
機密性○

大分類 中～細分類 職業名 よみがな 関係団体１ 団体１のＨＰアドレス 関係団体２ 団体2のＨＰアドレス 関係団体３ 団体3のＨＰアドレス 関係団体4 団体４のＨＰアドレス
A 031-01 銀行支店長 ぎんこうしてんちょう (一社)全国銀行協会　 www.zenginkyo.or.jp/
B 224-99 ＣＧデザイナー しーじーでざいなー (一財)デジタルコンテンツ協会　 www.dcaj.org/ （公財）画像情報教育振興協会　 www.cgarts.or.jp/
B 224-02 ＷＥＢクリエーター うえっぶくりえーたー (一財)デジタルコンテンツ協会　 www.dcaj.org/ （一社）デジタルメディア協会　 www.amd.or.jp/ （公財) 画像情報教育振興協会　 www.cgarts.or.jp/ 日本WEBデザイナーズ協会 www.jwda.jp/
B 249-99 アートディレクター あーとでぃれくたー (社）日本グラフィックデザイナー協会　 www.jagda.org/ 東京アートディレクターズクラブ　 www.tokyoadc.com/
B 244-99 アウトドアインストラクター あうとどあいんすとらくたー (公社)日本キャンプ協会　 www.camping.or.jp/ (NPO)自然体験活動推進協議会　 www.cone.ne.jp/ (財)日本ユースホステル協会　 www.jyh.or.jp/
B 184-01 アクチュアリー あくちゅありー (社)日本アクチュアリー会　 www.actuaries.jp/
B 249-03 アナウンサー あなうんさー (社)日本民間放送連盟　 www.j-ba.or.jp/ 日本放送協会　 www.nhk.or.jp/

B 152-01 あんまマッサージ指圧師 あんままっさーじしあつし (財)日本あん摩マッサージ指圧師会 nichimakai.or.jp/ (公社)全日本針灸マッサージ師会　 www.zensin.or.jp/

B 087-99 医薬品製造技術者 いやくひんせいぞうぎじゅつしゃ 日本製薬団体連合会　 www.fpmaj.gr.jp/

B 222-02 イラストレーター いらすとれーたー 東京イラストレーターズ・ソサエティ　 www.tis-home.com/ (社)日本グラフィックデザイナー協会　　 www.jagda.org/

B 224-05 インテリアコーディネーター いんてりあこーでぃねーたー (公社)インテリア産業協会　 www.interior.or.jp/

B 224-05 インテリアデザイナー いんてりあでざいなー (社)日本インテリアデザイナー協会　 www.jid.or.jp/
B 073-01 エンジン設計技術者 えんじんせっけいぎじゅつしゃ 日本内燃機関連合会　 www.jicef.org/ (一社)日本自動車工業会　 www.jama.or.jp/ (公社）日本自動車技術会　 www.jsae.or.jp/ (一社)日本舶用工業会 www.jsmea.or.jp/
B 087-01 化学品生産技術者 かがくひんせいさんぎじゅつしゃ 石油化学工業協会 www.jpca.or.jp/ (一社)日本化学工業協会 www.nikkakyo.org 日本化学繊維協会 www.jcfa.gr.jp/  

B 105-01 カスタマーエンジニア かすたまーえんじにあ (一社)情報サービス産業協会　 www.jisa.or.jp/ (一社)電子情報技術産業協会　 www.jeita.or.jp/japanese/
B 249-99 カラーコーディネーター からーこーでぃねーたー (一社)日本流行色協会　 www.jafca.org/ (一財)日本色彩研究所　 www.jcri.jp/
B 223-01 ガラス工芸家 がらすこうげいか 日本ガラス工芸協会　 www.jgaa.net/
B 083-01 機械生産技術者 きかいせいさんぎじゅつしゃ (一社）日本産業機械工業会 www.jsim.or.jp/ (一社)日本建設機械工業会　 www.cema.or.jp/ (一社)日本ロボット工業会　 www.jara.jp/ (一社)日本陸用内燃機関協会 www.lema.or.jp/
B 179-99 企業法務スタッフ きぎょうほうむすたっふ 経営法友会 www.keieihoyukai.jp/ ビジネス・キャリア検定　 www.javada.or.jp/bc/
B 243-03 キャリアカウンセラー（キャリアコンサルタント） きゃりあかうんせらー（きゃりあこんさるたんと） （NPO）キャリア・コンサルティング協議会 http://new.career-cc.org/ 厚生労働省職業能力開発局キャリア形成支援室　　www.mhlw.go.jp/ (NPO）キャリアカウンセリング協会　 www.career-npo.org/ (NPO）日本キャリア開発協会　 https://www.j-cda.jp/

B 086-01 金属精錬・材料製造技術者 きんぞくせいれん・ざいりょうせいぞうぎじゅつしゃ (一社)日本鉄鋼連盟　 www.jisf.or.jp/ (社)日本鋳造協会 www.foundry.jp/ (一社)日本アルミニウム協会　
 www.aluminum.or.jp/

