
職業分類基準表



地区推奨職業分類表発行に際して

国際ロータリー第2680地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ田中毅

ロータリー運動を未来に向けて正しく継承していくために欠かせないことは、一

人一業種の職業分類と毎週一回の例会開催を堅持していくことです。そしてその一

人一業種の職業分類を守っていく上で基礎となるのが職業分類表です。

従来は国際ロータリーが大分類、中分類、小分類からなる標準職業分類表を制定

して、各クラブはそれに従って職業分類を貸与していたのですが、1963年の「職業

分類の概要」発行を最後に、標準職業分類表の発行を含めた一切の作業を中止した

ままで現在に至っております。従ってそれ以降は各クラブが独自の職業分類表を作

らざるを得なくなると同時に、現実には予め作成した職業分類表にしたがって会員

増強を図るのではなく、入会した会員に当てはまる職業分類を作成するという、本

末転倒ともいえる状態が続いているのが現状です。

当2680地区では、1975年に地区内の職業を調査して「職業分類対訳表」を作成し、

更に、1983年、1987年にそれを抜本的に改正した「職業分類基準表」を作成して、

これが事実上日本国内における最も新しく、かつ整備された職業分類表として、地

区内外で広く活用されてきました。

前回の発行からすでに10年が経過し、その間に産業構造の大幅な変化が見られ、

特に流通、情報、金融などが細分化、専門化する傾向が顕著となっています。今後

10年間は使えることを目標にして、現在の「職業分類基準表」を準拠しつつも、こ

れに大幅な改正を試みて、新しく「地区推奨職業分類表」を作成いたしました。

本来ならば、世界中のどの地区にも適用する共通の職業分類表であることが理想

なのですが、外国や他地区の職業分類を網羅することは事実上不可能であり、当地

区内のものに限定されていることをお断り申し上げます。

「推奨」という言葉が示す通り、あくまで参考にしていただくものですから、変

更したり新たに職業分類を作ることは自由です。クラブ内で活用していただくと同

時に、更に改正すべき点をご指摘いただき、より使いやすいものにしていきたいと

思います。



簸後に、この作業に当たり献身的なご奉仕を賜った、地区職業分類委員長中嶋邦

明会員、委員の深川武彦、橋本卓治、橋本義雄、鰯津冬弘会員、および英訳にご尽

力いただいた黒川省三会員に心から御礼を申し上げます。



<本表の使用の仕方〉

1．今回のこの職業分類基準表は、1987年の当地区の職業分類基準表の改訂版で

す。従って、基本的な枠組に変更はありません。しかし、この10年間の産業経

済構造の変化に伴って、従来とは異なる各種の職業が出て来ています。

特に、物品流通分野、サービス分野に著しい傾向があるので、出来るだけ実

際に則した職業名を採録するようにしました。

各職業の列記は、アイウエオ順が原則ですが、社会の慣行や法的な表記順が

あるときは、この原則にこだわっていません。

2．略字使用は次の通りです。

製造（Manufacture）…Ｍ

配付（Distribution）…Ｄ

卸売（WholeSale）…Ｗ

小売（Retail）…Ｒ

修理（Repair）…ＲＰ

それぞれ取り扱い物品が同一であっても、職業としての携わり方が異なるので、

職業分類としては別業種となります。
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１
 次

医療。`保健。医薬

１－１医術

］－２病院及施設

１－３医療徒４１＄者

１－４医薬

１－５医療器具及機械

１－６物理療法

■
し
■
■
■

Medicine…･……………………………･‘ 

Hospitalsandlnstitutions…………… 

OtherIIealthPractitioners………… 

Pharmaceuticals・………………･……・

MedicalEquipmentandSupplies…… 

PhysicalTherapeutics………………… 

１
２
３
３
４
４
 

２印刷。出版。写真。広告

２－１印刷及｝１１，版

２－２新聞、ニュース供給

２－３写真

２－４宣伝

PrintingandPublishing……………… 

NewspaperanbNewsSyndicates… 

Photography…………………………… 

Publicity..………………………………． 

５
５
５
６
 

運輸・倉庫。通信

３－１運

３－２倉

３－３通信

３－４放送

《

輸
庫
業
業

Transportation.．………………………, 

Warehouse……………………………… 

CommunicationService……………… 

BroadcastingService………･……･…. 

７
８
９
９
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化学エ業。化学製品

４－ｌ化学工業

４－２ゴムエ業

４－３プラスチック工業

４－４石汕工業

４－５火薬及銃器

４ 

Chemicallndustry・…･………………・

Rubberlndustry．.…………･………… 

Plasticlndustry……………………… 

Petroleumlndustry…………………… 

ExplosivesandFireanns…………… 

1０ 

１１ 

１１ 

１２ 

１２ 

家具。木材。竹材

５－１家具及ＩＩｆｉ

５－２木材［

６ 

雁Ｊ

ロロ

業

FurnitureandFurnishings……………l3 

Woodlndustry…………………………１３ 

家庭日用品雑貨。装粧品

６－１日用，W，雑

６－２装粧

６－３煙草）篭

ｆ 

貨
品
業

Sundries・………･………………･………

Cosmetics…………･………．.………… 

TobaccoIndustry……………………… 

1４ 

１５ 

１５ 



紙。事務用品

７－１紙工

７－２事務所
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業
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Paperlndustry…………………… 

OfficeAppliancesandStationery 
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１６ 
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械機

０
０
 

機械及装粧

動力装Ｗｉ及材料

船Hlil及航海11Ｍし

鉄近』：業

自動〕|ｉ工業

車輌二l：難

航空宇↑ｌｉｌ:業

光学製品

MachineryandEquipment…………… 

PowerProductionEquipmeI1tandSupplies… 

ShipandNauticalEquipment……… 

RailroadIndustry……………………… 

Automobilelndustry………………… 

Vehiclelndustry……………………… 

Aerospaceludustrv…………………… 

OpricalGoods……………･…………“ 

８
０
０
１
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２
３
 

１
２
２
２
２
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２
 

貴金属。時計。美術エ芸

９－１宝石（ｉ１ｔ金臓）

９－２１群計製造

９－３美術工芸品

□■［■ロ‐

Jewelry・

Horology 

ArtGoods 

2４ 

２４ 

２４ 

教育。宗教。団体・社会文化施設

１０－１教青Education…･……･……………･………

１０－２純科学PureScience・……･…………………….

１０－３宮公庁GovermentOffices……………………

１０－４団体Association………………………………

１０－５宗教ReliHion……………………･……･……,

１０－６宗教式典ReligiousCeremony……………………

１０－７展ン爪会Exhibition・………………･……………‘

10 

５
６
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８
８
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２
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２
２
 

金属エ業。金属製品。鉱業

１１－１鉄鋼業

１１－２金物

１１－３金属’二業

１１－４アルミ工業

１１－５採鉱及聯；純

11 

IronandSteellndustry…・

IIardware……･…………… 

Metalworkinglndustry…・

AIuminumlndustry・………

MetalMiningandRefining 

０
０
１
２
２
 

３
３
３
３
３
 



金融・保険。証券

1２－１金剛（

１２－２．保険

１２－３証擬､､i品､光物取り|業

１２ 

Finance………･…………………･……・

Insurance･…………･…･………………… 

Secu[itiesan(lCommodiIyBrokelns,DealeIsandExcl1anges… 

3４ 

３４ 

３５ 

建設。土石。窯業

１３－１建設業

１３－２建築材料

１３－３塗装及内外装

１３－４冷暖雁（空調）

１３－５消防及防火

１３－６絶縁材・料

１３－７洞材工業

１３－８窯業

１３－９ガラスエ業

’
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ConstructionService……..…………・

