事関連 テレビ放送設備工事
建設・工事 建設・工事関連 ネオン工事業
建設・工事 建設・工事関連 はつり業
建設・工事 建設・工事関連 ピアノ調律師・防音工事業
建設・工事 建設・工事関連 井戸工事業
建設・工事 建設・工事関連 雨どい工事業
建設・工事 建設・工事関連 衛生設備工事業
建設・工事 建設・工事関連 屋上緑化工事業
建設・工事 建設・工事関連 下水道処理施設維持管理業
建設・工事 建設・工事関連 火災報知機工事業
建設・工事 建設・工事関連 看板製作業
建設・工事 建設・工事関連 缶・管工事業
建設・工事 建設・工事関連 宮大工
建設・工事 建設・工事関連 給排水工事業
建設・工事 建設・工事関連 橋りょう工事業
建設・工事 建設・工事関連 金属製屋根工事業
建設・工事 建設・工事関連 空調設備工事空調機械業
建設・工事 建設・工事関連 計装工事業
建設・工事 建設・工事関連 管・配管工事業
建設・工事 建設・工事関連 建具工事業
建設・工事 建設・工事関連 建設揚重業
建設・工事 建設・工事関連 建築金物ディスプレイ業
建設・工事 建設・工事関連 再生木材業
建設・工事 建設・工事関連 自動ドア設置工事業
建設・工事 建設・工事関連 室内装飾工事業
建設・工事 建設・工事関連 床工事業
建設・工事 建設・工事関連 昇降設備工事業
建設・工事 建設・工事関連 消防用設備点検・消火設備工事業
建設・工事 建設・工事関連 石工工事業
建設・工事 建設・工事関連 潜水工事業
建設・工事 建設・工事関連 大工・型枠大工工事業
建設・工事 建設・工事関連 通信土木工事業
建設・工事 建設・工事関連 電気工事業
建設・工事 建設・工事関連 電波障害処理業
建設・工事 建設・工事関連 道路標識設置工事業
建設・工事 建設・工事関連 熱絶縁工事業
建設・工事 建設・工事関連 防水・屋根工事業
建設・工事 建設・工事関連 建設・工事関連
農林・水産・鉱業 農業・林業 きのこ栽培業
農林・水産・鉱業 農業・林業 ハーブ園
農林・水産・鉱業 農業・林業 穀作サービス業
農林・水産・鉱業 農業・林業 ばれいしょ・かんしょ作農業
農林・水産・鉱業 農業・林業 温室栽培業
農林・水産・鉱業 農業・林業 果樹作・野菜作サービス業
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農林・水産・鉱業 農業・林業 果樹作サービス業
農林・水産・鉱業 農業・林業 野菜作サービス業
農林・水産・鉱業 農業・林業 農園・農場
農林・水産・鉱業 農業・林業 米作農業
農林・水産・鉱業 農業・林業 野菜作農業
農林・水産・鉱業 農業・林業 きのこ採取業
農林・水産・鉱業 農業・林業 ひき（挽）材業
農林・水産・鉱業 農業・林業 育林業
農林・水産・鉱業 農業・林業 漆工・漆器業
農林・水産・鉱業 農業・林業 製薪炭業
農林・水産・鉱業 農業・林業 素材生産・サービス業
農林・水産・鉱業 農業・林業 農業・林業関連
農林・水産・鉱業 園芸 植木職
農林・水産・鉱業 園芸 植木栽培販売・卸売業
農林・水産・鉱業 園芸 造園工事業
農林・水産・鉱業 園芸 苗木店
農林・水産・鉱業 園芸 盆栽業
農林・水産・鉱業 園芸 育苗センター
農林・水産・鉱業 園芸 種苗養殖業
農林・水産・鉱業 園芸 種苗商
農林・水産・鉱業 園芸 園芸サービス業
農林・水産・鉱業 園芸 花き作農業
農林・水産・鉱業 園芸 園芸用品店
農林・水産・鉱業 園芸 園芸関連
農林・水産・鉱業 水産業 さんご養殖・加工業
農林・水産・鉱業 水産業 養殖業・養殖場
農林・水産・鉱業 水産業 海苔生産加工業
農林・水産・鉱業 水産業 海面漁業
農林・水産・鉱業 水産業 漁業・水産業
農林・水産・鉱業 水産業 定置網漁業
農林・水産・鉱業 水産業 水産業関連
農林・水産・鉱業 畜産業 と畜場
農林・水産・鉱業 畜産業 ふ卵業
農林・水産・鉱業 畜産業 家畜業
農林・水産・鉱業 畜産業 家畜人工授精業
農林・水産・鉱業 畜産業 種鶏業
農林・水産・鉱業 畜産業 畜産・畜産類似業
農林・水産・鉱業 畜産業 畜産サービス業
農林・水産・鉱業 畜産業 養鶏業
農林・水産・鉱業 畜産業 養蚕農業
農林・水産・鉱業 畜産業 ウサギ畜産業
農林・水産・鉱業 畜産業 養豚業
農林・水産・鉱業 畜産業 養蜂業・養蜂場
農林・水産・鉱業 畜産業 キジ畜産業
農林・水産・鉱業 畜産業 養鶉業・養鶉場
農林・水産・鉱業 畜産業 畜産業関連
農林・水産・鉱業 鉱業・エネルギー 鉛鉱業
農林・水産・鉱業 鉱業・エネルギー 火山灰採掘業
農林・水産・鉱業 鉱業・エネルギー 鉱業
農林・水産・鉱業 鉱業・エネルギー オイルタンク貯蔵業
農林・水産・鉱業 鉱業・エネルギー 石油卸売業
農林・水産・鉱業 鉱業・エネルギー 石油開発事業
農林・水産・鉱業 鉱業・エネルギー 石油精製業
農林・水産・鉱業 鉱業・エネルギー 煉炭業
農林・水産・鉱業 鉱業・エネルギー 鉱業・エネルギー関連
農林・水産・鉱業 農林・水産・鉱業関連 鉱山業
農林・水産・鉱業 農林・水産・鉱業関連 うるし採取業
農林・水産・鉱業 農林・水産・鉱業関連 温泉供給業
農林・水産・鉱業 農林・水産・鉱業関連 真珠養殖業
農林・水産・鉱業 農林・水産・鉱業関連 脱穀業
農林・水産・鉱業 農林・水産・鉱業関連 石細工業
農林・水産・鉱業 農林・水産・鉱業関連 農林・水産・鉱業関連
製造・加工 衣料関連 エプロン製造業
製造・加工 衣料関連 シャツ製造業
製造・加工 衣料関連 製糸業
製造・加工 衣料関連 外衣製造業
製造・加工 衣料関連 スカーフ製造業
製造・加工 衣料関連 スポーツウェア製造業
製造・加工 衣料関連 ちりめん織製造業
製造・加工 衣料関連 刺しゅう製造業
製造・加工 衣料関連 テーラーショップ
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製造・加工 衣料関連 ナイトウェア製造卸売業
製造・加工 衣料関連 ニット生地製造業
製造・加工 衣料関連 ニット製品製造業
製造・加工 衣料関連 ブラウス製造業
製造・加工 衣料関連 ベビー服製造業
製造・加工 衣料関連 ワイシャツ製造・卸売業
製造・加工 衣料関連 衣料製造・卸売業
製造・加工 衣料関連 下着製造・卸売業
製造・加工 衣料関連 化学繊維製造・加工業
製造・加工 衣料関連 化学繊維紡績業
製造・加工 衣料関連 革ベルト製造業（服装用）
製造・加工 衣料関連 久留米がすり製造業
製造・加工 衣料関連 靴下製造業
製造・加工 衣料関連 手袋製造業
製造・加工 衣料関連 上田つむぎ製造業
製造・加工 衣料関連 織物製衣料製造業
製造・加工 衣料関連 作業用服製造業
製造・加工 衣料関連 紳士・少年服製造業
製造・加工 衣料関連 制服製造業
製造・加工 衣料関連 大島つむぎ製造業
製造・加工 衣料関連 繊維製品製造業
製造・加工 衣料関連 博多織製造業
製造・加工 衣料関連 皮革衣料製造・卸売業
製造・加工 衣料関連 婦人子供服製造・卸売業
製造・加工 衣料関連 縫製加工業
製造・加工 衣料関連 綿織物業
製造・加工 衣料関連 毛織物業
製造・加工 衣料関連 毛皮製造業
製造・加工 衣料関連 シリコーンクロス製造業
製造・加工 衣料関連 帽子材料製造業
製造・加工 衣料関連 帽子製造業
製造・加工 衣料関連 フェルト製造業
製造・加工 衣料関連 ゴム入織物業
製造・加工 衣料関連 金銀糸製造・加工業
製造・加工 衣料関連 絹織物業
製造・加工 衣料関連 織物業
製造・加工 衣料関連 生糸製造業
製造・加工 衣料関連 衣料精錬業
製造・加工 衣料関連 西陣織製造業
製造・加工 衣料関連 染色業
製造・加工 衣料関連 染物業
製造・加工 衣料関連 麻織物業
製造・加工 衣料関連 友禅染製造業
製造・加工 衣料関連 帯製造業
製造・加工 衣料関連 和装製品製造業
製造・加工 衣料関連 衣料関連
製造・加工 生活雑貨･日用品 シーツ製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 ゴムひも製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 こたつ掛け毛布製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 カーテン製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 タオル・手拭い製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 衛生マスク製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 セロファン袋製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 サイジング加工業
製造・加工 生活雑貨･日用品 テント・シート製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 ハンカチーフ製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 ふろしき製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 まくら製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 意匠紋紙・紋意匠製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 麻袋製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 織ネーム・マーク製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 羽毛成品製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 おけ製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 かさ製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 スリッパ製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 たらい製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 たる製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 びょうぶ製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 ブラインド製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 ふるい製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 ろうそく製造業