B 224-01 グラフィックデザイナー ぐらふぃっくでざいなー (社)日本グラフィックデザイナー協会　 www.jagda.org/ (NPO)日本タイポグラフィ協会　 www.typo.or.jp/ 日本図書設計家協会　 www.tosho-sekkei.gr.jp/ (NPO)東京タイプディレクターズクラブ http://tdctokyo.org/jpn/
B 169-01 ケアマネジャー（介護支援専門員） けあまねじゃー（かいごしえんせんもんいん） (一社)日本介護支援専門員協会　 www.jcma.or.jp/ 厚生労働省老健局介護保険課　 www.mhlw.go.jp/
B 224-99 ゲームクリエーター げーむくりえーたー （一社)コンピュータエンターテイメント協会　 www.cesa.or.jp/ （一社)日本アミューズメントマシン工業協会　 www.jamma.or.jp/
B 211-03 コピーライター こぴーらいたー 東京コピーライターズクラブ　 www.tcc.gr.jp/
B 235-01 コメディアン こめでぃあん （社）日本喜劇人協会　 http://blog.oricon.co.jp/kigekijin/
B 102-01 システムエンジニア（ＩＴアーキテクト） しすてむえんじにあ（あいてぃーあーきてくと） (一社)情報サービス産業協会　 www.jisa.or.jp/
B 101-01 システムエンジニア（ＩＴコンサルタント） しすてむえんじにあ（あいてぃーこんさるたんと） (一社)情報サービス産業協会　 www.jisa.or.jp/
B 104-00 システムエンジニア(アプリケーションスペシャリスト)しすてむえんじにあ(あぷりけーしょんすぺしゃりすと）(一社)情報サービス産業協会　 www.jisa.or.jp/
B 105-01 システムエンジニア（システム管理スペシャリスト）しすてむえんじにあ（しすてむかんりすぺしゃりすと）(一社)情報サービス産業協会　 www.jisa.or.jp/
B 104-00 システムエンジニア(ソフトウェア開発) しすてむえんじにあ(そふとうぇあかいはつ） (一社)情報サービス産業協会　 www.jisa.or.jp/
B 106-01 システムエンジニア（ネットワークスペシャリスト） しすてむえんじにあ（ねっとわーくすぺしゃりすと） (一社)情報サービス産業協会　 www.jisa.or.jp/
B 103-01 システムエンジニア(プロジェクトマネージャー) しすてむえんじにあ（ぷろじぇくとまねーじゃー） (一社)情報サービス産業協会　 www.jisa.or.jp/
B 084-01 自動車生産技術者 じどうしゃせいさんぎじゅつしゃ (一社）日本自動車工業会　 www.jama.or.jp/ (一社)日本自動車車体工業会　
 www.jabia.or.jp/
B 249-99 シニア海外ボランティア しにあかいがいぼらんてぃあ (独)国際協力機構　 www.jica.go.jp/
B 224-99 ジュエリーデザイナー じゅえりーでざいなー (公社）日本ジュエリーデザイナー協会 www.jjda.or.jp/
B 081-01 食品製造技術者 しょくひんせいぞうぎじゅつしゃ (一社)日本乳業協会　 www.nyukyou.jp/ (公財）日本醸造協会　 www.jozo.or.jp/ 全国和菓子協会　 www.wagashi.or.jp/ 全国調理食品工業協同組合 www.zenchoshoku.or.jp/
B 249-99 スタイリスト すたいりすと (一社)日本ファッションスタイリスト協会　
 www.stylist-kyokai.jp/
B 244-03 スポーツインストラクター すぽーついんすとらくたー (公財)日本スポーツクラブ協会；　 www.jsca21.or.jp/ (一社)日本フィットネス産業協会 www.fia.or.jp/ (財)日本健康スポーツ連盟　 www.kenspo.or.jp/
B 224-03 ディスプレイデザイナー でぃすぷれいでざいなー 日本ビジュアルマーチャンダイジング協会　 www.javma.com/ (一社)日本空間デザイン協会　 www.dsa.or.jp/
B 224-06 テキスタイルデザイナー てきすたいるでざいなー (一社)日本テキスタイルデザイン協会　 www.j-tda.jp/ （一社）日本インテリアファブリックス協会　 www.nif.or.jp/
B 222-02 テクニカルイラストレーター てくにかるいらすとれーたー 日本ビジュアルコミュニケーション協会　 www.javc.gr.jp/
B 212-03 テクニカルライター てくにかるらいたー (一財）テクニカルコミュニケーター協会　 www.jtca.org/
B 246-02 テレビ・ラジオ放送技術者 てれび・らじおほうそうぎじゅつしゃ (一社)日本民間放送連盟　 www.j-ba.or.jp/ 日本放送協会　 www.nhk.or.jp/
B 225-02 テレビカメラマン てれびかめらまん (一社)日本民間放送連盟　 www.j-ba.or.jp/ 日本放送協会　 www.nhk.or.jp/ (公社)映像文化製作者連盟 www.eibunren.or.jp/ (一社)日本映画テレビ技術協会 www.mpte.jp/
B 082-01 電気・電子・電気通信生産技術者 でんき・でんし・でんきつうしんせいさんぎじゅつしゃ(一社) 電子情報技術産業協会　 www.jeita.or.jp/ (一社)日本半導体製造装置協会　 www.seaj.or.jp/
B 212-99 トラベルライター とらべるらいたー （一社）日本旅行作家協会　 www.jtwo.net/ 日本旅のペンクラブ　 http://tabipen.net/
B 077-01 バイオケミカル技術者 ばいおけみかるぎじゅつしゃ (一財)バイオインダストリー協会　 www.jba.or.jp/ (独）産業総合研究所　 www.aist.go.jp/
B 051-02 バイオテクノロジー研究者 ばいおてくのろじーけんきゅうしゃ (財)バイオインダストリー協会　 www.jba.or.jp/
B 152-00 はり師・きゅう師 はりし・きゅうし (公社)全日本鍼灸マッサージ師会　 www.zensin.or.jp/ (公財)東洋療法研修試験財団　 www.ahaki.or.jp/
B 232-01 バレエダンサー ばれえだんさー (公社）日本バレエ協会　 www.j-b-a.or.jp/ 東京バレエ協議会 www.tba-ensemble.com/
B 249-06 ピアノ調律師 ぴあのちょうりつし (一社)日本ピアノ調律師協会；　 www.jpta.org/
B 189-99 ファイナンシャル・プランナー ふぁいなんしゃる・ぷらんなー 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会　 www.jafp.or.jp/
B 079-01 ファインセラミックス製造技術者 ふぁいんせらみっくすせいぞうぎじゅつしゃ (一社)日本ファインセラミックス協会　　 www.jfca-net.or.jp/
B 224-06 ファッションデザイナー ふぁっしょんでざいなー (一社)日本アパレル・ファッション産業協会　 www.jafic.org/
B 249-99 フードコーディネーター ふーどこーでぃねーたー (ＮＰＯ)日本フードコーディネーター協会　 www.fcaj.or.jp/