BuildingMaterials…･…･……･……… 

PaintandDecoration…..……･……… 

Air-ConditioningandHeating……… 

FireFightingandPrevention……… 

InsulationMaterials……･･･………… 

Stonellldustry………･…………･……‐ 

Ceramiclndustry…･…….．…………… 

Glasslndustry………………………… 

６
７
７
８
８
９
９
９
０
 

３
３
３
３
３
３
３
３
４
 

1４ サービス・自由業

１４－１情報、調査サービス

１４－２有資格職業

１４－３ビジネスサービス

１４－４ｺﾝｻﾙﾙﾄ､ﾃﾕＷナー

１４－５各種物品賃貸業

１４－６技術

1４－７芸術

１４－８不動産業

１４－９洗瀧サービス業

１４－１０クリーニングサービス

１４－１１美ＪＩｌｌ窯、浴場

InformationandResearchService… 

QualitiedCertificatedProfessionｓ… 

BusinessService…………………..…・

ConsultantandDesigner…………… 

RentalandLeasing…………………… 

EngineeringandTechno1ogy……… 
ＦｉｎｅＡｒｔｓ．.……………………………・

ＲｅａｌEstate…………………………… 

LaundryService……･………･……･… 

CleaningServuce…………..………･… 

BeautySalons,BarberShopandBath… 

１
１
２
２
３
３
４
５
６
６
６
 

４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
 

食品エ業・食料品

１５－１酒ルｌｉ）飲

１５－２清涼飲

１５－３菜

１５－４食品工

１５－５植物性食

1W 

料
料
子
業
品

AlcoholicBeverage…………………… 

Non-AlcoholicBeverage…………… 
Confectionerv………..………………・

Foodlndustry．.……………………･… 

Fruits,VeIQIetables,Nuts1i;111dNutProducts… 

７
７
７
８
９
 

４
４
４
４
４
 



1５－６動物性食品

1５－７冷凍

MeaLDairy,andPoultryProducts…５０ 

RefriReration･…………･…………･……５０ 

スポーツ．

１６－１ 

１６－２ 

１６－３ 

レクリエーション゜娯楽。興行１６ 

スポ_シ

レクリエーション

楽器用品

Sports……………･…………･…･… 

Recreation……･……………･…･… 

MusicalInstitutionsandMerChandise 

5１ 

５２ 

５２ 

繊維エ業・衣料品

１７－１繊維工業

１７－２被服工業

１７－３衣料及繊維雑貨

1７ 

Textilelndustry………………………５４ 

Clothinglndustry・………………･…･…５６

ClothingandDryGoods………………５７ 

電気。ガス・水道・燃料

１８－１電気及び電子工業

１８－２ガスエ業

１８－３石炭業

１８－４上下水道、潅慨

１８－５iiillWujuLﾘｻｲｸﾙ繩化

111 

E1ectricalandElectroniclndustrｙ… 

Gaslndustry………………….,…･…… 

Coallndustry…･……….．……………… 

WaterSupplyandlrrigation………… 

WasteDisposalandRecycleResourcｅ… 

８
９
０
０
０
 

５
５
６
６
６
 

農芸。園芸。畜産。水産

１９－１農芸及び園芸

１９－２農機具工業

１９－３畜産業

１９－４水産業

1N 

AgricultureandHorticulture・…･･…

AgriculturalEquipmentIndustry…… 

Livestocklndustry…………………… 

FishingIndustry……･………….．…… 

１
１
２
３
 

６
６
６
６
 

２０皮革。皮革製品

２０－１皮革工業 Leatherlndustry 6４ 

貿易。百貨店。流通

２１－１総合

２１－２流通

2１ 

商業

市場

GeneralCommerce 

DistributionMarket 

6５ 

６５ 

２２旅館。飲食料理。接客業

２２－１ホテルリゾートルストラン Hotels,ResortsandRestaurants……６６ 



医療・保健・医薬１ 

１ －１ 

医術

医学研究

医科

内科

心療内科

精神科

神経科

呼吸器科

消化器科

循環器科

アレノレギー科

リウマチ科

小児科

外科

整形外科

形成外科

美容外科

脳神経外科

呼吸器外科

心臓血管外科

小児外科

皮膚泌尿器科

性病科

肛門科

産婦人科

眼科

耳鼻咽喉科

気管食道科

リハビリテーション科

MEDICINE 

MedicalResearch 

MedicalDepartment 

lnternalMedicine 

Psychosomatics 

Psychiatry 

Neurology 

Respiratology 

Gastroenterology 

Cardiology 

Allergy 

Rheumatology 

Pediatrics 

Surgery 

Orthopedics 

PIasticSurgery 

CosmeticSurgery 

BrainNerveSurgery 

RespiratoryOrgansSurgery 

CardiovascularSurgery 

PediatricSurgery 

DermatologyandUrology 

Venereology 

Proctology 

ObstetricsandGynecology 

Ophthalmology 

Otorhinolaryngology 

Bronchoesophagology 

RehabilitationCenter 

１ 



射線

酔

業

科
科
医

Radiology 

Anesthesiology 

lndustrialMedicine 

Dentistry 

GeneralDentistry 

PediatricDentistry 

OralSurgery 

Orthodontics 

Endodontics 

Periodontics 

Prosthodontics 

放
麻
産

科歯

歯
小
口
矯
歯
歯
補

科
科
科
科
科
科
科

児歯

腔外

正歯

内療法

周歯

綴歯

１－２ 

病院及施設HOSP1TALSANDINST1TUTlONS

病院

病院

（私立・専門.及び各科病院に分類できる｡）

救急病院EmergencyHospital

精神病院MentalHospital

こども病院Children'sHospital

老人病院HospitalforSeniorCitizens

ホスピスHospice

ガンセン夕－CancerHospital

伝染病院CommunicableDiseaseHospital

施設

訪問看繊ステーションVisitingNurseCenter

看漣蝿紹介所EmploymentAgencyforNurse

身体障害者施設WelfareServiceforthePhysicallyHandi

児童施設MiscellaneousChildWelfareService

（保育園・託児所・ベビーホテルを含む）

老人保健施設HealthServiceforSeniorCitizens

（養謹老人センターを含む）

yHandicapped 

Service 

２ 



リハビリテーションセンター

母子福祉センター

老人福祉センター

臨床検査センター

血液センタ_

HealthRehabilitationCenter 

WelfareServiceforMotherandChildren 

WelfareServiceforSeniorCitizens 

CenterforClinicalExamination 

BloodCenter 

１－３ 

医療従事者（医師及物療関係を除く）

ＯＴＨＥＲＨＥＡＬＴＨＰＲＡＣＴｌＴＩＯＮｌ 

薬剤師Pharmacist

保健婦（士）PublicHealthNurse

肋産婦Midwife

看護婦（士）RegisteredNurse

歯科衛生士DentalHygienist

歯科技工士DentalTechnician

診療放射線技師Radiotherapist

臨床検査技師(衛生検査技師）EngineerforClinicalExamination

臨床心理士CounselorforClinicalPsychology

管理栄菱士Dietician(Nutritionist）

言語療法士（ＳＴ）SpeechTherapist

医療ソーシャルワーカー(ＳＷ）SocialWorkerforMedicalCare

救急救命士AmbulanceParamedic

病院事務職HospitalClericalStaff

ＰＲＡＣＴｌＴＩＯＮＥＲＳ 

１－４ 

医薬PHARMACEUTlCALS

医薬品MDPharmaceuticalChemicalsMD

WR）（医療用ホルモン、ワクチンを含む）

家庭薬ＭＤＤｒｕｇＭＤ

（大衆薬）

薬局Pharmacy

（保険調剤薬局を含む）

３ 



薬草栽培

薬草（薬種）Ｄ

（和漢薬）

MedicalHerbProducing 

MedicalHerbD 

薬 店 DrugsRetailing(Drugstore） 

１－５ 

医療器具及機械

医療機械ＭＤ

医療器材ＭＤ

医療検査機ＭＤ

か_ゼＭＤ

家庭用衛生材料ＭＤ

義手足ＭＤ

歯科医用器具ＭＤ

歯科医用機材ＭＤ

歯科材科ＭＤ

人工臓器ＭＤ

補聴器ＭＤ

レントゲン機ＭＤ

コンタクトレンズＭＤ

ＭＥＤＩＣＡＬＥＱＵＩＰＭＥＮＴＡＮＤＳＵＰＰＬｌＥＳ 

ＭｅｄicalEquipmentandMachineMD 

MedicalSuppliesMD 

MedicalAnalysisMachineMD 

GauzeMD 

SanitaryGoodsMD 

ArtificialLimbMD 

DentalInstrumenｔＭＤ 

ＤｅｎｔａｌＥｑｕｉｐｍｅｎｔａｎｄＭａｃｈｍｅＭＤ 

ＤentalSuppliesMD 

ArtificialOrganｓＭＤ 

ＨｅａｒｉｎｇＡｉｄ(Devices)ＭＤ 

Ｘ､RayEquipmentMD 

ContacｔＬｅｎｓＭＤ 

１－６ 

物理療法

物療科

ＰＨＹＳＩＣＡＬＴＨＥＲＡＰＥＵＴｌＣＳ 

Ｐｈｙｓｉｏｔｈｅｒaoy 

（あんま・マッサージ・指圧・接骨・整骨・整体・鍼灸・電気療法を含

む）

按摩･マッサージ･指圧師Massagist,Chiropractor

はり師・きゅう師Acupuncturist,Moxa-cauterist

柔道整復師JudoOrthopedist

理学療法士（ＰＴ）PhysicalTherapist

作業療法士（ＯＴ）OccupationalTherapist

４ 



印刷・出版・写真・広告２ 

２－１ 

印刷及出版

印刷

印刷インクＭＤ

印刷材科ＭＤ

オフセット印刷

活版印刷

グラビア印刷

雑誌出版Ｄ

写真植字

平版印刷

書籍出版Ｄ

書店

スクリーン印刷

製版業

製本業

タイブ印刷

箸述家業

ＰＲＩＮＴＩＮＧＡＮＤＰＵＢＬＩＳＨＩＮＧ 

Ｐｒｉｎｔｉｎｇ 

ＰrintinglnkMD 

PrintingSuppliesMD 

OffsetPrinting 

LetterPrinting 

GravurePrinting 

MagazinePublishingD 

Phototypesetting 

Planographing 

BookPublishing,D 

BookRetailing 

ScreenPrinting 

Plate-Making 

BookBinding 

TypingService 

LiteraryProfession 

２－２ 

新聞、ニュース供給

新聞発行

新間Ｄ

－ユース供給業

（通信社を含む）

情報通信システム

ＮＥＷＳＰＡＰＥＲＡＮＤＮＥＷＳＳＹＮＤｌＣＡＴＥＳ 

ＮｅｗspaperPublishing 

NewspaperD 

NewsSyndicates 

lnformationNetworkSystem 

２－３ 

写真

青写真

ＰＨＯＴＯＧＲＡＰＨＹ 

Ｂｌｕｅｐｒｉｎｔｉｎｇ 

５ 



PhotographicEquipmentandSuppliesMD 

現像薬品、写真器用品等に細分可能）

CommercialPhotography 

PortraitPhotography 

Development,PrintingandEnlargementService 

CopyingandPhotostatService 

写真器材ＭＤ

（フィルム、印画紙、

商業写真

肖像写其

Ｄ、Ｐ．Ｅ業

複写業

２－４ 

宣 伝ＰＵＢＬ１ＣＩＴＹ

アドバルーン広告AdvertisingBalloonService

屋外広告OutdoorAdvertising

（レーザー広告、航空機広告を含む）

看板MDSignboard(Billboard)ＭＤ

広告代理業AdvertisingService

広告マッチMDAdvertisingMatchMD

広告用品及工芸品MDAdvertisingSpecia1tiesandNovelitiesMD

商業デザインCommercialDesigning

伝業PublicityService
-

曰

（ラジオ、ＴＶ、新聞、雑誌広告企画製作を含む）

６ 



運輸・倉庫・通信３ 

３－１ 

運輪TRANSPORTATION

(海連）（Marine）

沿岸（内海）海運CoastShipping

海連MarineTransportation

海運代理業ShippingAgency

回漕業FreightShippingAgency

海難救助SalvageService

外洋海迎OceanShipping

港湾管理・整備HarborService

港湾輸送HarborTransportingService

ステベ（荷役）業StevedoreService

（外航、内航及沿岸荷役を含む）