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製造・加工 生活雑貨･日用品 下駄製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 果物サンプル製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 掛け軸製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 記章製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 空手用具製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 剣道用具製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 建具製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 漆工芸品製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 将棋用品製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 畳製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 台所用品製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 太鼓製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 合成皮革加工業
製造・加工 生活雑貨･日用品 日用品雑貨製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 ざる製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 理・美容用品製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 たばこ入れ製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 うちわ製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 サングラス製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 すだれ製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 ふすま製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 ボタン製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 化粧品製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 折箱・木箱製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 家具製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 幕旗製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 応接セット製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 書道用品製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 革手袋製造業
製造・加工 生活雑貨･日用品 入浴剤製造・販売業
製造・加工 生活雑貨･日用品 文具・事務用品製造・卸売業
製造・加工 生活雑貨･日用品 生活雑貨･日用品関連
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 かばん製造業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 革靴製造・修理業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 スポーツシューズ製造業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 靴材料製造業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 財布製造業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 袋物製造業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 葬具・仏具製造業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 仏壇・仏具店・みこし製造業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 仏壇・仏具製造業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 仏壇製造・仏壇・仏具店
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 寺院用具製造・用具店
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 三方製造・線香・薫香製造業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 宝石アクセサリー製造業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 宝石加工業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 だるま製造業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 ちょうちん製造業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 のぼり製造業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 みこし製造業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 工芸品製造業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 欄間製造業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 わら工品製造業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 い草製品製造業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 かざり職
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 エレキギター製造業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 オーディオ機器製造業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 スポーツ用品製造業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 額縁製造業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 琴製造業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 三味線製造業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 尺八製造業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 人形製造業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 模型製造業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 木型モデル製造業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 ゲーム盤製造業
製造・加工 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 趣味雑貨関連
製造・加工 食料品 砂糖製造業
製造・加工 食料品 かつおぶし製造業
製造・加工 食料品 かまぼこ製造業
製造・加工 食料品 かん詰製造業
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製造・加工 食料品 こうじ製造業
製造・加工 食料品 こんにゃく製造業
製造・加工 食料品 しみ豆腐製造業
製造・加工 食料品 ジャム・マーマレード製造業
製造・加工 食料品 するめ製造業
製造・加工 食料品 そう（惣）菜製造業
製造・加工 食料品 ソース製造業
製造・加工 食料品 そば粉・そば製造業
製造・加工 食料品 チーズ製造業
製造・加工 食料品 ちくわ製造業
製造・加工 食料品 でんぷん製造業
製造・加工 食料品 とろろこんぶ製造業
製造・加工 食料品 はちみつ加工業
製造・加工 食料品 水産練製品製造業
製造・加工 食料品 パン製造業
製造・加工 食料品 パン製造福祉施設
製造・加工 食料品 パン粉製造業
製造・加工 食料品 瓶詰製造業
製造・加工 食料品 もやし栽培農業
製造・加工 食料品 ゆば製造業
製造・加工 食料品 よせ物製造業
製造・加工 食料品 レトルト食品製造業
製造・加工 食料品 海藻加工業
製造・加工 食料品 わさび漬け製造業
製造・加工 食料品 栄養補助食品製造業
製造・加工 食料品 液卵製造業
製造・加工 食料品 塩魚製造業
製造・加工 食料品 加工卵製造業
製造・加工 食料品 菓子製造業
製造・加工 食料品 乾燥果物製造業
製造・加工 食料品 乾燥野菜製造業
製造・加工 食料品 寒天製造業
製造・加工 食料品 業務用食料品製造業
製造・加工 食料品 健康食品製造業
製造・加工 食料品 自然食品製造業
製造・加工 食料品 食肉加工業
製造・加工 食料品 食品工業
製造・加工 食料品 食用油脂加工業
製造・加工 食料品 食料品製造業
製造・加工 食料品 水産珍味加工品製造業
製造・加工 食料品 精麦業
製造・加工 食料品 精米業
製造・加工 食料品 缶詰製造業
製造・加工 食料品 製氷業
製造・加工 食料品 製粉業
製造・加工 食料品 製めん業
製造・加工 食料品 調味料製造業
製造・加工 食料品 調理パン製造業
製造・加工 食料品 漬物製造業
製造・加工 食料品 豆腐製造業
製造・加工 食料品 豆類製造業
製造・加工 食料品 乳製品製造業
製造・加工 食料品 農業加工業
製造・加工 食料品 梅漬け製造業
製造・加工 食料品 米油製造業
製造・加工 食料品 味付けのり製造業
製造・加工 食料品 もち製造業
製造・加工 食料品 野菜漬物製造業
製造・加工 食料品 揚げかまぼこ製造業
製造・加工 食料品 冷凍食品製造業
製造・加工 食料品 ふ・焼ふ製造業
製造・加工 食料品 ジュース製造業
製造・加工 食料品 ミネラルウォーター製造業
製造・加工 食料品 果実飲料・果実酒製造業
製造・加工 食料品 酒製造業
製造・加工 食料品 清涼飲料製造業
製造・加工 食料品 製茶業
製造・加工 食料品 乳酸菌飲料製造業
製造・加工 食料品 コーヒー製造業
製造・加工 食料品 食料品製造業関連
製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 たる・おけ製造業
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製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 サッシ製造業（木製）