B 083-99 風力発電機器等製造技術者 ふうりょくはつでんききとうせいぞうぎじゅつしゃ (一社)日本風力発電協会　
 http://jwpa.jp/jwpa/ (独）新エネルギー・産業技術総合開発機構　 www.nedo.go.jp/

B 224-99 ブックデザイナー ぶっくでざいなー 日本図書設計家協会　 www.tosho-sekkei.gr.jp/
B 224-99 フラワーデザイナー ふらわーでざいなー (公社)日本フラワーデザイナー協会　 www.nfd.or.jp/
B 073-01 プラント設計技術者 ぷらんとせっけいぎじゅつしゃ (一財)エンジニアリング振興協会　 www.enaa.or.jp/
B 212-99 フリーライター ふりーらいたー 協同組合　日本脚本家連盟　 www.writersguild.or.jp/ 協同組合　日本シナリオ作家協会　 www.j-writersguild.org/
B 104-04 プログラマー ぷろぐらまー (一社)情報サービス産業協会　 www.jisa.or.jp/
B 222-02 マンガ家 まんがか (社)日本漫画家協会　 www.nihonmangakakyokai.or.jp/
B 231-01 ミュージシャン みゅーじしゃん (公社)日本芸能実演家団体協議会　 www.geidankyo.or.jp/
B 051-99 メカトロニクス研究者 めかとろにくすけんきゅうしゃ （社）精密工学会　 www.jspe.or.jp/ （社）日本機械学会　 www.jsme.or.jp/
B 085-01 輸送用機器製造技術者 ゆそうようききせいぞうぎじゅつしゃ (一社)日本鉄道車輌工業会 www.tetsushako.or.jp/ (一社)日本造船工業会 www.sajn.or.jp/ (一社)日本航空宇宙工業会　 www.sjac.or.jp/
B 169-02 医療ソーシャルワーカー いりょうそーしゃるわーかー (公社)日本医療社会福祉協会　 www.jaswhs.or.jp/
B 234-02 映画監督 えいがかんとく 協同組合　日本映画監督協会　 www.dgj.or.jp/
B 213-99 映像編集者 えいぞうへんしゅうしゃ (一社)日本ポストプロダクション協会　 www.jppanet.or.jp/
B 151-01 栄養士 えいようし (公社)日本栄養士会　 www.dietitian.or.jp/
B 244-99 英会話教師 えいかいわきょうし (一財)日本英会話協会　 www.eikaiwakyoukai.com/
B 235-01 演芸家 えんげいか (公社)日本芸能実演家団体協議会　 www.geidankyo.or.jp/　

B 244-99 音楽教室講師 おんがくきょうしつこうし (一社)全日本ピアノ指導者協会 www.piano.or.jp/ (一社)日本弦楽指導者協会　 http://jasta-gia.or.jp/
B 212-01 海外特派員 かいがいとくはいん （一社）日本新聞協会　 www.pressnet.or.jp/
B 242-01 学芸員 がくげいいん 文部科学省生涯学習政局社会教育課・博物館所管課www.mext.go.jp 文化庁　美術学芸課　美術館・歴史博物館室　 www.bunka.go.jp/
B 133-01 看護師 かんごし (公社)日本看護協会　 www.nurse.or.jp/
B 249-03 気象予報士 きしょうよほうし (一財)気象業務支援センター　 www.jmbsc.or.jp/

B 159-01 義肢装具士 ぎしそうぐし (社）日本義肢協会　 www.j-opa.or.jp/
B 223-01 金工作家 きんこうさっか (社)日本工芸会　 www.nihon-kogeikai.com/ （財）伝統的工芸品産業振興協会　 www.kougei.or.jp/index.html/
B 076-01 金属精錬技術者（鉄鋼） きんぞくせいれんぎじゅつしゃ (一社)日本鉄鋼連盟　 www.jisf.or.jp/

B 189-01 経営コンサルタント けいえいこんさるたんと (ＮＰＯ)日本経営士協会　 www.jmca.or.jp/ 中小企業診断協会　 www.j-smeca.jp/

B 091-02 建築施工管理技術者 けんちくせこうかんりぎじゅつしゃ (社)日本建設業連合会　 www.nikkenren.com/
B 091-01 建築設計技術者 けんちくせっけいぎじゅつしゃ (公社）日本建築士会連合会 www.kenchikushikai.or.jp/ (社)日本建築士事務所協会連合会　 www.njr.or.jp/ (社)日本建築家協会　 www.jia.or.jp/
B 249-07 犬訓練士 いぬくんれんし (社)ジャパンケネルクラブ　 www.jkc.or.jp/
B 079-99 原子力技術者 げんしりょくぎじゅつしゃ (一社)日本原子力産業協会　　 www.jaif.or.jp/
B 146-02 言語聴覚士 げんごちょうかくし (一社)日本言語聴覚士協会　 www.jaslht.or.jp/
B 181-01 公認会計士 こうにんかいけいし 日本公認会計士協会　 www.hp.jicpa.or.jp/
B 224-04 工業デザイナー こうぎょうでざいなー （公社）日本インダストリアルデザイナー協会　 www.jida.or.jp/
B 249-99 広告ディレクター こうこくでぃれくたー (一社)日本広告業協会　 www.jaaa.ne.jp
B 224-01 広告デザイナー こうこくでざいなー (一社)日本広告業協会　 www.jaaa.ne.jp/ (社)日本グラフィックデザイナー協会　　 www.jagda.org/
B 249-01 行政書士 ぎょうせいしょし 日本行政書士会連合会　 www.gyosei.or.jp/
B 194-01 高等学校教員 こうとうがっこうきょういん 文部科学省　初等中等教育局　教職員課　 www.mext.go.jp 日本私立中学高等学校連合会　 www.chukoren.jp/