定期航路LinesShippingService

内海航路InlandShippingService

艀船業LighteringService

フェリーボート業FerryingService

埠頭業PortandDockOperation

水先案内(港内､近海）PilotService(Harborandlnland）

傭船業ShipCharteringService

旅客輸送（海運）PassengerTransportationService(Ｓ

(陸運）（Land）

貨物自動車輸送TruckFreightTransportation

山岳遊覧鉄道MountainScenicRailways

（ケーブルカー、ロープウェイを含む）

タクシ_業Taxi(cab)Service

鉄道輸送RailroadTransportation

（駅を含む）

（ス事業ＢｕｓService

路線貨物自動車輸送RouteTruckFreightTransportatioｎ

(Ship） 

７ 



(空輪）（Air）

航空輸送（国際）AirTransportationService(Intematio

航空輸送（国内）AirTransportationService(Domestic）

航空輸送代理業AirTransportationAgency

飛行場（空港）管理AirportOperation

(一般）（General）

穀物輸送GrainTransportationService

梱包業(包装・箱づめ）PackingandCratingServuce

梱包・包装材料PackingandWrappingMateria]ｓ

海迎業ExpressService

旅行社ＴｏｕｒCompany

（一般旅行、国内旅行、旅行代理店を含む）

市街、郊外電車Street,Suburban(ElectriccanTram

（モノレール、地下鉄を含む）

自動車ターミナル業TerminalFacilitiesforAutomobiles

宅急使DeriveryService

（オートバイ便、引越センターを含む）

貨物運送取扱業FreightageHandlingAgency

(International） 

３－２ 

倉庫WAREHOUSE

上屋業CustomsShedService

倉ｌｉｌｆ業TransferandStorage

（倉庫・賃倉庫を含む）

係税倉庫BondedWarehouse(Storage）

（冷蔵庫業、冷凍定温倉庫は冷凍の部）

水面木材倉庫業Floating-1umberStorage

３－３ 

通信事業ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮSERVICE

｜玉｜際通信事業InternationalCommunicationService



電信事業

電諸事業

無線事業

郵便事業

有線放送電話業

インターネットプロパイダー

Telegraph,CableandSatelliteService 

TelephoneService 

RadioService 

PostalService 

Wire-BroadcastingandTelephone 

lnternetProvider 

３－４ 

放 送事業BROADCASTINGSERVlCE

全国放送NationalNetworkBroadcastingService

(わが国ではＮＨＫを指す）

しビ放送TelevisionBroadcastingService

(わが国では民間ＴＶ放送を指す）

聴率調査AudienceRatingService

線放送CableBroadcasting

ジオ放送RadioBroadcastingService

(わが国では民間ラジオ放送を指す）

ア

視
有
ラ

９ 



化学工業・化学製品４ 

４－１ 

化 学エ業ＣＨＥＭｌＣＡＬｌＮＤＵＳＴＲＹ

アセチレンMDAcetyleneMD

アルカリＭＡｌｋａｌｉＭ

（ソーダ灰を含む）

アノレコ_ルMAlcoholM

イオン交換樹脂MDIon-exchangeResineMD

エアゾノレＭＤＡｅｒｏｓｏｌＭＤ

エッセンス油ＭＤＥｓｓｅｎｃｅＯｉｌＭＤ

（薄荷油、レモンエキス等を含む）

界面活性剤MDSurfaceActiveAgentsMD

化学研究ChemicalResearch

カーパイドMCarbideM

工業薬品MDHeavyChemicalMD

工業用アルコールMIndustrialAlcoholM

香料（工業用）ＭＤＰｅｒｆｕｍｅｓＭＤ

黒鉛製品MCarbon＆GraphiteProductsM

（黒鉛製造を含む）

酸素ＭＤＯｘｙｇｅｎＭＤ

酸類ＭＤＡｃｉｄＭＤ

（無機酸、有機酸に細分可能）

塩精製DSaltProducing,Ｄ

水素ＭＤＨｙｄｒｏｇｅｎＭＤ

石灰及び同製品ＭＤＬｉｍｅａｎｄＬｉｍｅＰｒｏｄｕｃｔｓＭＤ

接着剤、粘着剤ＭＤＡｄｈｅｓｉｖｅＭＤ

線香MDIncense-stickMD

染科MDDyestuffMD

染料輸入DyestuffImporting

ソ_ダ－MDSodaProducingD

タール製品ＭＤＴａｒＰｒｏｄｕｃｔｓＭＤ

－１０－ 



バイオ製品MDBio-ChemicalProductsMD

潔白剤MDBleachingCompoundMD

lU科MDFertilizerMD

（化学肥料、配合肥料等を含む）

分離膜ＭＤ

ホルモン・ワクチンＭＤ

（医療用を除く）

磨科ＭＤ

硫黄生産Ｄ

硫安ＭＤ

ヮツクスＭＤ

消毒、殺虫剤ＭＤ

SeparationMembraneMD 

HormonesanｄＶａｃｃｉｎｅＭＤ 

PolishMD 

SulfurProducing,D 

AmmoniumSulfateMD 

WaxMD 

DisinfectantsandInsecticidesMD 

４－２ 

ゴムェ業

ケミカルシューズＭＤ

工業用ゴム製品ＭＤ

合成ゴムＭＤ

ゴム製品ＭＤ

タイヤＭＤ

生ゴムＤ

生ゴム輸入

布靴ＭＤ

ベルトＭＤ

ホ－スＭＤ

ラバーシューズＭＤ

ＲＵＢＢＥＲｌＮＤＵＳＴＲＹ 

ＳｙｎｔｈｅｔｉｃＬｅａｔｈｅrShoesMD 

IndustrialRubberPartsMD 

SyntheticRubberMD 

RubberGoodsMD 

TireMD 

CrudeRubberD 

CrudeRubberlmporting 

CanvasShoesMD 

BeltMD 

HosｅｓＭＤ 

ＲｕｂｂｅｒＳｈｏｅｓＭＤ 

４－３ 

プラスチックエ業

エンジニアリンクプラスチックＭＤ

合成樹脂ＭＤ

ＰＬＡＳＴＩＣＩＮＤＵＳＴＲＹ 

ＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＰｌａｓtｉｃｓＭＤ 

ＲｅｓｉｎｅＭＤ 

－１１－ 



プラスチック押出成型PlasticExtrudeMolder

プラスチック屑再生PlasticScrapProcessing

プラスチック材料MDPlasticMaterialMD

（セルロイド、ビニールを含む）

プラスチック射出成型PlasticlnjectionMolder

プラスチック製品MDPlasticProductsMD

プラスチック械層LaminatedPlasticSheetM

プラスチックフィルムＭＤＰｌａｓｔｉｃＦｉｌｍａｎｄＳｈｅｅｔＭＤ

プラスチックブロー成型PlasticsBlowMolder

４－４ 

石油エ業PETROLEUMINDUSTRY

オイルタンク据付工事OilTanklnstallationService

ガソリンスタンドGaslineStation

原油輸入CrudeOilImporting

石油精製DOilRefiningD

石油製品DPetroleumProductsD

石油輸入OilImporting

ロ一ソクＭＤＣａｎｄｌｅＭＤ

（ワックスは化学工業の項参照）

薬
火
銃
花

５
 

－
火

４
 銃
薬
砲
火

及

器

ＭＤ 

店

ＭＤ 

ＥＸＰＬＯＳ１ＶＥＳＡＮＤＦｌＲＥＡＲＭＳ 

ＥｘｐｌｏｓｉｖｅｓＭＤ 

ＧｕｎＳｔｏｒｅＤ 

ＦｉｒｅｗｏｒｋｓＭＤ 

1２－ 



家具・木材・竹材５ 

５－１ 

家具及備品ＦＵＲＮＩＴＵＲＥＡＮＤＦＵＲ

家庭用家具MDHouseholdFurnitureMD

敦物ＭＤＣａｒｐｅｔａｎｄＲｕｇＭＤ

室内装飾品InteriorDecorationM

寝具ＭＤＢｅｄｄｉｎｇＭＤ

台所家具ＭＤＫｉｔｃｈｅｎＳｉｎｋｓＭＤ

ベツドＭＤＢｅｄｓＭＤ

窓掛けＭＤＷｉｎｄｏｗＳｈａｄｅＭＤ

（カーテン、ブラインド等を含む）

及備品ＦＵＲＮＩＴＵＲＥＡＮＤＦＵＲＮｌＳＨ１ＮＧ

５－２ 

木村エ業

木型Ｍ

木箱ＭＤ

原木Ｄ

合板ＭＤ

材木防腐

山林業

植林業

（林業、造林業を含む）

製材

竹製品ＭＤ

樽ＭＤ

鉄道用枕木ＭＤ

柱ＭＤ

伐採

木材・Ｄ

木製品加工

ＷＯＯＤＩＮＤＵＳＴＲＹ 

ＷｏｏｄｅｎＭｏｌｄＭ 

ＷｏｏｄｅｎＢｏｘＭＤ 

ＲａｗＬｕｍｂｅｒＤ 

ＰｌｙｗｏｏｄＭＤ 

ＬｕｍｂｅｒＰreserving 

Forestry 

TreePlanting(Afforestation） 

Ｌｕmbering 

BambooGoodsMD 

WoodenBarrｅｌＭＤ 

ＲａｉｌｒｏａｄＴｉｅＭＤ 

ＰｏｌｅＭＤ 

Ｌｏｇｇｉｎｇ 

LumberD 

WoodenGoodsManufactureM 

－１３－ 



家庭日用品雑貨・装粧品６ 

６－１ 

日 用品雑貨ＳＵＮＤＲＩＥＳ

傘MDUmbrellaandParasolMD

（日傘及パラソルを含む）

玩具ＭＤＴｏｙＭＤ

靴下ＭＤＨｏｓｉｅｒｙＭＤ

下駄MDGetaMoodenClogs)ＭＤ

（ゾーリを含む）

小間物ＭＤＮｏｔｉｏｎｓＭＤ(VarietyStores）

雑貨輸出入業GeneralMerchandiseExportingandlmporting

雑貨類DGeneralMerchandiseD

漆器MDLacqueredWareMD

扇子、うちわＭＤＦan,foldingandroundMD

掃除器MDCleaningEquipmentMD

（モップMop、電気掃除器VacuumCleaner等を含む）

装身具MDAccessories(PersonalOrnaments)ＭＤ

（アクセサリー類を含む）

台所用具MDKitchenUtensilsMD

足袋MDTabiOapaneseSocks)ＭＤ

手袋ＭＤＧｌｏｖｅＭＤ

日用品・荒物HouseholdDailyNecessitiesandHardware

人形ＭＤＤｏｌｌＭＤ

ネクタイ、マフラーＭＤＮｅｃｋｗｅａｒＭＤ

はけ及ブラシＭＤＢｒｕｓｈＭＤ

はし、つまようじMDChopsticksandToothpickMD

ファスナーＭＤＺｉｐｐｅｒＭＤ

婦人長靴下MDStockingsMD

ベビー用品ＭＤＢａｂｙＧｏｏｄｓＭＤ

相子ＭＤＨａｔ,cap,andMillineryMD

マツチＭＤＭａｔｃｈＭＤ

－１４－ 



結納

ロ
咽Ｉ
 

BetrothalGifts 

６－２ 

装粧品

化粧品ＭＤ

香料（装粧用）ＭＤ

石けんＭＤ

洗剤ＭＤ

歯プラシＭＤ

（電動ブラシ、ウォ

歯磨ＭＤ

ロ
ＣＯＳＭＥＴＩＣＳ ロロ

ＭＤＣｏｓｍｅｔｉｃｓＭＤ 

ＭＤＰｅｒｆｕｍｅｓＭＤ 

ＭＤＳｏａｐＭＤ 

ＭＤＤｅｔｅｒｇｅｎｔＭＤ 

ＭＤＴｏｏｔｈｂｒｕｓｈＭＤ 

ウォータービックを含む）

DentifriceMD 

６－３ 

煙草

喫煙

煙

煙

ライ

産
具
草
草
タ

世

Ｄ
Ｒ
Ｍ
Ｄ
 

業
Ｍ

Ｍ
 

ＴＯＢＡＣＣＯＩＮＤＵＳＴＲＹ 

Ｓｍｏｋｅｒ'sArticlesMD 

CigarandTobaccoRetailingR 

CigarandTobaccoM 

CigarettｅＬｉｇｈｔｅｒＭＤ 

－１５－ 



紙・事務用品７ 

７－１ 

紙エ業PAPERＩＮＤＵＳＴＲＹ

紙ＭＤＰａｐｅｒＭＤ

ア－ト紙CoatedPaper

板紙（段ボール）CorrugatedCardboard

書籍用紙ＢｏｏｋPaper

新問用紙NewsprintPaper

特珠用紙PaperSpecialtiesMD

（硫酸紙、包装紙、便菱用紙、厚板、箱用紙等に細分出来る）

ラミネ－卜紙LaminatedPaper

紙製品ＭＤＰａｐｅｒＧｏｏｄｓＭＤ

紙コツプＰａｐｅｒＣｕｐ

紙箱PaperＢｏｘ

紙袋（製袋）PaperＢａｇ

段ボーノレ箱CorrugatedCardboordBox

パルプＭＤＰｕｌｐＭＤ

（ＫＰ、ＳＰ、ＲＰ、ＣＢＧＰ等に細分出来る）

７－２ 

事務所用品

宛名印刷器ＭＤ

印判、印肉、印材

鉛筆ＭＤ

会計機ＭＤ

金庫、ロッカーＭＤ

金銭登録器ＭＤ

計算機ＭＤ

事務オートメーション鰯ＭＤ

事務用品ＭＤ

スチール家具ＭＤ

ＯＦＦｌＣＥＡＰＰＬＩＡＮＣＥＳＡＮＤＳＴＡＴＩＯＮＥＲＹ 

ＡddressingMachineMD 

SealandSealGoodsSupplies 

PencilMD 

AccountinｇＭａｃｈｉｎｅＭＤ 

ＳａｆｅａｎｄＬｏｃｋｅｒＭＤ 

ＣａｓｈＲegisterMD 

CalculatingEquipmentMD 

OfficeAutomationEquipmentMD 

OfficeSuppliesMD 

SteelFurnitureMD 

－１６－ 



タイプライターＭＤ

店舗事務所備品ＭＤ

荷札ＭＤ

筆記具ＭＤ

（万年筆、ボールペン、

TypewriterMD 

StoreandOfficeFixturesMD 

TagMD 

WritinglnstrumentsMD 

筆、墨、インク、クレヨン等に細分可）

CopyingMachineMD 

StationeryMD 

LabelMD 

ElectronicfilingsystemequiｐｍｅｎｔＭＤ 

複写機ＭＤ

文房具ＭＤ

レツテノレＭＤ

電子ファイリングＭＤ

ワードプロセッサーＭＤ

Electronicfilingsysl 

WordprocessｏｒＭＤ 

－１７－ 



機械・器具８ 

８－１ 

機 械及装置ＭＡＣＨｌＮＥＲＹＡＮＤＥＱＵＩＰＭＥＮＴ

穴明プレス機ＭＰｕｎｃｈＰｒｅｓｓＭ

印刷機械MPrintingMachineM

エスカレーターMElectricEscalatorM

エレベーターMElevatorM

温度調節器MTemperatureControlApparatusM

科学計測器及装置MScientificInstrumentandApparaｔｕｓＭ

化学プラントMDChemicalPlantEquipmentMD

機械工場MachineShopService