製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 まくら木製造業
製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 ログハウス関連製造業
製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 はし製造業
製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 工芸品製造・加工業
製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 枝炭製造業
製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 製材業
製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 竹細工製造業
製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 木ばし製造業
製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 木型製造業
製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 木工業
製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 木材チップ製造業
製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 木材薬品処理業
製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 木製品製造業
製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 木炭製造業
製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 木箱製造業
製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 製紙原料業
製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 段ボール製造業
製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 箱製造業
製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 こうぞ紙製造業
製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 ふすま紙製造業
製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 紙加工品製造業
製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 紙管製造業
製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 紙器製造業
製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 紙裁断業
製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 紙製品製造業
製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 油紙製造業
製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 和紙製造業
製造・加工 木製品・紙・パルプ製品 木製品・紙・パルプ製品関連
製造・加工 窯業 アスベスト製造業
製造・加工 窯業 ガラス加工品製造業
製造・加工 窯業 ガラス工芸品製造業
製造・加工 窯業 ガラス食器製造・卸売業
製造・加工 窯業 ガラス製造・卸売業
製造・加工 窯業 ガラス繊維・製品製造業
製造・加工 窯業 ガラス容器製造業
製造・加工 窯業 粘土かわら製造業
製造・加工 窯業 かわら製造業
製造・加工 窯業 けいそう土製造・鉱業
製造・加工 窯業 コンクリート製品製造業
製造・加工 窯業 ステンドグラス製造業
製造・加工 窯業 すりガラス製造業
製造・加工 窯業 スレート製造業
製造・加工 窯業 セラミックス製品業
製造・加工 窯業 タイル製造業
製造・加工 窯業 ナプキン製造業
製造・加工 窯業 瓶製造業
製造・加工 窯業 ほうろう製品製造業
製造・加工 窯業 眼鏡用ガラス製造業
製造・加工 窯業 るつぼ製造業
製造・加工 窯業 れんが製造業
製造・加工 窯業 レンズ製造業
製造・加工 窯業 理化学用・医療用ガラス器具製造業
製造・加工 窯業 衛生設備・陶器製造業
製造・加工 窯業 鏡製造業
製造・加工 窯業 研磨材・研磨剤製品製造業
製造・加工 窯業 合わせガラス製造業
製造・加工 窯業 砕石製造業
製造・加工 窯業 七宝焼製造業
製造・加工 窯業 植木鉢製造業
製造・加工 窯業 陶磁器製型・製版業
製造・加工 窯業 人造石材製造業
製造・加工 窯業 人造宝石製造業
製造・加工 窯業 石工品製造業
製造・加工 窯業 耐火粘土鉱業
製造・加工 窯業 陶磁器製タイル・置物製造業
製造・加工 窯業 ベントナイト鉱業
製造・加工 窯業 墓石製造業
製造・加工 窯業 窯炉製造業
製造・加工 窯業 窯業関連
製造・加工 鉄鋼製品 ダイカスト業
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製造・加工 鉄鋼製品 フランジ継ぎ手製造業
製造・加工 鉄鋼製品 金属切削加工業
製造・加工 鉄鋼製品 金属鍛造業
製造・加工 鉄鋼製品 金属鋳造業
製造・加工 鉄鋼製品 形鋼製造業
製造・加工 鉄鋼製品 鋼管製造業
製造・加工 鉄鋼製品 鋼材製造業
製造・加工 鉄鋼製品 製鋼製鉄業
製造・加工 鉄鋼製品 鍛鋼製造業
製造・加工 鉄鋼製品 鉄鋼業
製造・加工 鉄鋼製品 鉄・鋼線製造業
製造・加工 鉄鋼製品 溶接業
製造・加工 鉄鋼製品 可鍛鋳鉄製造業
製造・加工 鉄鋼製品 かじ業
製造・加工 鉄鋼製品 ドラム缶製造業
製造・加工 鉄鋼製品 鉄鉱業
製造・加工 鉄鋼製品 南部鉄器製造業
製造・加工 鉄鋼製品 刀剣鍛造・研磨業
製造・加工 鉄鋼製品 鉄鋼製品関連
製造・加工 非鉄金属製品 アルマイト加工業
製造・加工 非鉄金属製品 すず・亜鉛・鉛関連製造業
製造・加工 非鉄金属製品 ステンレス製品製造業
製造・加工 非鉄金属製品 非鉄金属鍛造品製造業
製造・加工 非鉄金属製品 非鉄金属地小売業
製造・加工 非鉄金属製品 金銀糸製造業
製造・加工 非鉄金属製品 アルミニウム製品製造業
製造・加工 非鉄金属製品 ステンレス製品製造・加工業
製造・加工 非鉄金属製品 水晶製品業
製造・加工 非鉄金属製品 はんだ製品製造業
製造・加工 非鉄金属製品 ピストンリング製造業
製造・加工 非鉄金属製品 亜鉛鉄板製造業
製造・加工 非鉄金属製品 伸銅品製造業
製造・加工 非鉄金属製品 電線製造業
製造・加工 非鉄金属製品 銅器製品製造業
製造・加工 非鉄金属製品 銅像・塑像製造業
製造・加工 非鉄金属製品 非鉄金属製品関連
製造・加工 金属製品 やかん製造業
製造・加工 金属製品 やすり製造業
製造・加工 金属製品 亜鉛鉱業
製造・加工 金属製品 鉛製錬・精製業
製造・加工 金属製品 押し出しチューブ製造業
製造・加工 金属製品 温水器製造業
製造・加工 金属製品 家具金物製造卸売業
製造・加工 金属製品 機械工業用刃物製造業
製造・加工 金属製品 機械部分品熱処理業
製造・加工 金属製品 金庫製造業
製造・加工 金属製品 金属はく粉製造業
製造・加工 金属製品 金属プレス業
製造・加工 金属製品 金属圧延業
製造・加工 金属製品 金属加工品製造業
製造・加工 金属製品 金属彫刻業
製造・加工 金属製品 金属熱処理金属鋳造業
製造・加工 金属製品 金属表面処理業
製造・加工 金属製品 金物類製造業
製造・加工 金属製品 金網製造業
製造・加工 金属製品 洋食器製造業
製造・加工 金属製品 継手製造業（パイプ）
製造・加工 金属製品 合金製品製造業
製造・加工 金属製品 雑貨製造業（金属製）
製造・加工 金属製品 製缶板金業
製造・加工 金属製品 電線・ケーブル製造業
製造・加工 金属製品 船舶用金具製造業
製造・加工 金属製品 鉄骨めっき業
製造・加工 金属製品 電気めっき業
製造・加工 金属製品 鉄鋼缶製造業
製造・加工 金属製品 鉄鋼金属切削加工業
製造・加工 金属製品 金属熱処理業
製造・加工 金属製品 農業用資材めっき業
製造・加工 金属製品 板金製品製造業
製造・加工 金属製品 粉末や金製品製造業
製造・加工 金属製品 蚕具製造業
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製造・加工 金属製品 彫刻物製造業
製造・加工 金属製品 製鋼業
製造・加工 金属製品 鉄骨工業
製造・加工 金属製品 溶接業・医療用機器製造業
製造・加工 金属製品 溶接業・金属鍛造業
製造・加工 金属製品 溶接業・鉄鋼工業
製造・加工 金属製品 溶接業・鉄骨工業
製造・加工 金属製品 溶接用機械・器具製造業
製造・加工 金属製品 ブリキ缶製品製造業
製造・加工 金属製品 かばん金具製造業
製造・加工 金属製品 くぎ製造業
製造・加工 金属製品 チェーン製造業
製造・加工 金属製品 ねじ製造業
製造・加工 金属製品 金属製スプリング製造業
製造・加工 金属製品 ダイカスト業・金属切削加工業
製造・加工 金属製品 刃物製造業
製造・加工 金属製品 溶融めっき業
製造・加工 金属製品 金属製品関連
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 アクリル板加工製品製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 アドバルーン製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 エナメル製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 カーボンブラック製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 ゴム製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 ストロー製造・卸売業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 セルロイド製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 タイヤ製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 テープ製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 ドライアイス製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 パッキング・ガスケット製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 ビニール製品製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 