B 077-01 高分子化学技術者 こうぶんしかがくぎじゅつしゃ 合成樹脂工業協会　 www.jtpia.jp/ (社)日本合成樹脂技術協会 www.plastics.or.jp/ 日本化学繊維協会 www.jcfa.gr.jp/ (一財)カケンテストセンター www.kaken.or.jp/
B 249-99 国際協力専門家 こくさいきょうりょくせんもんか (独)国際協力機構　　 www.jica.go.jp/
B 143-01 細胞検査士 さいぼうけんさし (ＮＰＯ）日本臨床細胞学会　 www.jscc.or.jp/ 細胞検査士会 www.ctjsc.com/
B 145-01 作業療法士 さぎょうりょうほうし (一社)日本作業療法士協会　 www.jaot.or.jp/
B 212-02 雑誌記者 ざっしきしゃ (社)日本雑誌協会　 www.j-magazine.or.jp/
B 213-01 雑誌編集者 ざっしへんしゅうしゃ (社)日本雑誌協会　 www.j-magazine.or.jp/ (一社)日本編集制作協会　 www.ajec.or.jp/
B 243-00 産業カウンセラー さんぎょうかうんせらー (社)産業カウンセラー協会　 www.counselor.or.jp/
B 119-02 産業廃棄物処理技術者 さんぎょうはいきぶつしょりぎじゅつしゃ (公社)全国産業廃棄物連合会　 www.zensanpairen.or.jp/
B 241-01 司書 ししょ (社）日本図書館協会　 www.jla.or.jp/ 文部科学省生涯学習政策局社会教育課　 www.mext.go.jp
B 175-01 司法書士 しほうしょし 日本司法書士会連合会　 www.shiho-shoshi.or.jp/
B 146-01 視能訓練士 しのうくんれんし (公社)日本視能訓練士協会　 www.jaco.or.jp/
B 147-01 歯科衛生士 しかえいせいし (公社)日本歯科衛生士会　 www.jdha.or.jp/
B 148-01 歯科技工士 しかぎこうし (公社)日本歯科技工士会　 www.nichigi.or.jp/
B 161-01 児童相談員 じどうそうだんいん 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課　 www.mhlw.go.jp/
B 074-01 自動車技術者 じどうしゃぎじゅつしゃ (一社)日本自動車工業会　　 www.jama.or.jp/ (一社)日本自動車工業会 www.jama.or.jp/ (公社）日本自動車技術会　 www.jsae.or.jp/
B 199-02 自動車教習所指導員 じどうしゃきょうしゅうじょしどういん (社)全日本指定自動車教習所協会連合会　 www.zensiren.or.jp/
B 249-99 社会教育主事 しゃかいきょういくしゅじ 文部科学省　生涯学習政局　社会教育課　 www.mext.go.jp
B 162-00 社会福祉施設指導員 しゃかいふくししせつしどいん 厚生労働省社会・援護局総務課　　 www.mhlw.go.jp/ 雇用均等・児童家庭局総務課　 www.mhlw.go.jp/
B 183-01 社会保険労務士 しゃかいほけんろうむし 全国社会保険労務士会連合会　 www.shakaihokenroumushi.jp/
B 249-04 手話通訳者 しゅわつうやくしゃ (一社)日本手話通訳士協会　 www.jasli.jp/
B 153-01 柔道整復師 じゅううどうせいふくし (公社)日本柔道整復師会　 www.shadan-nissei.or.jp/ (公社)全国柔道整復学校協会　 www.judo-seifuku.or.jp/
B 123-01 獣医師 じゅういし (公社)日本獣医師会　 http://nichiju.lin.gr.jp/
B 132-01 助産師 じょさんし (公社)日本助産師会　 www.midwife.or.jp/ 全国助産師教育協議会；　03-5832-6955
B 225-01 商業写真家 しょうぎょうしゃしんか (公社)日本写真家協会　 www.jps.gr.jp/ 日本水中プロカメラマン協会　 www.aiigr.net/ 日本商業写真家協会 http://www4.big.or.jp/~jcpa/
B 192-01 小学校教員 しょうがっこうきょういん 文部科学省初等中等教育局企画課　 www.mext.go.jp
B 184-01 証券アナリスト しょうけんあなりすと (公社)日本証券アナリスト協会　 www.saa.or.jp/
B 199-03 職業訓練指導員 しょくぎょうくんれんしどういん 都道府県職業能力開発主管課 (独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構　 www.jeed.or.jp/
B 071-01 食品開発技術者 しょくひんかいはつぎじゅつしゃ (公財)日本健康・栄養食品協会　 www.jhnfa.org/ (社)日本冷凍食品協会 www.reishokukyo.or.jp/
B 212-01 新聞記者 しんぶんきしゃ (一社)日本新聞協会　 www.pressnet.or.jp/ (公社)日本記者クラブ　 www.jnpc.or.jp/