機械部品ＭＤＭａｃｈｉｎｅＰａｒｔｓＭＤ

機械輸出入MachineryExportingandlmporting

起重機ＭＣｒａｎｅＭＤ

金属加工機械MMetalProcessingMachineryM

計器MDMeasuringToolandEquipmentMD

（秤など度量衡その他）

計数器MDCalculatingMachineMD

（ガスメーター、料金登録等、ナンバリングマシン等を含む）

計量器MDScalingEquipmentMD

建設機械MDConstructionMachinery

（土木、建築用機械を含む）

研磨器具MDGrindingandPolishingEquipmenｔＭＤ

工作機械MDMetalCuttingMachineToolsMD

鉱山用機械MDMiningMachineandEquipmentMD

合成樹脂加工機MDPlasticMoldingMachineMD

ゴム加工機MDRubberProcessingMachineMD

コンクリートミキサーMDConcreteMixerMD

コンベアーMDConveyor(Belt)ＭＤ

索道Ropeway

紙管ＭＤＰａｐｅｒＢｏｂｂｉｎＭＤ

（木管WoodenConeを含む）

－１８－ 



自動販売機Ｍ

写真植字機Ｍ

蒸気トラップＭ

スプリングＭＤ
／ 

１９１紙機械Ｍ

精密機械Ｍ

石油鑿井機Ｍ

繊維機械Ｍ

送風機Ｍ

ネジＭＤ

ネームプレートＭＤ

歯車ＭＤ

パッキングＭＤ

パルブＭ

研削機（盤）ＭＤ

プレス加工

べアリングＭ

ベルトＭ

包装機Ｍ

ポンプ用器具Ｍ

ミシンＭＤ

水濾過機Ｍ

木工機械ＭＤ

ｉＩｈ圧機器Ｍ

輪送機械Ｍ

溶接機器Ｍ

減過機ＭＤ

ロボットＭ

VendingMachineM 

PhotographicTypesettingMachineM 

SteamTrapM 

SpringM 

PaperMillM 

PrecisionMachineryM 

Oil-WellDrillingMachineryM 

TextileMachineryM 

VentilatorM 

ScreｗＭＤ 

ＮａｍｅＰｌａｔｅＭＤ 

ＧｅａｒＭＤ 

ＰａｃｋｉｎｇＭＤ 

ＶalveM 

GrinderMD 

PressClippingService 

BearingM 

BeltM 

PackingorWrappingMachineM 

PumpingEquipmentM 

SewingMachineMD 

WaterFilterM 

WoodWorkingMachineryMD 

Oil-HydraulicMachineryandEquipmentMD 

TransportingMachinｅｒｙＭ 

Ｗｅ]dingMachineryandEquipmentM 

FilterMD 

RobotMachineM 

－１９－ 



８－２ 

動力装置及材料POWERPRODUCTlONEQUlPMENTANDSUPPLlES

ガソリンエンジンMDGasolineEngineMD

原子炉MDNuclearReactorMD

航空機エンジンMDAircraftEngineMD

ジェットエンジンＭＤＪｅｔＥｎｇｉｎｅＭＤ

蒸気エンジンＭＤＳｔｅａｍＥｎｇｉｎｅＭＤ

石油発動機ＭＤＯｉｌＥｎｇｉｎｅＭＤ

タ_ビンＭＤＴｕｒｂｉｎｅＭＤ

（蒸気、ガス、水力に分類出来る）

ディゼルエンジンMDieselEngineM

発電設備MDPowerStationMachineryMD

ボイラ_ＭＤＢｏｉｌｅｒＭＤ

（暖房用を除く）

８－３ 

船舶及航海用具ＳＨｌＰＡＮＤＮＡＵＴｌＣＡＬＥＱＵＩＰＭＥＮＴ

船外モーターMDOutboardMotorMD

潜水業DivingService

潜水用具MDDivingEquipmentandSupliesMD

船舶解体ShipBodyDismantling

船舶ＲＰＳｈｉｐＲＰ

船舶用雑品業ShipChandlery

船舶用品MDShipEquipmentandFittingsMD

（船舶艤装品、装具、部品を含む）

造船DShipBuilding,Ｄ

ボ－トMDBoatBuilding,Ｄ

（ヨット、モーターボート、競艇用ポート、カヌー、救命ボート

ットスキー、レジャーボート等に分けられる）

ジェ

－２０－ 



８－４ 

鉄道エ業

エアープレーキＭ

（車輌用）

鉄道軌道用具ＭＤ

鉄道車繭Ｍ

（機関車を含む）

鉄道車輌部品Ｍ

鉄道保安装置Ｍ

鉄道用具ＭＤ

鉄道用信号機ＭＤ

ＲＡＩＬＲＯＡＤＩＮＤＵＳＴＲＹ 

ＡｉｒＢｒａｋｅＭ 

RailroadTrackEquipmentMD 

RailroaｄＣａｒＭ 

RailroadCarPartsandA 

RailroadSafetyDeviceM 

RailroadEquipmentMD 

RailroadSignalMD 

andAccessoriesM 

８－５ 

自動車エ業ＡＵＴＯＭＯＢＩＬＥＩＮＤＵＳＴＲＹ

過給機ＭＤＳｕｐｅｒｏｒＴｕｒｂｏＣｈａｒｇｅｒＭＤ

自動車解体AutomobileWrecking

自動車組立AutomobileChassisAssembly

自動車検査場AutomobilelnspectionService

自動車RPAutomobileRPService

自動車MAutomobileM

（乗用、貨物用、大型車、普通車、軽四輪に細分出来る）

自動車整備AutomobileMaintenanceService

自動車塗装AutomobilePainting

自動車販売AutomobileDR

（乗用、貨物用、大型車、普通車、軽四輪に細分出来る）

自動車部品MDAutomobilePartsMD

自動車ボディーMAutomobileBodyM

自動車用品MDAutomobileAccessoriesMR

自動二輪車MDMotorcycleMD

中古自動車ＤＵｓｅｄＣａｒＤｅａｌｅｒＲ

特装車MCustom-designedVehicleM

（ダンプカー、ローリー、特殊作業車等の儀装を含む）

－２１－ 



ブレ－キＭＤＢｒａｋｅＭ

（自動車用、エアブレーキ、オイルブレーキ、ブレーキシュウ等）

８－６ 

車輌エ業ＶＥＨＩＣＬＥＩＮＤＵＳＴＲＹ

産業用トラクターMDIndustryTractorMD

（フォークリフトForkliftを含む）

自転車ＭＤＢｉｃｙｃｌｅＭＤ

車輻ＭＤＣａｒｒｉａｇｅａｎｄＷａｇｏｎＭＤ

（車椅子、乳母車、三輪車を含む）

車輌部品､附属品MDVehiclePartsandAccessoriesMD

スノーモービルＭＤＳｎｏｗｍｏｂｉｌｅＭＤ

８－７ 

航空宇宙エ業

宇宙ロケットＭＤ

グライダーＭＤ

航空関係設備ＭＤ

航空機エンジン整備

航空機ＭＤ

航空機整備

航空機部品ＭＤ

人工衛星Ｍ、運行管理

人工衛星装備品ＭＤ

ミサイル・ロケットＭＤ

ミサイル･ロケット装備品Ｍ

リモート･センシングサービス

（航空写真、航空測量、

ＡＥＲＯＳＰＡＣＥＩＮＤＵＳＴＲＹ 

ＳｐａｃｅＲｏｃｋｅｔＭＤ 

GliderMD 

AeronauticEquipmentMD 

AircraftEngineMaintenanceService 

AircraftMD 

AircraftMaintenanceService 

AircraftPartsandAccessoriesMD 

SatelliteMOperation 

SatelliteEquipmentMD 

MissileandRocketMD 

MissileandRocketEquipmentM 

RemoteSensingService 

航空地質、海洋調査、気象予報を含む）

－２２－ 



８－８ 

光 学製品ＯＰＴ１ＣＡＬＧＯＯＤＳ

映写機MDFilmPrOjectorMD

（投射機、スライドを含む）

眼鏡ＭＤ

（眼鏡枠を含む）

顕微鏡ＭＤ

光学機械ＭＤ

（ガラスエ業参照）

光学製品ＭＤ

写真機ＭＤ

光ファイバーＭＤ

レーザー機器ＭＤ

レンズＭＤ

EyeglassMD 

MicroscopeMD 

OpticallnstrumentＳＭＤ 

OpticalGoodsMD 

CameraMD 

OpticalFiｂｅｒＭＤ 

ＬａｓｅｒＥｑｕｉｐｍｅｎｔＭＤ 

ＬｅｎｓＭＤ 

－２３－ 



貴金属・時計・美術エ芸９ 

９－１ 

宝石（資金属）

金銀製品ＭＤ

真)珠原料輸入

真珠養殖Ｄ

人造宝石ＭＤ

宝石加工

（水晶その他を含む）

宝石ＭＤ

ＪＥＷＥＬＲＹ 

ＧｏｌｄａｎｄＳｉｌｖｅｒｗａｒｅＭＤ 

Ｐｅａrl-Oysterlmporting 

PearlCu1tureD 

ArtificialJewelryMD 

GemFinisｈｍｇ 

JewelryMD 

９－２ 

時計製造

掛時計Ｍ

タイムレコーダーＭＤ

電子時計ＭＤ

時計ガラスＭ

時計側Ｍ

時計ＭＤ

時計付属品ＭＤ

時計文字盤Ｍ

ＨＯＲＯＬＯＧＹ 

ＣｌｏｃｋＭ 

ＴｉｍｅＲｅｃｏｒｄｅｒＭＤ 

ＥｌectronicClockMD 

WatchGlassM 

WatcｈＣａｓｅｓＭ 

ＷａｔｃｈａｎｄＣｌｏｃｋＭＤ 

ＷａｔｃｈＡｃｃessoriesMD 

WatchDialM 

９－３ 

美術エ芸品

切手商

工芸品ＭＤ

古銭商

骨董(アンティーク)商

美術材科Ｒ

美術品商

美術品輸出入業

ＡＲＴＧＯＯＤＳ 

Ｐｈｉｌａｔｅｌｙ(Philatelist） 

ArtObjectMD 

Numismatologies(N1 

AntiqueRetailing 

ArtSuppliesR 

ArtObjectR 

(Numismatist） 

ArtObjectExportingandlmporting 

－２４－ 



教育・宗教・団体・社会文化施設10 

１０－１ 

教 宵ＥＤＵＣＡＴＩＯＮ

大学University

単科大学College

短期大学JuniorCollege

高等専門学校TechnicalCollege

専門学校、専修学校BusinessCollege

高等学枚Highschool

（以上の各大学、学校は商業、工業、農業、法学、医学等専門別に細分

化可能）

中学校Middle(Intermediate)School

小学校Primary(Elementary)School

（以上の全大学、学校は国立、公立、私立、女子等に細分可能）

義護学校SchoolforSpecialEducation

教育Education(University）

（大学の各部、各科、各講座は夫々の専門名を附した教育と表示して夫

々職業を代表出来る）

（例）法学教育、物理学教育等

各種職業学校VocationalSchool

（簿記、洋裁、調理、看護等職業毎に細分し得る）

自動車教習所Ｄriver'sTrainingSchool

航空教習所Aviator,sTrainingSchool

外国語学校LanguageSchool

幼稚圃Kindergarten

学園経営SchoolManagement

学習塾PrivateLesson(PreparatorySchool）

成人教育Adult(Continuing)Education

（各種教室、講座、講習所、カルチャーセンターを含む）

教育機器MDSchoolEquipmentMD

教材MDTeachingMaterial

－２５－ 



図書館Library

１０－２ 

純科学ＰＵＲＥＳＣｌＥＮＣＥ

遺伝子科学ＬｉｆｅScience(Genetics）

化学ChemicalScience

核エネルギー研究NuclearEnergyResearch

自然科学NaturalScience

人類学AnthropologicalScience(Anthropology）

生物学BiologicalScience(Biology）

生理学PhysiologicalScience(Physiology）

理論科学研究TheoreticalScientificResearch

（その他科学分野毎に分類出来る）

１０－３ 

官公庁

外交

外国政府機関

外国貿易振興

気象庁

（気象台を含む）

行政

（都道府県市を含む）

検疫所

公安・警察

公園行政

公衆衛生

上下水道

税関・税務署

通商

登記所

ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴOFFlCES 

DiplomaticService 

ForeignGovernmentService 

ForeignTradePromotion 

MeteorologicalAgency 

GovernmentAdminstation 

QuarantineStation 

PublicSafetyandPolice 

PublicParkAdministration 

PublicHea1th 

WaterandSewage 

CustomandRevenueOffice 

Trade 

TitleRegistryOffice 

－２６－ 



保健所

領事（館）

立法機関

（地方議会を含む）

司法機関

PublicHealthOffice 

Consul(Consulate） 

Legislature 

JudicialOffice 

１０－４ 

団 体ASSOClATI0NANDORGANlZATl0NGROUPS

海外交流団体InternationalExchangeAssociation

カントリークラブCountryClub

救世軍SalvationArmy

キリスト教女子青年会YoungWomen'sChristianAssociation(YWCA）

キリスト教青年会YoungMen'sChristianAssociation(ＹＭＣＡ）

経営者協会Employer，sAssociation

（その他の経営団体を含む）

慈義団体CharityAssociation圧Ｕ

社会福祉協会SocialWelfareAssociation

社交クラブSocialClub

奨学会ScholarshipAssociation

（育英機関等含む）

商工会議所ChamberofCommerceandIndustry

商工協同組合CooperativeCommerceandlndustryAssociation

（商工会、工業会、協同組合に細分出来る）

生活協同組合Consumers，CooperativeAssociation

青年会YoungMen'ｓAssociation

青年会議所JuniorChamberofCommerce

赤十字社ＲｅｄＣｒｏｓｓ

専門家団体SpecialistAssociation

（医師会、弁議士会、技術家団体を含む）