ふっ素樹脂製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 プラスチックカード製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 プラスチックフィルム製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 プラスチック加工・製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 プラスチック製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 プラスチック製品製造・加工業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 プラスチック素材製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 プラスチック発泡製品製造・加工業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 プラスチック製容器製造・加工業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 ヘルメット製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 ホース製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 ポリウレタン製品製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 ポリエチレン製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 めっき薬品製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 ロープ製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 衛生消毒材料製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 液晶素子製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 液体炭酸ガス製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 製塩業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 塩化ビニルフォーム製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 塩化ビニル樹脂製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 化学工業製品製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 化学工業薬品製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 化学工業用品製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 化学製品製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 化学製品貿易業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 化学繊維製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 界面活性剤製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 核燃料製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 乾燥剤製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 機械油製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 強化プラスチック製品加工業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 強化プラスチック製板製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 ゴム製履物製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 合成皮革製靴製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 研磨材製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 工業用ゴム製品製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 工業用プラスチック製品加工業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 工業用プラスチック製品製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 工業用ベルト製造・加工業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 更生タイヤ製造業
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総務省準拠　業種一覧
大分類 中分類 小分類

製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 酵素製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 合成ゴム製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 合成樹脂塗料製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 合成洗剤製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 合成皮革製造・加工業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 再生プラスチック製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 酸素製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 試薬製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 自転車タイヤ・チューブ製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 潤滑油製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 消火器製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 消石灰製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 浄化槽製造業（強化プラスチック製）
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 人工芝製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 人工皮革製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 石けん製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 接着剤製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 洗浄剤製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 繊維強化プラスチック製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 電気・電子用きょう（筺）体製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 塗料製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 浴槽製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 防水材製造・加工業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 プラスチック製容器製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 ＣＤ・Ｒ／ＲＷ製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 ＤＶＤ・Ｒ／ＲＷ／ＲＡＭ製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 ファイバー製造業
製造・加工 化学・ゴム・プラスチック製品 化学・ゴム・プラスチック製品関連
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） エアコン製造業（家庭用）
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） エアコン製造業（業務用）