B 141-01 診療放射線技師 しんりょうほうしゃせんぎし (公社)日本診療放射線技師会　 www.jart.jp/

B 213-01 図書編集者 としょへんしゅうしゃ (社)日本書籍出版協会　 www.jbpa.or.jp/ (一社)出版梓会　 www.azusakai.or.jp/ (一社)自然科学書協会　 www.nspa.or.jp/ 日本児童図書出版協会 www.kodomo.gr.jp/
B 061-04 水産技術者 すいさんぎじゅつしゃ (一社)全国水産技術者協会　 www.jfsta.or.jp/ (独)水産総合研究センター　 www.fra.affrc.go.jp/
B 073-01 精密機械(設計)技術者 せいみつきかい(せっけい)ぎじゅつしゃ 日本精密測定機器工業会　 www.jpmia.gr.jp/information/index.html (一社)日本計量機器工業連合会　 www.keikoren.or.jp/ (社)日本分析機器工業会　 www.jaima.or.jp/ 日本光学測定機工業会 www.j-oma.jp/summary/index.html
B 233-01 声優 せいゆう 日本声優事業者協議会　 http://sei-yu.net/index.html
B 249-99 青年海外協力隊員 せいねんかいがいきょうりょくたいいん (独)国際協力機構　　 www.jica.go.jp/
B 182-01 税理士 ぜいりし 日本税理士会連合会　 www.nichizeiren.or.jp/
B 199-01 専門学校教員 せんもんがっこうきょういん (一財)職業教育・キャリア教育財団 www.sgec.or.jp/ 文部科学省生涯学習政策局専修学校教育振興室　www.mext.go.jp/
B 093-01 測量士 そくりょうし (社)日本測量協会　 www.jsurvey.jp/
B 249-05 速記者 そっきしゃ (公社)日本速記協会　 www.sokki.or.jp/
B 083-99 太陽光パネル等製造技術者 たいようこうぱねるとうせいぞうぎじゅつしゃ 太陽光発電協会　 www.jpea.gr.jp/ 太陽光発電技術研究組合 www.pvtec.or.jp/ (一財) 新エネルギー財団　 www.nef.or.jp/ (独)}新エネルギー・産業技術総合開発機構www.nedo.go.jp/
B 198-01 大学・短期大学教員 だいがく・たんきだいがっこうきょういん 文部科学省　高等教育局　 www.mext.go.jp
B 076-01 鍛造技術者 たんぞうぎじゅつしゃ (公社)日本技術士会　 www.engineer.or.jp/index.html
B 061-02 畜産技術者 ちくさんぎじゅつしゃ (社)畜産技術協会　 http://jlta.lin.gr.jp/
B 193-01 中学校教員 ちゅうがっこうきょういん 文部科学省初等中等教育局企画課　　 www.mext.go.jp 日本私立中学高等学校連合会　 www.chukoren.jp/
B 189-01 中小企業診断士 ちゅうしょうきぎょうしんだんし 中小企業診断協会 www.j-smeca.jp/
B 076-01 鋳造技術者 ちゅうぞうぎじゅつしゃ (社)日本鋳造協会　　 www.foundry.jp/
B 249-07 調教師 ちょうきょうし 日本中央競馬会　 www.jra.go.jp/
B 249-99 調香師 ちょうこうし 日本香料工業会　　 www.jffma-jp.org/
B 249-08 通関士 つうかんし (社)日本通関業連合会 www.tsukangyo.or.jp/ 税関　 www.customs.go.jp/
B 249-04 通訳者 つうやくしゃ 日本通訳翻訳学会 www.jais-org.net/
B 072-01 電気技術者（強電） でんきぎじゅつしゃ（きょうでん） (一社)日本電機工業会　 http://jema-net.or.jp/
B 072-01 電気通信技術者 でんきつうしんぎじゅつしゃ (一社)電子情報技術産業協会 www.jeita.or.jp/japanese/
B 072-01 電子機器技術者 でんしききぎじゅつしゃ (一社)電子情報技術産業協会　 www.jeita.or.jp/japanese/
B 179-01 土地家屋調査士 とちかおくちょうさし 日本土地家屋調査士会連合会　 www.chosashi.or.jp/
B 092-02 土木施工管理技術者 どぼくせこうかんりぎじゅつしゃ (一社)全国土木施工管理技士会連合会　　 www.ejcm.or.jp/
B 092-01 土木設計技術者 どぼくせっけいぎじゅつしゃ (社)日本土木工業協会 http://www.nikkenren.com/archives/doboku/top/

B 223-01 刀匠 とうしょう (公財)日本美術刀剣保存協会　 www.touken.or.jp/ 全日本刀匠会　 www.tousyoukai.jp/ (公財)日本刀文化振興協会　 www.nbsk-jp.org/

B 079-01 陶磁器技術者 とうじきぎじゅつしゃ 日本陶磁器工業協同組合連合会　 www.toujiki.org/kyoren/
B 159-99 内視鏡技師 ないしきょうぎし (一社)日本消化器内視鏡技師会 www.jgets.jp/ (一社)日本消化器内視鏡学会 www.jges.net/ 日本医用光学機器工業会　 www.jmoia.jp/
B 199-02 日本語教師 にほんごきょうし (財)日本語教育振興協会　 www.nisshinkyo.org/
B 061-01 農業技術者 のうぎょうぎじゅつしゃ (独)農業・食品産業技術総合研究機構　 www.naro.affrc.go.jp/