体育協会AthleticAssociation

農業・協同組合AgriculturalCooperativeAssociation

－２７－ 



ボーイスカウトＢｏｙＳｃｏｕｔ

（ガールスカウト・少年事業団体等）

ロータリークラブＲｏｔａｒｙＣｌｕｂ

（国際ロータリーを含む）

オーケストラ、バンドOrchestraandBand

労働団体LaborOrganization

１０－５ 

教ＲＥＬｌＧＩＯＮ
￣ 

フ『て

キリスト教Christianty

（宗派により細分できる）

神道Shintoism

（宗派により細分できる）

仏教Buddhism

（宗派により細分できる）

モハメッド教(イスラム教）Mohammedanism(Islam）

ユダヤ教Judaism

（その他一般に認められている宗教は、職業分類としても認められる。

宗教代表者はいクラブ定款第６条第２節〃参照）

１０－６ 

宗 ＲＥＬＩＧｌＯＵＳＣＥＲＥＭＯＮＹ 

ＲｅｌｉｇｉｏｕｓＣｅｒｅmonialGoodsMD 

FuneralServices 

BuddhistAltarandFittingsMD 

CemeteryanbMemorialPark 

BurialSupplieＳＭＤ 

式典

用品ＭＤ

儀業

仏具ＭＤ

・霊園

用品ＭＤ

教
壇
祭
葬
仏
墓
埋

壇
地
葬

ｌＯ－７ 

展水会ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ

商品展示館BusinessExhibitions

－２８－ 



植物園BotanicalGarden

水族園Aquarium

展示会設計企画ExhibitionPlanningandPromotion

（イベントプランナー）

字宙科学館Astromuseum

（天文館）

動物園ZoologicalGarden

樽物館Museum

（科学、歴史、民族等）

美術展覧ArtExhibition

（美術館、画廊、フォトライブラリー等を含む）

標本剥製Taxidermy(StuffedSpecimen）

住宅展示場HouseExhibitions

資料記念館MemorialHallfOrCollectedReferenceMaterial

（文学館等）

－２９－ 



金属工業・金属製品・鉱業1１ 

１１－１ 

鉄 鋼業ＩＲＯＮＡＮＤＳＴＥＥＬＩＮＤＵＳＴ

厚鉄板MDThickSteelPlateMD

簿鉄板MDThinSteelSheetMD

帯鋼ＭＤＳｔｅｅｌＨｏｏｐｓＭＤ

型鋼MDSteelStructuralShapesMD

屑鉄処理ScraplronProcessing

鋼管ＭＤＳｔｅｅｌＰｉｐｅａｎｄＴｕｂｅＭＤ

鋼軌条MDSteelRailMD

工具鋼MDToolSteelMD

鋼ｉ事加工IronByproductsProcessing

鋼製パネMDSteelSpringMD

鋼線ＭＤＳｔｅｄＲｏｄａｎｄＷｉｒｅＭＤ

（ワイヤーロープを含む）

合金鋼(特殊鋼)ＭＤＡｌｌｏｙＳｔｅｅｌＭＤ

鋼板MDSteelSheetandPlateMD

銑鉄ＭＤＰｉｇｌｒｏｎＭＤ

殿鋼MDSteelForgingMD

鋳鉄管ＭＤＣａｓｔｌｒｏｎＰｉｐｅＭＤ

低温３１抜鋼ＭＤＣｏｌｄＤｒａｗｎＳｔｅｅｌＭＤ

鉄鋳物ＭＤＣａｓｔｌｒｏｎＭＤ

鉄筋用鋼MDReinforcingSteelMillingMD

鉄鋼ＭＤＩｒｏｎａｎｄＳｔｅｅｌＭＤ

鉄車輪MDSteelWheelMD

フェロアロイMDFerro-AlloyMD

棒鋼ＭＤＳｔｅｅｌＡｎｇｌｅＢａｒＭＤ

IＮＤＵＳＴＲＹ 

１１－２ 

金物

金物ＭＤ

（金属製荒物を含む）

ＨＡＲＤＷＡＲＥ 

ＨａｒｄｗａｒｅＭＤ 

－３０－ 



金属標識(道路標識)MMetalSignBoardM

釘ＭＤＮａｉｌＭＤ

鎖ＭＤＣｈａｉｎＭＤ

建築用金物MDBuildersHardwareMD

工業材科DIndustrialSuppliesD

（機械部品を含む）

工具ＭＤＴｏｏｌＭＤ

錠前ＭＤＬｏｃｋａｎｄＫｅｙＭＤ

食器（金属製）ＭＤＣｕｔｌｅｒｙａｎｄＰｌａｔｅＭＤ

スコップ・ショベルＭＤＳｃｏｏｐａｎｄＳｈｏｖｅｌＭＤ

針ＭＤＮｅｅｄｌｅｓＭＤ

（ミシン針を含み、釣針は別）

刃物ＭＤＣｕｔｌｅｒｙＭＤ

ボルト、ナットＭＤＢｏｌｔａｎｄＮｕｔＭＤ

鏑ＭＦｉｌｅＭ

１１－３ 

金属ェ業ＭＥＴＡＬＷＯＲＫｌＮＧＩＮＤＵＳＴＲＹ

アモルファス金属MAmorphasMetalSheetM

鋳物MCasting

金網ＭＤＷｉｒｅＧａｕｇｅＭＤ

金型ＭＤＭｅｔａｌＭｏｌｄＭＤ

金属缶ＭＤＭｅｔａｌＣａｎＭＤ

金属製品ＭＤＭｅｔａｌＧｏｏｄｓＭＤ

（銅、真鋳、チタン等各品種により分類することができる）
，へ

金ＭＤＡｌｌｏｙＭＤ仁８

（形状記憶合金、気体吸蔵合金等に$|H分し得る）

真空蒸着鍍金VucuumMetalizing

仲線業WireDrawing

製缶及DCanManufacturingMD

ダイキャストDicastMolder

－３１－ 



タンクＭＤＴａｎｋＭＤ

ドラム缶ＭＤＤｒｕｍＣａｎＭＤ

板金工作SheetMetalWorking

（シャーリングを含む）

非鉄金属MDNon-ironMetalMD

（銅、亜鉛、チタン等各種金属毎に細分できる）

非鉄金属製品MDNon-ironMetalProductsMD

（銅、亜鉛、チタン等各種金属毎に細分できる）

粉末合金MPowderedCompoundMetalM

舷珊器具ＭＤＥｎａｍｅｌＷａｒｅＭＤ

ホワイトメタル合金MWhiteMetalAlloyM

鍍金GeneralPlatingService

溶接作業WeldingService

（電気溶接、ガス溶接を含む）

ライニング･コーティング･繍勵nLining,CoatingorLaminating

１１－４ 

アノレミエ業

アルミインゴット製品Ｍ、

アルミ型物ＭＤ

アノレミ管ＭＤ

アルミ製品ＭＤ

アルミ精錬

アノレミ箔ＭＤ

アノレミ板ＭＤ

ＡＬＵＭＩＮＵＭｌＮＤＵＳＴＲＹ 

ＡｌｕｍｉｎｕｍｌｎｇｏｔMD 

AluminumShapesMD 

AluminumTubiｎｇＭＤ 

ＡｌｕｍｉｎｕｍＧｏｏｄｓＭＤ 

ＡｌｕｍｉｎｕｍＳｍｅlting 

AluminumFoilMD 

AluminumSheeｔＭＤ 

１１－５ 

採鉱及＊闇錬

亜鉛精錬

金属採鉱

金属精錬

（各種金属に分類可）

ＭＥＴＡＬＭＩＮｌＮＧＡＮＤＲＥＦＩＮｌＮＧ 

ＺｉｎｃＰｒｏcessing 

MetalMining 

SmeltingandRefining 

-３２－ 



鉱石分

採鉱材料

冶

油弁材科．

折
り
金
，

Assaying 

MiningandMillingSupplieｓＤ 

Metallurgy 

OilWellSuppliesD 

－３３－ 



金融・保険・証券1２ 

１２－１ 

金 融ＦＩＮＡＮＣＥ

外国為替銀行ForeignExchangeBank

外国銀行ForeignBankinJapan

（二行以上あるときは各々分類できる）

工業金融

財産管理

商業金融

消賢者金融

信託銀行

信用金庫、信用組合

短期金融

地方銀行

（普通銀行）

中央銀行

中小企業金融

長期金融

投資会社

投資信託

都市銀行

（普通銀行）

農業金融

不動産金融

リ_ス業

信用保証協会

質舗（屋）

IndustrialFinancing 

PropertyManagement 

CommercialFinancing 

ConsumerLoans(Credit） 

TrustBank 

CreditAssociationandUnion 

ShortTermFinancing 

LocalＢａｎｋ(RegionalBank） 

NationalBank 

SmalIandMedium-SizedBusinessFinancing 

LongTermFinancing 

Capitallnvestments 

InvestmentTrust 

CityBank 

AgriculturalFinancing 

RealEstateLoan(ＨｏｍｅLoan） 

Lease 

CreditGuaranteeAssociatioｎ 

ＰａｗｎＢｒｏｋｅｒ 

１２－２ 

保険

海上保険

INSURANCE 

Insurance-Marine 

－３４－ 



火災保険

再保険

自動車保険

傷害係険

生命保険

損害保険

賠償責任保険

保険代理業

保険ブローカー

lnsurance-Fire 

Reinsurance 

lnsurance-Automobile 

lnsurance-Casualty 

Insurance-Life 

lnsurance-Damage 

InsuranceLiability 

InsuranceAgent 

lnsuranceBroker 

１２－３ 

鉦券業､商品､先物取引業 ＳＥＣＵＲｌＴｌＥＳＡＮＤＣＯＭＭＯＤｌＴＹＢＲＯＫＥＲＳｉ 

ＤＥＡＬＥＲＳＡＮＤＥＸＣＨＡＮＧＥＳ 

ＳｅｃｕｒｉｔiesFirmwiththeMembershipoftheSecuTities 
Excbange 

SecuritiesFirmwithouttheMembershjpoftheSecuri 
tiesExchange 

SecuritieslnvestmentTrustandManagementFirm 

SupplementarySecuritiesBrokelsandDealers 

AIliedBusinessforSecuritiesBrokemsandDealers 

CommodityBrokersandDealers 

SecuritiesExchange 

CommodityExchange 

識取;|所韻である証券会社

証郷;|所会員でない証総社

証券投資信託委託会社

補助的証券業

証券類似業

商品取引業

証券取引所

商品取りｌ所

－３５－ 



建設・±石・窯業1３ 

１３－１ 

建 設業CONSTRUCTIONSERV1CE

アスファルト舗装AsphaltPaving

埋立工事ReclamationConstruction

開発計画DevelopmentPlanning

橋梁建設BridgeConstruction

建設請負業GeneralConstracting

（土木建築、綜合建設を含む）

建築

建築設計（建築士）

構造技術

高速道路建設

港湾建設

コンクリートエ事

コンクリートパネル工事

室内装飾設計施工

積算調査

造圃

測量士

大工工事

ダム・貯水池建設

鉄骨工事

鉄道建設

道路維持管理

（道路清掃を含む）

土木業

上木設計

配管工事

プレハブ建築及販売

防水工事

BuildingConstruction 

Architecture(Architect） 

StructuralEngineering 

HighwayConstruction 

MarineConstruction 

ConcreteConstruction 

ConcretePanelWorksConstruction 

InteriorDesigningandDecorationService 

QuantitySurveying 

LandscapeService 

Surveyor(LandMeasurement） 

Carpentry 

DamandReservoirConstruction 

IronworksConstruction 

RanroadConstruction 

RoadMaintenance 

PublicWorks 

CivilEngineering 

PlumbingService 

PrefabricatedHouseBuildingandSales 

WaterProofingService 
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１３－２ 

建 築材料BUILDlNGMATERIALS

アルミサッシュＭＤＡＩｕｍｉｎｕｍＳａｓｈＭＤ

壁材MDWallboardMaterialsMD

建築材科DBuildingMaterialsD

骨材MDAggregateMD

（ジャリ、砂、マサ土等）

コンクリート型枠MDConcretePanelMD

コンクリート混和剤MDConcreteAdmixtureMD

コンクリート二次製品MDConcreteProductsMD

シャッタ一ＭＤＳｈｕｔｔｅｒＭＤ

スチールサッシＭＤＳｔｅｅｌＳａｓｈＭＤ

石綿スレートMDAsbestosSlateMD

石灰ＭＤＬｉｍｅＭＤ

石膏ＭＤＰｌａｓｔｅｒＭＤ

セメントＭＤＣｅｍｅｎｔＭＤ

建具ＭＤＦｉｘｔｕｒｅｓ(Sash,Door,ｅｔｃｊＭＤ

生コンクリートMDReadyMixedConcreteMD

防水材MDWaterproofingMaterialMD

（Roofingpaperを含む）

メタルラスＭＤＭｅｔａｌＬａｔｈＭＤ

屋根材MDRoofingMaterialMD

（スレート、カラートタン、木質スレート等を含む）

床材MDFIooringMaterialMD

リノリュームＭＤＬｉｎｏｌｅｕｍＭＤ

（ビニールタイル等各種樹脂タイルを含む）

１３－３ 

塗装及内外装

壁紙ＭＤ

壁仕上材料ＭＤ

ＰＡＩＮＴＡＮＤＤＥＣＯＲＡＴ１０Ｎ 

ＷａｌｌｐａｐｅｒＭＤ 

ＷallDecorationMaterialsMD 

－３７－ 



外
顔
装
塗
塗
ラ
ワ

装工事

料Ｍ

飾材料ＭＤ

装及装飾

料ＭＤ

ッカーＭＤ

二スＭＤ

WallFinishing 

PigmentM 

DecorationMaterialsMD 

PaintingandDecorationService 

PaintMD 

LacquerMD 

VarniｓｈＭＤ 

１３－４ 

冷暖房（空調）

加除湿装置

換気装置ＭＤ

絵湯器ＭＤ

空気調整装置Ｍ

空気調整配智工事

セントラル(暖冷厭)設備

送俳風機ＭＤ

太陽熱ヒーターＭＤ

暖房装置Ｍ

暖房配管工事

暖房用ボイラーＭＤ

暖冷房器ＭＤ

ラジエーターＭＤ

冷房工事

冷房配符工事

ＡｌＲ－ＣＯＮＤＩＴＩＯＮＩＮＧＡＮＤＨＥＡＴｌＮＧ 

ＨｕｍidityControllEquipmentMD 

VentilatorMD 

HotWaterBoilerMD 

Air-ConditioningEquipment 

AirConditioningDuctlnstallationService 

CentralHeatingandCoolingSystem 

FananｄＢｌｏｗｅｒＭＤ 