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） オーディオ製造・卸売業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） オフィス家具製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） カラオケ装置・ジュークボックス製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） コントロールユニット製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） コンピューター・パソコン周辺装置製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） コンピューター・パソコン製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） コンピューター周辺機器製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） シャープペンシル製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） スイッチング電源製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） スイッチ製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） スチール製品事務用機械器具製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） ストーブ製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） スパナ製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） ダイオード製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） パチンコ機器製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） ハンガー製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） ビデオ機器製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） ファクシミリ製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） プリンター製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） モーター製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） レジスター製造・加工業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 安全用品製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 囲碁用品製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 医療用品製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 温水洗浄便座製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 温度計製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 音響部品製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 火災警報装置製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 換気扇製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 看板製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 金属プレス製品製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 研磨機製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 光学レンズ製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 試作品モデル製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 磁気テープ製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 磁石製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 自動ドア工事業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 自動制御機器製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 床暖房機器製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 床板製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 浄水装置製造業
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総務省準拠　業種一覧
大分類 中分類 小分類

製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 生ごみ処理装置製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 太陽電池製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 通信機械器具製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 電気機械器具製造・卸売業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 電気工業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 電気照明器具製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 電気制御機器製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 電気絶縁材料製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 電気冷蔵庫製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 電気炉製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 電子応用装置製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 電子機器・計測器製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 電子部品製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 照明機械器具造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 電池製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 特殊モーター電気制御機器製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 配電盤製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 発電機製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 半導体製造装置製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 半導体素子製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 変圧器類製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 編機製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 補聴器製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 防犯用設備用品製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 理化学機械器具電気・電子計測器製造業
製造・加工 電気機器・事務機器（製造・加工） 電気機器・事務機器製造・加工業関連
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 パイプ・パイプ付属品製造・加工業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 タービン製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 デバイス製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 ベアリング製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 バルブ・コック製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 プラスチック加工機械・付属装置製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 機械工具商・環境保全装置・資材製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 機械工具商・油圧・空圧機器製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 機械工具製造・加工業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 機械刃物製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 機械部分品製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 塗装機械器具製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 医療用機械器具製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 金型機械工具製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 金型製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 機械器具製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 機械工具製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 金属製品製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 工作機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 園芸用機械器具製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 鉱山機械製造・整備業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 自転車部分品製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 金属切削加工用機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 空気圧縮機製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 作業工具製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 金属工作機械・部分品製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 