B 233-01 俳優 はいゆう (公社)日本芸能実演家団体協議会　 www.geidankyo.or.jp/

B 249-99 美術品補修員 びじゅつひんほしゅういん (財)美術院 国宝修理所　 www.bijyutsuin.or.jp/ (独)国立文化財機構東京文化財研究所　 www.tobunken.go.jp/
B 249-02 不動産鑑定士 ふどうさんかんていし (公社)日本不動産鑑定士協会連合会　 www.fudousan-kanteishi.or.jp/
B 234-02 舞台演出家 ぶたいえんしゅつか 日本演出者協会　 www.jda.jp/
B 234-02 舞台照明家 ぶたいしょうめいか 全国舞台テレビ照明事業協同組合　 www.zenshokyo.or.jp/
B 234-02 舞台美術家 ぶたいびじゅつか 日本舞台美術家協会　 www.jatdt.net/
B 161-99 福祉事務所ケースワーカー ふくしじむしょけーすわーかー 厚生労働省社会・援護局総務課　 www.mhlw.go.jp/
B 169-99 福祉用具専門相談員 ふくしようぐせんもんそうだんいん (一社)全国福祉用具専門相談員協会　 www.zfssk.com/
B 087-02 分析化学技術者 ぶんせきかがくぎじゅつしゃ (公社）日本分析化学会　 www.jsac.jp/ (一社)日本環境測定分析協会　 www.jemca.or.jp/
B 173-01 弁護士 べんごし 日本弁護士連合会　 www.nichibenren.or.jp/
B 174-01 弁理士 べんりし 日本弁理士会 www.jpaa.or.jp/
B 163-01 保育士 ほいくし 全国保育士会　 www.z-hoikushikai.com/ 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課　 www.mhlw.go.jp/
B 131-01 保健師 ほけんし 日本産業保健師会 http://sangyohokensi.net/ (一社)全国保健師教育機関協議会 www.zenhokyo.jp/work/nihonhokenshi.shtml
B 225-01 報道写真家 ほうどうしゃしんか 日本報道写真連盟　 http://nippouren.jp/
B 234-02 放送ディレクター ほうそうでぃれくたー (社)日本民間放送連盟　 www.j-ba.or.jp/ 日本放送協会　 www.nhk.or.jp/
B 212-01 放送記者 ほうそうきしゃ (社)日本民間放送連盟　　 www.j-ba.or.jp/ 日本放送協会　 www.nhk.or.jp/
B 211-02 翻訳者 ほんやくしゃ (社)日本翻訳協会　 www.jta-net.or.jp/
B 051-04 薬学研究者 やくがくけんきゅうしゃ 日本薬学会　 www.pharm.or.jp 日本製薬工業協会　 www.jpma.or.jp/
B 124-00 薬剤師 やくざいし (公社)日本薬剤師会　 www.nichiyaku.or.jp/
B 191-01 幼稚園教員 ようちえんきょういん 全日本私立幼稚園連合会　 www.youchien.com/ 全国国公立幼稚園長会　 www.kokkoyo.com/
B 144-01 理学療法士 りがくりょうほうし (公社)日本理学療法士協会　 www.japanpt.or.jp/
B 061-03 林業技術者 りんぎょうぎじゅつしゃ (一社)日本森林技術協会　 www.jafta.or.jp/ (一社)全国林業改良普及協会　 www.ringyou.or.jp/
B 143-01 臨床検査技師 りんしょうけんさぎし (一社)日本臨床衛生検査技師会　 www.jamt.or.jp/
B 142-01 臨床工学技士 りんしょうこうがくぎし (公社)日本臨床工学技士会　 www.ja-ces.or.jp/
B 246-99 録音エンジニア ろくおんえんじにあ (一社)日本レコード協会　 www.riaj.or.jp/ (社)日本音楽スタジオ協会　 www.japrs.or.jp/
C 272-01 ＤＰＥショップ店員 でーぴーいーしょっぷてんいん 日本カラーラボ協会　 www.jcfa-photo.jp/
C 256-02 コールセンターオペレーター こーるせんたーおぺれーたー (一社)日本コールセンター協会　 http://ccaj.or.jp/
C 302-03 タクシー配車オペレーター たくしーはいしゃおぺれーたー (一社)全国自動車無線連合会　 www.disclo-koeki.org/02b/00510/index.html
C 289-99 チェーン店スーパーバイザー ちぇーんてんすーぱーばいざー (一社)日本フランチャイズチェーン協会　 http://jfa.jfa-fc.or.jp/
C 302-05 ディスパッチャー でぃすぱっちゃー 国土交通省　 www.mlit.go.jp/koku/
C 312-01 データ入力係 でーたにゅうりょくかかり (一社)情報サービス産業協会　 www.jisa.or.jp/ 日本データ・エントリ協会　 www.jdea.gr.jp/