ＳｏｌａｒＥｎｅｒｇｙＨｅａｔｅｒＭＤ 

ＨｅatingSystemSupplies 

HeatingDuctlnstallation 

HeatingBoilerMD 

HeatingandCoolingEquipmentMD 

RadiatorMD 

CoolingSystemlnstallation 

CoolingDuctlnstallation 

１３－５ 

消防及防火

火災警報装置ＭＤ

ｉ肖火機器ＭＤ

梢火栓ＭＤ

ＦｌＲＥＦ１ＧＨＴＩＮＧＡＮＤＰＲＥＶＥＮＴ１０Ｎ 

ＦｉｒｅＡlarmsEquipmentandSystemMD 

FireExtmguisherMD 

FireHydrantMD 

－３８－ 



スプリンクラーＭＤ工事

防火機器ＭＤ工事

FireSprinklerSystemlnstallationMD 

FirePreventionEquipmentMDInstallation 

１３－６ 

絶縁材科

電気絶縁物ＭＤ

防音材ＭＤ工事

保温断熱材ＭＤ工事

ｌＮＳＵＬＡＴＩＯＮＭＡＴＥＲＩＡＬＳ 

ＥｌｅｃｔｒｉｃａｌｌnsulationMD 

SoundlnsulationMD,Installation 

HeatlnsulationMD，Installation 

１３－７ 

石村エ業

石製品ＭＤ

畦石材科Ｍ

採石

砕石

石材加工

石材仕上

石材製品

（燈篭、碁石等を含む）

蝋石，

ＳＴＯＮＥＩＮＤＵＳＴＲＹ 

ＳｔｏｎｅＰｒｏｄｕｃｔｓＭＤ 

ＳｉlicaRock(Refractory)MaterialsM 

QualTing 

Macadam 

StoneCutting 

StoneFinishing 

CutStoneM 

AgalmatoliteD 

１３－８ 

窯業

衛生陶器ＭＤ

（洗面、便器等を含む）

化学磁器ＭＤ

瓦ＭＤ

噸質陶器ＭＤ

耐火材ＭＤ

タイルＭＤ

胸器ＭＤ

ＣＥＲＡＭＩＣＩＮＤＵＳＴＲＹ 

ＳａｎｉｔａｒｙＰｏｔｔｅｒｙＭＤ 

ChemicalPorcelainMD 

RoofingTileMD 

HardChinaMD 

RefractoryMaterialｓＭＤ 

ＴｉｌｅＭＤ 

ＰｏｔｔｅｒｙＭＤ 

－３９－ 



陶製管ＭＤ

陶製土管(テラコッタ)Ｍ、

美術陶器ＭＤ

ファインセラミックＭＤ

煉瓦ＭＤ

ＴｉｌｅＰｉｐｅＭＤ 

ＴｅｒｒａＣｏｔｔａＭＤ 

ＡｒｔＣｈｉｎａｗａｒｅＭＤ 

ＦｉｎｅＣｅｒａｍｉｃＭＤ 

ＢｒｉｃｋＭＤ 

１３－９ 

ガ ラスエ業

板ガラスＭＤ

温度計ＭＤ

（体温計、寒暖計等）

鏡ＭＤ

ガラス管球ＭＤ

ガラス器ＭＤ

ガラス食器ＭＤ

畦砂採掘り

光学用ガラスＭＤ

（眼鏡用レンズを含む）

石英ガラス製品ＭＤ

美術ガラスＭＤ

ビンＭＤ

窓ガラスＭＤ

魔法瓶ＭＤ

ＧＬＡＳＳＩＮＤＵＳＴＲＹ 

ＰｌａｔｅＧｌａｓｓＭＤ 

ＴｈｅｒｍｏｍｅｔｅｒＭＤ 

ＭｉｒｒｏｒＭＤ 

ＬａｍｐＢｕｌｂａｎｄＴｕｂｅＭＤ 

ＧｌａｓswareMD 

CookingandTableGlassware 

GlassSandMiningD 

OpticalGlassM， 

ＱｕａｒｔｚＧｌａｓｓＭＤ 

ＡｒｔＧｌａｓｓＭＤ 

ＢｏｔｔｌｅＭD 

WindowGlassMD 

Vacuum(Thermos）ＢｏｔｔｌｅＭＤ 

－４０－ 



サービス・自由業1４ 

１４－１ 

情報、調査サービスlNFORMATlONANDRESEARCHSERVICES

ソフトウエア業ComputerprogrammingandOthersoftwareService

（ソフトウェアの製作及び管理、受託開発、パッケージ作成）

ゲームソフト作成GamesoftwareProgramming

情報処理DataProcessingService

（市場調査、計量計算を含む）

銃計作成StatisticsService

（消費者保謹の各種検査センター、検数会社含む）

シンクタンクThinkTank

情報提供サービスMisceUaneouslnformationService

（気象、医療、保健、宿泊案内、観光案内、プレイガイド）

デ－タパンクＤａｔａＢａｎｋ

１４－２ 

有資格職業

裁判官

書記官

検察官

一般弁謹士

刑事弁溌士

民事弁謹士

商事弁渡士

海事補佐人

公証人

弁理士

司法書士

行政書士

社会保険労務士

中小企業診断士

ＱＵＡＬＩＦＩＥＤＰＲＯＦＥＳＳＩＯＮＳ 

Ｊｕｄｇｅ 

ＣｏｕｒｔClerk 

PublicProsecutor 

GeneralAttorney-at-law(Lawyer） 

ＬａｗｙｅｒｆｏｒＣｒｉｍｉｎａｌＬａｗ 

ＬａｗｙｅｒｆｏｒＣivilLaw 

LawyerforCorporationLaw 

MaritimeLawAide 

NotaryPublic 

PatentAttorney(Lawyeb 

JudiciaryScrivener 

PublicNotary 

SociallnsuranceClerk 

Medium‐ａｎｄSmall‐BusinessAdviser 

－４１－ 



会計

理

刃
心

》一一一回

公
税
獣

士
士
医

CertifiedPublicAccountant 

CertifiedTaxAccountant 

VeterinarySurgeon 

１４－３ 

ビジネスサービスＢＵＳｌＮＥＳＳＳＥＲＶＩＣＥ

アナウンサ一Announcer

ニュースキャスターNewscaster

評論家Commentator

（政治・経済、芸術、スポーツ等）

翻訳業TranslationService

通訳業InterpretingService

各種業務代行サービス業MiscellaneousAgencies

（電話、述転、集金、その他企業業務を含む）

アドレス書きAdressWritingService

通関代理CustomsBrokerage

（輸入代行を含む）

人材、職業あっ旋PrivateEmploymentService

（看護婦、ホームヘルパー、ベビーシッター、配膳人等）

人材派遣サービスTemporaryHelpService

警備保陣GuardandPatrolService

輿信所CreditReportingService

結婚相談業MarriageCounselingService

１４－４ 

コンサルタント､デザイナーＣＯＮＳＵＬＴＡＮＴＡＮＤ

経営コンサルタントBusinessConsultant

プログラマーComputerProgrommer

イラストレーターIllustrator

力ウンセラ一Counselor

（日常生活における各種トラブル）

ＤＥＳＩＧＮＥＲ 
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Designer 

lndustrial 

lnterior 

Graphic 

Apparel 

Flower 

AppraisalService 

囚ご$
１４－５ 

各種物品賃貸業RENTALANDLEASlNG

産業用機械器具レンタルIndustrialEquipmentandMachineryRental

（建設用機械器具を除く）

建設用機械器具レンタルConstmctionMachineryandEquipmentRental

事務所機械器具レンタルOfficeEquipmentRental

（コンピューターを除く）

コンピューター関連機鷲レンタルＣＯmputerandRelatedApparatusRenta’

しンタカーRent-a-CarService

レンタサイクルBicycleRentalService

スポーツ娯楽用具レンタルSportsandRecreationGoodsRentalService

（カラオケ装置を含む、ＣＤ、ビデオ、レコード）

日用雑貨レンタルSundriesRental

（タオル、テント、ベッド）

レンタルブティックRentalBoutique

（貸衣装、かつらを含む）

１４－６ 

技 術 ＥＮＧｌＮＥＥＲＩＮＧＡＮＤＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ 

ＳａｎｉｔａryEngineering 

MarineTransportationEngineering 

LandDevelopmentEngineering 

ChemicalEngineering 

MechanicalEngineering 

技
技
技
技
技

術
術
術
術
術

衛
海
開
化
機

生
連
発
学
械
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金属技術

建設技術

技術士

工業技術

鉱業技術

航空技術

（宇宙技術を含む）

醸造技術

情報処理技術

水産技術

水道技術

生産管理技術

繊維技術

船舶技術

電気技術

電子技術

土木技術

農業技術

パイオ技術

林業技術

（造林）

MetalEngineering 

ConstructionEngineering 

ConsultingEngineer 

IndustrialEngineering 

MiningEngineermg 

AeronauticalEngineering 

BrewingMethod 

DataProcess 

FisheriesTechnology 

WaterSupplyEngineering 

ProductionManagementTechnique 

TextileTechnology 

ShipBuildmgEngineering 

ElectricalEngmeering 

ElectronicsEngineering 

CivilEngineering 

AgricultureEngineering 

Bio-Technology 

ForestryTechnology 

１４－７ 

芸 術 ＦＩＮＥＡＲＴＳ 

ＬａｃｑｕｅｒＷａｒｅＡｒｔｓＣｒａｆｔｓ 

Ｄｒａｍａ(TheatricalPerformance） 

Music 

Painting 

Smger 

FlowerArrangement 

TeaCeremony 

漆
演
音
絵
歌
華
茶

芸
劇
楽
画
手
道
道

工
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手工芸Handicrafts

（刀剣たん造研磨等の伝統工芸を含む）

嚢： 道Calligraphy医Ｕ

彫亥リSculpture

陶芸Potterｙ

日本音楽（邦楽）JapaneseMusic

日本画JapanesePainting

俳優ActorandActress

鋒蹄Dancing

文学Literature

（コミックライター、アニメーションライター等を含む。小説、短歌、

和歌、俳句等に細分出来る｡）

１４－８ 

不動産業REALESTATE

アパート経営ApartmentBuildingManagement

（貸間、下宿、賃文化住宅を含む）

住宅経堂ResidenceRentingandManagement

（貸家、マンションを含む）

地主（土地賃貸業）Landowner(LandLeasingBusiness）

土地開発LandDevelopment

不動産鑑定士RealEstateAppraiser

不動産管理RealEstateManagement

不動産業RealEstateAgency

（不動産売買、建売り等を含む）

不動産仲介業RealEstateBrokerage

不動産賃貸MiscellaneousRealEstateLessor

（貸ビル、貸事務所、賃店舗、複合ビルを含む）

駐車場ParkingVehicleService

駐輪場ParkingBicycleService

貸ガレ_ジGarageRentalService

－４５－ 



ビルディング管理BuildingManagement

１４－９ 

洗濯サービス業

洗澱

染色

コインランドリー

リネンサプライ

（おしぼり配布を含む）

ＬＡＵＮＤＲＹＳＥＲＶＩＣＥ 

ＬａｕｎｄｒｙＳｅｒｖｉｃｅ 

DyeingService 

Laundromat 

LinenSupply 

１４－１０ 

クリーニングサービスCLEANINGSERVlCE

クリーニングサービスCleaningService

（インテリア、カーペット、ビルディング、ハウス）

クリーニング機器MDCleaningMachineMD

クリーニング材料MDCleaningGoodsMD

１４－１１ 

美理容、浴場BEAUTYSALONSBARBERSHOPANDBATH

美容院BeautySalon

（エステティックサロン、パーマネントを含む）

美容理容機器MDBeautyandBarberShopEquipmentＭＤ

美容理容材料ＭＤＢｅａｕｔｙａｎｄＢａｒｂｅｒＧｏｏｄｓＭＤ

理容理髪店BarberＳｈｏｐ

公衆浴場業PublicBath-House

サウナ風呂業SaunaBath

サウナ設備SaunaEquipmentandSupplies

－４６－ 



食品工業・食料品1５ 

１５－１ 

酒精飲料ALCOHOLICBEVERAGE

王冠ＭＤＳｅａｌｉｎｇＣａｐＭＤ

（清涼飲料用をも含む）

果実酒ＭＤＷｉｎｅＭＤ

酒精(アルコール)飲料DRAIcoholicBeverageDistR

酸造材科MDBrewingMaterialsMD

蒸留酒MDDistilledLiquorMD

（ウィスキー、ブランディ、ジン、焼酎等を含む）

滴酒ＭＤＳａｋｅＭＤ

麦芽ＭＤＭａｌｔＭＤ

ビール醸造ＤＢｅｅｒＢｒｅｗｉｎｇＤ

ホツプＤＨｏｐｓＤ

１５－２ 

情涼飲料ＮＯＮ－ＡＬＣＯＨＯＬＩＣＢＥＶＥＲＡＧＥ

果汁飲科MDFruitJuiceBeverageMD

穀物飲科MDCerealBeverageMD

（豆乳等）

炭酸飲科MDCarbonatedBeverageMD

炭酸飲料瓶詰CarbonatedBeverageBottling

（果汁飲料、その他を含む）

ミネラルウォーターMDMineralWaterMD

１５－３ 

菓子ＣＯＮＦＥＣＴｌＯＮＥＲＹ

アイスクリームコーンＭＤＩｃｅＣｒｅａｍＣｏｎｅｓＭＤ

製菓用材料MDConfectioner'sSuppliesMD

チューインガムＭＤＣｈｅｗｉｎｇＧｕｍＭＤ

洋菓子MDConfectionery(Western)ＭＤ

（チョコレート、キャンデー等に細分化）
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羊糞MDBean-JellyCakeMD