林業用機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 水道材料製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 製紙機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 製図用機械・器具製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 測量機械器具製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 通信機械器具部品製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 金属圧延・線引加工用機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 金属加工機械・部分品付属品製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 電気機械器具部分品製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 工業用ベルト製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 抜き型製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 紡績・紡織機械部品・包装梱包機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 工業用試験機工作機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 木工用機械器具製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 溶接用機械器具製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 ロボット製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 油圧機器製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 ポンプ装置製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 特殊モーター製造業
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総務省準拠　業種一覧
大分類 中分類 小分類

製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 農器具製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 コンクリートミキサ製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 カーエアコン製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 ガレージ製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 ソーラーシステム製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 コインロッカー製造・卸売業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 ボイラ製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 複写機製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 スチール製品製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 ニット機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 印刷機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 飲料加工機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 パン製造機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 物流運搬設備製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 化学機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 化学機械・装置製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 機械工業・工作機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 機械修理・自動制御機器製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 刺しゅう用機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 レジスター製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 業務用洗濯機製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 業務用冷蔵庫製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 娯楽機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 娯楽用機械器具製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 視聴覚機材製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 試験機製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 事務用印刷機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 自動販売機製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 公害測定機器製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 除雪機製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 除草機製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 消防用設備用品製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 焼却器製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 食料品加工機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 ミシン製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 家庭用ポンプ製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 菓子製造機器製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 厨房用機械器具・焼却炉製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 水産加工機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 水質汚濁防止機器製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 制御装置製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 生ごみ処理機製造業（家庭用）
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 精米機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 健康機器製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 製茶用機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 製版用機械器具製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 製粉機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 製本機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 製麺機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 洗濯機製造業（業務用）
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 染色整理仕上機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 送風機製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 窯業機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 エレベーター・エスカレーター製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 暖房装置製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 畜産機材製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 駐車場機械装置製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 陳列ケース製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 通報信号装置製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 伝動機製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 特殊産業用機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 内燃機関電装品製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 紡績機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 豆腐製造機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 電話機・携帯電話機製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 牛乳加工機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 自動ドア製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 交通信号保安装置製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 土木建築用機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 燃焼機・燃焼装置製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 農業用機械製造業