C 281-01 デパート仕入部員 でぱーとしいれぶいん 日本百貨店協会　 www.depart.or.jp/

C 259-99 パークレンジャー ぱーくれんじゃー 環境省　 www.env.go.jp/park/support/ranger.html
C 253-03 マーケティング・リサーチャー まーけてぃんぐ・りさーちゃー (一社）日本マーケティング・リサーチ協会 www.jmra-net.or.jp/
C 258-01 医療事務員 いりょうじむいん 日本医療事務協会　 www.japanmc.jp/ 日本医療保険事務協会　 www.shaho.co.jp/iryojimu/ (一財）日本医療教育財団　 www.jme.or.jp/
C 257-01 一般事務員 いっぱんじむいん 中央職業能力開発協会　 www.hyouka.javada.or.jp/
C 301-01 駅務員 えきむいん (一社)日本民営鉄道協会　 www.mintetsu.or.jp/ 東日本旅客鉄道株式会社 www.jreast.co.jp/ 西日本旅客鉄道株式会社 www.westjr.co.jp/
C 252-02 学校事務員 がっこうじむいん 文部科学省初等中等局　 www.mext.go.jp/ 日本私立中学高等学校連合会　 www.chukoren.jp/
C 252-02 教育・研修事務員 きょういく・けんしゅうじむいん 中央職業能力開発協会　 www.hyouka.javada.or.jp/
C 262-01 銀行窓口係 ぎんこうまどぐちがかり (一社)全国銀行協会　 www.zenginkyo.or.jp/ (一社)全国信用金庫協会 www.shinkin.org/ (一社)全国信用組合中央協会　 www.shinyokumiai.or.jp/
C 301-01 空港旅客係 くうこうりょかくかかり (社)全日本航空事業連合会　 www.ajats.or.jp/
C 263-01 経理事務員 けいりじむいん (公社)全国経理学校協会　 www.zenkei.or.jp/ 中央職業能力開発協会　 www.hyouka.javada.or.jp/
C 299-01 検針員 けんしんいん (一社)日本ガス協会　 www.gas.or.jp/ (社)日本水道協会　 www.jwwa.or.jp/ 電気事業連合会 www.fepc.or.jp/
C 251-01 広報事務員（広報・ＰＲスタッフ） こうほうじむいん（こうほう・ぴーあーるすたっふ） (公社)日本パブリックリレーションズ協会　 www.prsj.or.jp/ 中央職業能力開発協会　 www.hyouka.javada.or.jp/
C 254-01 受付係 うけつけがかり 中央職業能力開発協会　 www.hyouka.javada.or.jp/
C 281-00 商社営業部員 しょうしゃえいぎょうぶいん (一社）日本貿易会　 www.jftc.or.jp/
C 253-02 商品開発部員 しょうひんかいはつぶいん 日本チェーンストア協会　 www.jcsa.gr.jp/
C 272-03 商品管理係 しょうひんかんりがかり 日本チェーンストア協会　 www.jcsa.gr.jp/ 日本百貨店協会　 www.depart.or.jp/
C 259-02 診療情報管理士 しんりょうじょうほうかんりし 日本診療情報管理士会　 http://kanrishikai.jp/ 日本診療情報管理学会　 www.jhim.jp/ (一社）日本病院会；　 www.hospital.or.jp/
C 252-01 人事係事務員 じんじがかりじむいん 中央職業能力開発協会　 www.hyouka.javada.or.jp/
C 281-05 損害保険事務員 そんがいほけんじむいん (一社)日本損害保険協会　 www.sonpo.or.jp/
C 302-01 鉄道運転計画・運行管理員 てつどううんてんけいかく・うんこうかんりいん (一社)日本民営鉄道協会　 www.mintetsu.or.jp/ 東日本旅客鉄道株式会社　 www.jreast.co.jp/ 西日本旅客鉄道株式会社 www.westjr.co.jp/
C 255-01 秘書 ひしょ (社)日本秘書協会 www.hishokyokai.or.jp/
C 269-02 物品購買事務員 ぶっぴんこうばいじむいん 日本資材管理協会　 www.jmma.gr.jp/
C 281-04 貿易事務員 ぼうえきじむいん (一社)日本貿易会　 www.jftc.or.jp/
C 301-02 有料道路料金収受員 ゆううりょうどうろりょうきんしゅうじゅいん (社)首都高速サービス推進協会　 www.mex-spa.or.jp/ 東日本高速道路（株）　 www.e-nexco.co.jp/ 西日本高速道路（株） www.w-nexco.co.jp/
C 303-00 郵便事務員 ゆうびんじむいん 日本郵政公社　 www.japanpost.jp/
C 281-02 旅行会社カウンター係 りょこうがいしゃかうんたーがかり (一社）日本旅行業協会　 www.jata-net.or.jp/ (社)全国旅行業協会 www.anta.or.jp/
D 323-99 ＤＩＹ店員 でぃーあいわいてんいん (社)日本DIY協会 www.diy.or.jp/
D 323-07 ＯＡ機器販売員 おーえーききはんばいいん (一社)ビジネス機械・情報システム産業協会　 www.jbmia.or.jp/
D 333-02 外国為替ディーラー がいこくかわせでぃーらー (一社)全国銀行協会　 www.zenginkyo.or.jp/ 日本証券業協会　 www.jsda.or.jp/
D 323-09 ガソリンスタンド・スタッフ がそりんすたんど・すたっふ 全国石油商業組合連合会 www.zensekiren.or.jp/
D 323-05 コーヒーショップ店員 こーひーしょっぷてんいん 全日本コーヒー商工組合連合会　 www.ncraj.org/ 全日本コーヒー協会　 http://coffee.ajca.or.jp/ (一社)日本フランチャイズチェーン協会　 www.jfa-fc.or.jp/
D 323-03 コンビニエンスストア店員 こんびにえんすすとあてんいん (一社)日本フランチャイズチェーン協会　　 http://jfa.jfa-fc.or.jp/
D 345-02 システムエンジニア（セールス） しすてむえんじにあ（せーるす） (一社)情報サービス産業協会　 www.jisa.or.jp/
D 323-04 シューフィッター しゅーふぃったー (一社)足と靴と健康協議会（F.H.A）　 www.fha.gr.jp/ (社)日本皮革産業連合会　 www.jlia.or.jp/
D 323-02 スーパー店員 すーぱーてんいん 日本チェーンストア協会　 www.jcsa.gr.jp/
D 323-99 スポーツ用品店員 すぽーつようひんてんいん (社)日本スポーツ用品工業協会 www.jaspo.org/
D 339-03 せり人 せりにん 東京都中央卸売市場　 www.shijou.metro.tokyo.jp/
D 324-01 繊維・アパレル卸販売員 せんい・あぱれるおろしはんばいいん (一社)日本アパレル・ファッション産業協会　 www.jafic.org/
D 349-99 デパート外商部員 でぱーとがいしょうぶいん 日本百貨店協会　 www.depart.or.jp/
D 323-02 デパート店員 でぱーとてんいん 日本百貨店協会　 www.depart.or.jp/