和菓子MDConfectionery(Japanese)ＭＤ

（生菓子、米菜、あられ、せんべい、飴等に細分化）

１５－４ 

食 品エ業ＦＯＯＤ１ＮＤＵＳＴＲＹ

インスタントコーヒーMDInstantCoffeeMD

インスタント食品ＭＤＩｎｓｔａｎｔＦｏｏｄＭＤ

うどんＭＤＮｏｏｄｌｅｓＭＤ

寒天ＭＤＡｇａｒ－ＡｇａｒＭＤ

乾物DGroceriesD

酵母ＭＤＹｅａｓｔＭＤ

穀物ＤＧｒａｉｎＤ

コーヒー貿付､熟成､培煎DCoffeeBuying,Curing,andRoasting,Ｄ

米ＤＲｉｃｅＤ

製餡業ＢｅａｎＪａｍＭｆｇ

製糖ＤＳｕｇａｒＭＤ

製粉ＤＦｌｏｕｒＭＤ

製麺ＤＮｏｏｄｌｅｓＭＤ

ゼラチンMGelatinM

蒲麦ＭＤＢｕｃｋＷｈｅａｔＮｏｏｄｌｅｓＭＤ

そうめんＭＤＴｈｉｎＷｈｅａｔＮｏｏｄｌｅｓＭＤ

茶精製DTeaProcessing,Ｄ

（日本茶、紅茶、ウーロン茶、麦茶、グリーンティを含む）

珍ＩｌｊｋＭＤＤｅｌｉｃａｃｙＭＤ

澱粉ＭＳｔａｒｃｈＭ

（Cornstarchを含む）

パンMDBreadBaking，Ｄ

パン版売Bakery

（小規模製造小売店を含む）

ビスケット、クラッカーMDBiscuitandCrackerBaking,，

－４８－ 



ブドウ糖ＭＤＧｌｕｃｏｓｅＭＤ

保存食品MDPreservedFoodMD

（佃煮を含む）

マカロ二ＭＤＭａｃａｒｏｎｉＭＤ

（スパゲティーを含む）

ラ_メンMDChineseNoodlesMD

絵食用食品MealService

（学校、職場、ケータリングサービス、駅弁等を含む）

１５－５ 

植物性食品FRUlTS1VEGETABLES,NUTS,ANDNUTPRODUCTS

果物、野菜繊誌MFruitsandVegetablesCaming

果物、野菜繊詰DCannedFoodsD

香辛料ＭＤＳｐｉｃｅｓＭＤ

こんにゃくＭＤＫｏｎｎｙａｋｕＭＤ

昆布調製DSeaTangleProcessingD

醤油ＭＤＳｏｙＳａｕｃｅＭＤ

’植物ｉｄｌＭＤＶｅｇｅｔａｂｌｅＯｉｌＭＤ

酢ＭＤＶｉｎｅｇａｒＭＤ

青果市場VegetableandFmitMarket

（仲買人を含む）

調味料MDSeasoningsMD

（ソース類、ドレッシング、マヨネーズ、化学調味料を含む）

漬物ＭＤＰｉｃｋｌｅＭＤ

豆腐ＭＤＴｏｆｕ(BeanCurd)ＭＤ

（高野豆腐を含む）

ナッツ調製DNutProcessingD

海苔調製DDriedSeaweedProcessingD

ふＭＤＦｕ(Gluten)ＭＤ

味噌ＭＤＭｉｓｏ(SoybeanPaste)ＭＤ

－４９－ 



１５－６ 

動物性食品MEAT,DAlRY,ANDPOULTRY

アイスクリームＭＤＩｃｅＣｒｅａｍＭＤ

牛乳ＤＭｉｌｋＤ

鶏肉ＷＲＰｏｕｌｔｒｙＷＲ

食肉加工MeatProcessing

（肉缶詰、ハム、ソーセージ製造を含む）

食用油脂ＭＤＥｄｉｂｌｅＯｉｌｓａｎｄＦａｔｓＭＤ

（人造パターを含む）

卵ＤＥｇｇｓＤ

肉類ＤＭｅａｔｍＷＲ）

乳酸菌製品MDLactobacillusProductsD

（乳酸菌飲料、ヨーグルト等）

乳児用食品ＭＤＢａｂｙＦｏｏｄＭＤ

乳製品MDDairyProductsD

（パター、チーズ、練乳、粉乳を含む）

蜂蜜ＭＤＨｏｎｅｙＭＤ

PＲＯＤＵＣＴＳ 

１５－７ 

冷東

家庭用冷蔵庫ＭＤ

氷ＭＤ

ドライアイスＭＤ

冷蔵倉庫

（冷凍低温倉庫を含む）

冷凍機ＭＤ

冷東業

冷東食品ＭＤ

REFRlGERATlON 

HouseholdRefrigerａｔｏｒＭＤ 

ＩｃｅＭＤ 

ＤｒｙｌｃｅＭＤ 

ＣｏｌｄＳｔｏｒａｇｅService 

FreezerMD 

FreezingService 

FrozenＦｏｏｄｓＭＤ 

－５０－ 



スポーツ・レクリエーション・娯楽・興行1６ 

1６－１ 

スポシＳＰＯＲＴＳ

運動具MDSportingEquipmentMD

運動指導Athleticlnstruction

（各種運動に細分出来る）

競技場PlaygroundandStadium

（運動場、競輪、競艇、自動車サーキット場等を含む）

ゴルフ場GolfCourse

ゴルフ練習場GolfPracticeRange

乗,馬指導Ridinglnstruction

水泳指導Swimminglnstruction

（スイミング・スクールを含む）

スキ場SkiingGround

スケートリンクSkatingRinks

スポーツ機器MDSportingEquipmentMD

スポーツ用品MDSportingGoodsMD

体育訓線PhysicalTraining

（ボディビル、体育クラブを含む）

テニスクラブTennisClub

フィールドアスレチックFieldAthleticClub

ポウリング場BowlingCenter

マリンスポーツMarineSports

野球場BaseballStadium

野球団BaseballＣｌｕｂ

ヨットハーバーYacht-HarborService

フィットネスクラブFitnessCenter

アスレチッククラブAthleticClub

バッティングセンターBaseballBattingCenter

その他プロスポーツOtherProfessionalSports

－５１－ 



１６－２ 

レクワリエーションＲＥＣＲＥＡＴ１０Ｎ

囲碁、将棋所HallsofGoandJapaneseChess

（指導、用品販売を含む）

映画館MotionPictureTheater

映画製作、配給MotionPictureProducingD

温泉HotSpring

観光事業SightseeingTravelBusiness

競馬場Horseracetrack

劇場Theater

行塵Performance少、

（プロダクション等を含む）

釣具MDFishingSuppliesMD

（釣針等）

釣用餌DFishingBaitD

ヘルスセンターHealthCenterService

ボウリング設備・用品MDBowlmgEquipmentandSuppliesMD

遊園地AmusementＰａｒｋ

遊園地施設MDAmusementResortFacilitiesMD

遊技機MDAmusementMachinesMD

（パチンコ、玉突、ボウリングを含む）

遊技場AmusementＨａｌｌ

（パチンコ店、ビリヤード、ボウリング場に細分できる）

レクリエーションホールRecreationＨａｌｌ

ゲームセンターHallofChildrenGames

カラオケボックスKaraoke(TapeofRecordedMusic)〔

ライプハウスLiveMusicHall

ｑｕｂ 

１６－３ 

楽器用品

音響(オーディオ)機器Ｍ、

MUSlCALlNSTlTUTlONSANDMERCHAND1SE 

AudioEquipmentMD 

－５２－ 



楽器ケースMDMusicalInstrumentCaseMD

楽器MDMusicalInstrumentMD

（楽器の各器種によって細分できる）

楽譜印刷DMusicalScorePrintingD

電子楽器MDElectronicMusicallnstrumentMＤ

録音録画盤製作DRecord,Tape,DiskRecordingD

（録音、録画したレコード、ビデオテープ、ディスクをさし、録画され

ていないテープ、ディスクは電気の項参照）

アニメショップ. AnimationShop 
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繊維工業・衣料品1７ 

１７－ 

繊

１ 

維エ巣

[天然繊雑］

(麻）

麻糸ＭＤ

麻真田Ｍ

麻製品ＭＤ

麻紡績

麻ロ_プＭＤ

黄麻紡績

蚊張ＭＤ

製麻Ｄ

(絹）

生糸ＭＤ

絹糸ＭＤ

絹糸染色

絹糸紡績

絹製品ＭＤ

絹製品仕上

絹製品染色

養蚕業

(毛）

ウールトップＭＤ

毛糸ＭＤ

毛織物ＭＤ

毛織物染色、仕上

洗毛化炭

反毛及屑毛ＭＤ

反毛ＭＤ

フエルトＭＤ

ＴＥＸＴＩＬＥＩＮＤＵＳＴＲＹ 

ＮａｔｕｒａｌＴｅｘｔｉｌｅＦｉｂｅｒ 

ＨｅｍｐＦｉｂｅｒ 

ＨｅｍｐＴｈｒｅａｄＭＤ 

ＢｒａｉｄＭ 

ＨｅｍｐＧｏｏｄｓＭＤ 

ＨｅｍｐＳｐｉｎｎｉｎｇ 

ＨｅｍｐＲｏpeMD 

JuteYarnSpinning 

MosquitoNeｔＭＤ 

ＨｅｍｐＹａｍＭＤ 

ＳｉｌｋＦｉｂｅｒ 

ＲａｗＳｉｌｋＭＤ 

ＳｉｌｋＹａｒｎＭＤ 

ＳｉｌｋＹａｒｎＤｙｅｉｎｇ 

ＳｐｕｎＳｉlkSpinning 

SilkGoodsMD 

SilkGoodsFinishing 

SilkGoodsDyeing 

Sericulture 

WoolandWooｌｅｎ 

ＷｏｏｌＴｏｐＭＤ 

WoolenandWorstedYarnMD 

WoolenandWorstedGoodsMD 

WoolenandWorstedDyeingandFinishing 

ScouringandCarbonizing 

ProcessedWoolandWoolwasteD 

WoolProcessingD 

FeltMD 

－５４－ 



羊毛Ｗｏｏｌ

(綿）CottonFiber

ウエストCottonWaste

原綿売買RawCottonMarketingService

原綿輸入RawCottonlmporting

製綿CottonMfg．

（蒲団綿、脱脂綿等を含む）

タオルＭＤＴｏｗｅｌＭＤ

綿織布CottonWeaving

綿製品MDCottonGoodsMD

綿製品輸出CottonGoodsExporting

綿布仕上CottonGoodsFinishing

綿布染色CottonGoodsDyeing

綿布捺染CottonGoodsPrinting

綿紡績CottonSpinning

輸入原綿検査ImportedRawCottonlnspection

[人造繊維］ManMadeTextileFiber

(Ａ）合成繊錐SyntheticTextileFiber

合成繊維織物MDSyntheticTextileMD

合成繊維MSyntheticTextileFiberM

（ナイロン、ポリエステル、アクリル、ウレタン、ビニロン系に細分化）

合成繊維製品加工SyntheticTextneGoodsConverting

合成繊維製品MDSyntheticTextileGoodsMD

合成繊維製品染色、仕上SyntheticTextileGoodsDyeingandFinishing

合成繊維紡繍SyntheticYarnSpinning

p－プＭＤＣｏｒｄａｇｅａｎｄＴｗｉｎｅＭＤ

(Ｂ）半合成繊維Semi-syntheticTextileFiber

化学繊錐MDChemicalFiberMD

（レーヨン、ベンベルグ、アセテート等セルローズ化学処理製品を含む）

人絹織物ＭＤＲａｙｏｎＦａｂｒｉｃＭＤ

人絹織物染色、仕上RayonFabricDyeingandFinishing
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人絹糸紡績Ｄ

スフ糸紡紙

スフＭＤ

(ｃ）無機織維

ガラス繊維ＭＤ

金属繊雑ＭＤ

セラミック繊維ＭＤ

炭化繊維ＭＤ

RayonYarnSpinningD 

StapleFiberSpinningMD 

StapleFiberMD 

InorganicTextileFiber 

GlassFiberMD 

MetaｌＦｉｂｅｒＭＤ 

ＦｉｎｅＣｅｒａｍｉｃＦｉｂｅｒＭＤ 

ＣａｒｂonizedFiberMD 

１７－２ 

被服エ業

海水着ＭＤ

学生服ＭＤ

毛皮製品ＭＤ

子供１１ＲＭＤ

作業衣ＭＤ

スポーツ用被服ＭＤ

男子ｌＲＭＤ

男子用下着ＭＤ

男子洋服仕立業

被服附属生地ＭＤ

（芯地、裂地等）

被服附属品ＭＤ

ＣＬＯＴＨ１ＮＧ１ＮＤＵＳＴＲＹ 

ＳｗｉｍｓｕｉｔＭＤ 

SchoolUniformMD 

FurClothingMD 

Children'sClothingMD 

WorkClothingMD 

SportｓｗｅａｒＭＤ 

Ｍｅｎ，sClothingMD 

Men,sUnderwearMD 

Men，sTailoring 

ClothingClothFurnishiｎｇＭＤ 

ClothingAccessoriesMD 

（ボタン、ホック等を含む）

婦人服ＭＤＷｏｍｅｎ，sClothingMD

婦人用下着ＭＤＬａｄｙｓＬｉｎｇｅｒｉｅＭＤ

防水服・雨具MDWaterProofGarmentsMD

縫製業SewingService

ワイシャツＭＤＭｅｎ'ｓＳｈｉｒｔＭＤ

和服MDJapaneseClothingMD

（呉服店を含む）
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１７－３ 

衣料及繊維雑貨 ＣＬＯＴＨｌＮＧＡＮＤＤＲＹＧＯＯＤＳ 

ＣｌｏｔｈｉｎｇＭＤ 

ＣlothingChain-Store 

ClothingExportingandlmporting 

衣料ＭＤ

衣料チェーンストア

衣料品輸出入業

生地見本ＭＤ

刺繍ＭＤ

テントＭＤ

－ツト製品ＭＤ

旗ＭＤ

不織布ＭＤ

レ_スＭＤ

婦人服Ｒ

（ブティックを含む）

ClothingMaterialSampleMD 

ＥｍｂｒｏｉｄｅｒｙＭＤ 

ＴｅｎｔＭＤ 

ＫｎｉｔｗｅａｒＭＤ 

ＦｌａｇＭＤ 

Ｎｏｎ－ＷｏｖｅｎＳｈｅｅｔｓＭＤ 

ＬａｃｅＭＤ 

Ｗｏｍan'sClothingR 
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電気・ガス・水道・燃料1８ 