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製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 給排水栓製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 クレーン製造業（建設用）
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 風力機関製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 噴霧器製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 包装機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 帽子製造機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 計量器包装梱包機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 建設機械製造・整備業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 建築金物・板金工事業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 建築材料・板金工事業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 防水材製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 油脂製品製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 遊戯機械製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 融雪装置製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 空調機械・機器製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 冷蔵装置製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 冷凍機製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 建設用金属製品製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 金属扉製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 環境保全装置資材業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 精密機械器具製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 ガス機器製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 ギヤ製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 コネクタ製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 ふろバーナ製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 ラジエータ製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 ポンプ製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 鍵製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 救命具製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 事務用機械器具製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 光学機械用レンズ製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 工業用模型製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 蛇口製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 電気機械器具製造・修理業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 廃棄物処理機器製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 理・美容機械器具製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 網製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 情報通信機械器具製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 醸造用機械器具製造業
製造・加工 工作機械器具・一般機械器具 工作機械器具・一般機械器具製造業関連
製造・加工 輸送機械器具 オートバイ製造・卸売業
製造・加工 輸送機械器具 カー用品製造業
製造・加工 輸送機械器具 クレーン整備業
製造・加工 輸送機械器具 コンテナ製造業
製造・加工 輸送機械器具 シート製造・加工業
製造・加工 輸送機械器具 モーターボート製造・マリーナ業
製造・加工 輸送機械器具 航空機・部分品製造業
製造・加工 輸送機械器具 自転車製造業
製造・加工 輸送機械器具 自動車エンジン製造業
製造・加工 輸送機械器具 自動車ガラス製造業
製造・加工 輸送機械器具 自動車タイヤ製造業
製造・加工 輸送機械器具 自動車一般整備業
製造・加工 輸送機械器具 自動車車体製造業
製造・加工 輸送機械器具 自動車製造業
製造・加工 輸送機械器具 自動車部分品製造業
製造・加工 輸送機械器具 車両工業・製造業
製造・加工 輸送機械器具 消防自動車製造業
製造・加工 輸送機械器具 造船業
製造・加工 輸送機械器具 鉄鋼工業自動車部品・用品製造業
製造・加工 輸送機械器具 鉄道車両・部分品製造業
製造・加工 輸送機械器具 舶用工業
製造・加工 輸送機械器具 エスカレータ製造業
製造・加工 輸送機械器具 エレベータ製造業
製造・加工 輸送機械器具 輸送機械器具製造業関連
製造・加工 精密機械器具 ＩＣ製造業
製造・加工 精密機械器具 Ｘ線装置製造業
製造・加工 精密機械器具 カメラ製造・卸売業
製造・加工 精密機械器具 センサ製造業
製造・加工 精密機械器具 はかり製造業
製造・加工 精密機械器具 マイクロ写真機器製造業
製造・加工 精密機械器具 眼鏡用品製造・卸売業
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製造・加工 精密機械器具 レーザー治療装置製造業
製造・加工 精密機械器具 レンズ・プリズム製造業
製造・加工 精密機械器具 圧縮空気機関製造業
製造・加工 精密機械器具 圧力計製造業
製造・加工 精密機械器具 医療用機器製造業
製造・加工 精密機械器具 映画用機械・付属品製造業
製造・加工 精密機械器具 液面計等製造業
製造・加工 精密機械器具 遠隔制御装置製造業
製造・加工 精密機械器具 環境測定機器製造業
製造・加工 精密機械器具 教育用機械器具製造業
製造・加工 精密機械器具 計量器製造業
製造・加工 精密機械器具 顕微鏡製造業
製造・加工 精密機械器具 光学器械製造業
製造・加工 精密機械器具 工業用試験機製造業
製造・加工 精密機械器具 視聴覚機材製造・加工業
製造・加工 精密機械器具 歯科用機械器具・材料製造業
製造・加工 精密機械器具 歯車製造業
製造・加工 精密機械器具 時計製造業
製造・加工 精密機械器具 精密機械器具・測量機器製造業
製造・加工 精密機械器具 精密機械器具・木工用機械器具製造業
製造・加工 精密機械器具 電圧計製造業
製造・加工 精密機械器具 電気計測器製造業
製造・加工 精密機械器具 動力ポンプ製造業
製造・加工 精密機械器具 分析機器・理化学機械器具製造業
製造・加工 精密機械器具 防犯カメラ製造業
製造・加工 精密機械器具 理化学機械器具製造業
製造・加工 精密機械器具 精密機械器具製造業関連
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 ケーブル製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 ＣＤ・レコード制作業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 液化ガス製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 アスファルトブロック製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 アミューズメント機器製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 イオン交換樹脂製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 インキ製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 むしろ製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 うわ（釉）薬製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 オペラグラス製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 紡績業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 幕製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 カード製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 ガス製造工場