１８－１ 

電気及電子エ業ELECTRlCALANDELECTROMClNDUSTRY

アンテナＭＤＡｎｔｅｍａＭＤ

家庭電化製品MDElectricHomeApplianceMD

集積回路MDIntegratedCircuitMD

（ＬＳＩ、ＶＨＳＩを含む）

照明器具MDLightingFixtureMD

セキュリティｼｽﾃﾑ鵬鑑MDSecuritySystemGoodsandEquipmｅｎｔＭＤ

センサ_ＭＤＳｅｎｓｏｒＭＤ

卓上計算器MDDesk-topCalculatorMD

（小型電卓も含む）

超電導製品MDSuperconductiveMaterialsandEquipmentMD

通信機MDCommunicationEquipmentMD

デイスクＭＤＤｉｓｃＭＤ

（コンピューター等のFlopyDisc、レーザーディスクを含む）

ディスクプレーヤーＭＤＤｉｓｃＰｌａｙｅｒＭＤ

（コンピューター用のＦＤＤ及びＨａｒｄDiscを含む）

テープレコーダーＭＤＴａｐｅＲｅｃｏｒｄｅｒＭＤ

電気機械MDElectricMachineryMD

電気器具MDElectricApplianceMD

電気計器ＭDElectricMeasuringlnstrumentMD

電気工事EIectricalEngineeringWork

電気工事材料MDEIectricalEngineeringWorkMaterialsMD

電気事業ElectricLightandPowerSupplyService

（電源開発・火力・水力・原子力発電、送電、配電を含む）

電気信号及警報機器MDElectricSignalandAlarmEquipmentMD

電気制御器MDElectricalContro]lingEquipmentMD

電気設傭ElectriclnstallationWork

電気部品MDElectricalPartsMD

電気鍍金ElectricPlatingService
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電球及管ＭＤＥｌｅｃｔｒｉｃＢｕｌｂａｎｄＴｕｂｅＭＤ

電力計ＭＤＷａｔｔｍｅｔｅｒＭＤ

電子計算器MDElectronicComputerMD

電子計算及自動システム装綴ComputingandAutomationSystem

電子計算器端末機器MDComputerEquipmentTermmalUnit

電子機器MDElectronicDevicesMD

電子部品MDElectronicComponentMD

（抵抗器、コンデンサー等に細分出来る）

電線ＭＤＥｌｅｃｔｒｉｃＷｉｒｅＭＤ

電池ＭＤＢａｔｔｅｒｙＭＤ

（乾電池、蓄電池、燃料電池等に細分出来る）

電ランMDElectricCableWireMD

配電盤MDElectricSwichboardPanelsMD

パソ。ンMDPersonalComputerMD

半導体素子MDSemiconductorDeviceMD

ビデオＭＤＶｉｄｅｏＥｑｕｉｐｍｅｎｔＭＤ

ビデオテープＭＤＶｉｄｅｏＴａｐｅＭＤ

ファクシミリＭＤＦａｃｓｉｍｉｌｅＭＤ

ラジオ及テレビ機器ＭDRadioandTelevisionEquipmentMD

ＭＤ 

１８－２ 

ガスエ

液化ガス

ガス器具

ガスエ

ガス

天然ガス採掘、

都市ガス

業

供給

ＭＤ 

事

Ｍ 

精製

供給

ＧＡＳＩＮＤＵＳＴＲＹ 

ＬｉｑｕｅｆｉｅｄＧａｓＳｕｐｐｌｙＳervice 

GasFittingsMD 

GasPipelnstallation 

GasM 

NaturalGasDiggingandRefinery 

CityGasSupplyService 
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１８－３ 

石炭業

．_クスＭＤ

石炭採掘り

ＣＯＡＬｌＮＤＵＳＴＲＹ 

ＣｏｋｅＭＤ 

ＣｏａｌＭｉｎｉｎｇＤ 

１８－４ 

上下水道、灌潤WATERSUPPLYANDIRRlGATlON

衝生工事SanitaryWorksConstruction

汚水処理装置MDSewageDisposalMD

給水WaterSupply

（上水道、工業用水等を含む）

下水道Ｓｅｗｅｒ

製井業WaterWellDrillingService

瀞水WaterPurification

（汚水処理を含む）

浄水装置ＭＤＷａｔｅｒＦｉｌｔｅｒＭＤ

（軟水装置を含む）

水道工事WaterSupplyConstruction

農業用水利IrrigationWaterSupply

環境測定機器MDEnvironmentalMeasuringlnstruｍｅｎｔＭＤ

環境計Ｈ証明EnvironmentalMeasurementCertification

１８－５ 

廃物処理､リサイクル資源化WASTEDlSPOSALANDRECYCLERESOURCE

一般廃棄物処理業DomesticWasteTreatmentService

（ごみ収集処理等に細分化される）

産業廃棄物処理業IndustrialWasteDisposalService

（処分、運搬）

鉄スクラップＷＩｒｏｎＳｃｒａｐＤ

非鉄スクラップ・WNon-ferrousScrapD

古紙その他再生資源WWastePaperandRecyclingWasteProductsD

（回収を含む）
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農芸・園芸・畜産・水産1９ 

１９－１ 

農

芸
園
果

及び園芸ＡＧＲＩＣＵＬＴＵＲＥＡＮＤＨＯＲＴｌＣＵＬ￣

芸用品MDHorticultureGoodsMD

物栽培FruitGrowing

(苗、柑橘、栗、梨、ブドウ、メロン等に細分出来る）

物栽培GrainCropGrowing

(米、小麦、とうもろこし、大豆、小豆等に細分出来る）

苗製作SeedBulbandNurseriesGrowing

造研究所BrewingLavoratory

樹TreeandShrubPlanting

(芝、盆栽、庭木、街路樹も含む。造園業は建設の項参照）

物消毒PlantDisintectantService

花MDArtificialFIowerMD

菜栽培VegetableGardening

(たまねぎ、トマト、ピーマン、アスパラガス等に細分出来る）

栽培ＴｅａＧｒｏｗｉｎｇ

園用品MDGardeningGoodsMD

業GeneralFarming

業試験場AgriculturalExperimentStation

業普及事業AgriculturalExpantion

薬撒布CropDustingandSpraying

栽培FlowerGrowing

(品種、栽培法により細分できる）

ＡＮＤＨＯＲＴｌＣＵＬＴＵＲＥ 

穀

種
醸
植

植
造
蔬

茶
庭
農
農
農
農
花

１９－２ 

農機

育

園

耕

具エ業AGRlCULTURALEQUlPMENTlNDUSTRY

雛器ＭＤＢｒｏｏｄｅｒＭＤ

芸器具MDOrchardandGardeningToolsMD

作用機械CultivationMachineryM(Cultivator）

(輪式、歩行トラクター式、トラクターを含む）

－６１－ 



穀物処理機MGrainProcessingMachineryM

（精米麦、製粉機GrainPolisher,Millを含む）

栽培用機械MMachineryforAgricultureM

（田植機RiceTransplanterを含む）

搾乳器MDMilkingMachineMD

収穫脱穀機MHarvestingandThreshingMachineｒｙ

（稲刈、もみすり機を含む）

農器具MDAgriculturallmplementsMD

農業用エンジンMDAgriculturalEngineMD

農業用機械及装置MDFarmMachineryandEquipmentMD

農器具MDAgriculturalln

農業用エンジンMDAgriculturalEl

農業用機械及装置MDFarmMachine

孵卵器MDIncubatorMD

酷農器具ＭＤＤａｉｒｙＦａｒｍｉｎｇ EquipmentMD 

１９－３ 

畜産業

犬猫病院

家畜売買

（家畜仲介を含む）

毛皮生産

実験動物飼育

飼科ＭＤ

（畜産用、ペット用、

畜産業

ペットショップ

屠殺業

孵卵加工品ＭＤ

牧畜業

養鶏業

養豚業

養蜂業

酪農

ＬｌＶＥＳＴＯＣＫ１ＮＤＵＳＴＲＹ 

ＰｅｔＡｎｉｍａｌＨｏｓｐital 

LivestockDealing 

FurRaising 

ExperimentalAnimalsRaising 

FeedMD 

魚用に細分しても可）

LivestockIndustry 

PetAmmalRetailing 

StockyardandSlaughter-House 

lncubatedGoodsMD 

LivestockFarming 

PoultryRaising 

HogRaising 

Apiculture 

DairyFarming 
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１９－４ 

水 産業ＦＩＳＨｌＮＧＩＮＤＵＳＴＲＹ

魚市場FishMarket

（鮮魚仲介人を含む）

魚養殖（養魚）Pisciculture

海藻養殖SeaweedCulture

（のり、昆布、わかめ等に細分）

漁業Fisherｙ

（漁法、魚種、漁場により細分できる）

漁具ＭＤ

水産物又は海産物加工Ｄ

（干物を含む）

水産物又は海産物ＭＤ

底引漁業

FishmgEquipmentSuppliesMD 

MarineProductsandProcessedProductsD 

MarineProductsBy-ProductsMD 

TrawlFishery 
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皮革・皮革製品2０ 

２０－１ 

皮

Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
皮
Ｄ
Ｄ

業
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ

剤
鞄

工

エ
エ
鞄
ト
ザ
物
料

Ⅱ
 

日
物
ル
靴
化
袋
材
具
か

革
革

革
革
粥
袋
べ

皮
皮
靴

工
工

皮
革
皮
革
人
人
製
練
馬
皮

ＬＥＡＴＨＥＲＩＮＤＵＳＴＲＹ 

Ｌｅａｔｈｅｒｃｒａｆｔ 

ＬｅａｔｈｅｒＢａｇａｎｄＣａｓｅＭＤ 

ＬｅａｔｈｅｒＢｅｌｔＭＤ 

ＬeatherShoesMD 

ArtificialLeatherMD 

ArtificialLeatherBagandCaseM， 

Shoe-MakingMaterialsMD 

LeatherTanning 

HarnessMD 

LeatherFinishin9,, 
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貿易・百貨店・流通2１ 

２１－１ 

総今 商業ＧＥＮＥＲＡＬＣＯＭＭＥＲＣＥｐ 

賀易商社TradingCompany

総へ商社GeneralTradingCompany原Ｕ

（広範囲の商品を取り扱う商事会社をし､う）

百貨店DepartmentStore

スーパーマーケットSupermarket

2１－２ 

流通市場DISTR1BUTlONMARKET

フランチャイズシステムFranchisingSystem

コンビニエンスストアConvenienceStore

専門量販店SpecializedVolumeSaleStore

商品券､ギフト券ショップDiscountTicketShop

通信販売MailOrderDistribution,Retailing

インターネット販売IntemetOrderDistribution,Retailing

土産品販売SouvenirRetailing

ショッピングセンターShoppingCenter

（アーケード専門店街経営を含む）

ノンストアリテイリングNon-StoreRetailing

（通信販売、インターネット販売を除く）

自動販売機VendingMachine

（自動販売機設證、貸付、設満店経営）
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旅館・飲食料理・接客業2２ 

２２－１ 

ホテル､リゾート及レストランHOTELSRESORTS,ANDRESTAURANTS

喫茶店CoffeeＳｈｏｐ

科理店（中華）Restaurant(ChineseCuisine）

料理店（洋食）Restaurant(WesternCuisine）

科理店（和食）RestaurantOapaneseCuisine）

（鮨、天ぷら、うなぎ、うどん、そば等専門店に細分できる）

ドライブインDrive-InnRestaurant

レストランチェーン経営Chain-RestaurantManegement

（食品、喫茶チェーン等及それらのフランチャイズシステムを含む）

旅館Hotel(JapaneseStyle）

ホアルHotel(WesternStyle）

ピジネスホテルBusinessHotel

宿泊施設LodgingFacilities

（ペンション、ユースホステル、国民宿舎、民宿等に細分出来る）

リゾートResorts

（キャンプ場を含む）

結婚式場WeddingReceptionHall

ファミリーレストランＦａｍｉｌｙRestaurant

料享SpecialJapaneseRestaurants“Ryotei',

パー､ｷｬﾊﾞﾚｰ､ナイトクラブBar,CabaretandNightculb

酒場、ビヤホールＢａｒａｎｄＢｅｅｒＨａｌｌ
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