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 ガレージ設置加工業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 ケース製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 コンクリート製品製造・加工業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 指物業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 スポーツ用品製造・卸売業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 たばこ製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 つばき油製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 つや出し剤製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 デザインモデル製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 ねじ製造・めっき加工業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 のこ刃製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 はえとり紙製造・販売業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 はく製製造・加工業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 はんだ製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 ビリヤード用品製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 ペット用品製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 船舶製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 マネキン人形製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 マージャンパイ製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 ろう製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 網・ロープ製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 圧縮酸素製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 安全用品・機器製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 医薬品製剤製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 永久磁石製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 栓各種製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 火薬類製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 荷札製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 介護用品製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 懐炉灰製造業
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製造・加工 製造・加工・機械器具関連 楽器製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 乾燥剤製造・加工業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 漢方製剤製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 看板書き業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 記章・バッジ製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 義眼製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 義肢・義足製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 喫煙具製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 漁具製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 漁網製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 研磨加工業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 工業用マスク製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 香料製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 黒板製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 配合・単体飼料製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 革製首輪製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 集成材製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 家庭用浄水器製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 食品サンプル製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 食品添加物製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 生ゴム製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 医薬品原薬・製剤製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 石材製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 接着剤製造・加工業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 染料製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 造花製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 耐火れんが製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 釣具製造・卸売業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 鉄骨製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 塗料製造・卸売業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 馬具製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 配管材料製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 白炭製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 板ガラス製造・加工業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 皮革製品製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 肥料製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 標識機製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 敷石製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 武道具製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 舞台製作業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 福祉用品製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 墓石・みこし製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 鋳造模型製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 かつら製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 油脂製品業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 幼児用乗物製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 養殖用資材製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 原子・核燃料加工業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 ソーラーシステム・太陽光発電製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 たんす製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 がん具製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 眼鏡製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 神具製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 仮面制作業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 ガス器具製造業
製造・加工 製造・加工・機械器具関連 製造業関連
その他 その他 その他
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