D 323-04 ファッション商品販売員 ふぁっしょんしょうひんはんばいいん (一社)日本アパレル・ファッション産業協会 www.jafic.org/
D 323-99 フラワーショップ店員 ふらわーしょっぷてんいん (社)日本花き生産協会　 www.jfga.or.jp/ (一社)日本花き卸売市場協会 www.jfma.jp (一社)日本インドア・グリーン協会　 www.niga.or.jp/
D 323-05 ベーカリーショップ店員 べーかりーしょっぷてんいん 全日本パン協同組合連合会　 www.zenpanren.or.jp/
D 323-99 ペットショップ店員 ぺっとしょっぷてんいん 日本鳥獣商組合連合会　 http://nicchoren.gr.jp/
D 323-01 レジ係 れじがかり 日本チェーンストア協会　 www.jcsa.gr.jp/
D 343-01 医薬情報担当者（ＭＲ） いやくじょうほうたんとうしゃ（えむあーる） 日本製薬工業協会　 www.jpma.or.jp/ (公財)MR認定センター　 www.mre.or.jp/ 日本SMO協会　 www.jasmo.org/
D 349-03 印刷営業員 いんさつえいぎょういん (社)日本印刷産業連合会　 www.jfpi.or.jp/ 全日本印刷工業組合連合会　 www.aj-pia.or.jp/
D 346-03 生命保険外務員 せいめいほけんがいむいん (社)生命保険協会　 www.seiho.or.jp/ (公財)生命保険文化センター；　www.jili.or.jp
D 323-99 駅構内売店販売員 えきこうないばいてんはんばいいん (株)JR東日本リテールネット　 www.j-retail.jp/ 東海キヨスク（株）　 www.kiosk.co.jp/
D 323-08 化粧品販売員 けしょうひんはんばいいん 日本化粧品工業連合会　　　 www.jcia.org/
D 325-01 化粧品訪問販売員 けしょうひんほうもんはんばいいん 訪販化粧品工業協会　 www.hoshokyo.org/ (公社)日本訪問販売協会　 www.jdsa.or.jp/
D 323-99 玩具店員 おもちゃてんいん (社)日本玩具協会 www.toys.or.jp/
D 323-99 眼鏡技術販売員 めがねぎじゅつはんばいいん (公社)日本眼鏡技術者協会　 www.megane-joa.or.jp/ 日本眼鏡関連団体協議会 www.megane10-01.com/
D 323-99 古書店員 こしょてんいん 全国古書籍商組合連合会 www.kosho.ne.jp/~job/jlist.htm
D 349-02 広告営業員 こうこくえいぎょういん (一社)日本広告業協会 www.jaaa.ne.jp/
D 323-99 自転車販売店員 じてんしゃはんばいいん (財)自転車産業振興協会　　 www.jbpi.or.jp/
D 323-06 自動車販売員 じどうしゃはんばいいん (一社)日本自動車販売協会連合会　 www.jada.or.jp/ (一社)日本自動車工業会　 www.jama.or.jp/
D 347-01 住宅・不動産営業員 じゅううたく・ふどうさんえいぎょういん (一社)不動産協会 www.fdk.or.jp/ (公財)不動産流通近代化センター www.kindaika.jp/
D 323-99 書店員 しょてんいん 日本書店商業組合連合会　 www.shoten.co.jp/
D 346‐02 証券外務員 しょうけんがいむいん 日本証券業協会　 www.jsda.or.jp/
D 346-01 信用金庫渉外係 しんようきんこしょうがいがかり (一社)全国信用金庫協会　 www.shinkin.org/
D 324-01 青果店員 せいかてんいん 全国青果物商業協同組合連合会 www.maroon.dti.ne.jp/zenseiseiren/
D 323-07 電器店員 でんきてんいん 全国電気商業組合連合会　 www.zds.or.jp/  
D 321-99 八百屋・魚屋・肉屋店主 やおや・さかなや・にくやてんしゅ 全国青果物商業協同組合連合会 www.maroon.dti.ne.jp/zenseiseiren/ 全国水産物商業協同組合連合会　 www.zensuishoren.or.jp/ 全国食肉事業協同組合連合会　 www.ajmic.or.jp/
E 429-03 アロマセラピスト あろませらぴすと (公社)日本アロマ環境協会　 www.aromakankyo.or.jp/
E 383-02 エステティシャン えすててぃしゃん (一社)日本エステティック www.ajesthe.jp/
E 429-03 カイロプラクター かいろぷらくたー (一社)日本カイロプラクターズ協会　 www.jac-chiro.org/
E 383-01 きもの着付指導員 きものきつけしどういん (NPO）新日本和同振興会　 www.wadou.or.jp/ 日本きもの着付士協会　 www.kitsukeshi.net/
E 406-05 キャディ きゃでぃ (一社)日本ゴルフ場事業協会　 www.golf-ngk.or.jp/
E 385-01 クリーニング店員 くりーにんぐてんいん 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会　 www.zenkuren.or.jp/
E 406-00 ゲームセンター店員 げーむせんたーてんいん (一社)全日本アミューズメント施設営業者協会連合会www.aou.or.jp/
E 391-03 コック こっく (社)調理技術技能センター www.chouri-ggc.or.jp/ (社)全国調理師養成施設協会　
 www.jatcc.or.jp/
E 391-02 すし職人 すししょくにん 全国すし商生活衛生同業組合連合会　 www.sushi-all-japan.or.jp (社)調理技術技能センター　 www.chouri-ggc.or.jp/
E 391-01 そば・うどん調理人 そば・うどんちょうりにん 日本麺類業団体連合会　 www.nichimen.or.jp/
E 403-03 ソムリエ そむりえ (一社）日本ソムリエ協会　 www.sommelier.jp/
E 421-01 ツアーコンダクター つあーこんだくたー (社)日本添乗サービス協会　 www.tcsa.or.jp/ (一社)日本旅行業協会　 www.jata-net.or.jp/
E 426-01 トリマー とりまー (NPO)日本トリマー協会　 www.jta-npo.jp/ （一社）全日本動物専門教育協会　 www.zennitido.com/
E 383-03 ネイル・アーティスト ねいる・あーてぃすと (NPO）日本ネイリスト協会 www.nail.or.jp/
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機密性○

E 392-01 バーテンダー ばーてんだー (社)日本バーテンダー協会　 www.bartender.or.jp/

E 406-00 パチンコ店員 ぱちんこてんいん 全日本遊技事業協同組合連合会　 www.zennichiyuren.or.jp/
E 401-99 ハンバーガー店スタッフ はんばーがーてんすたっふ (社)日本ハンバーグ・ハンバーガー協会　 http://nhha.lin.gr.jp/
E 423-01 ビデオレンタル店員 びでおれんたるてんいん 日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合　 www.cdvnet.jp/
E 402-01 ペンション経営者 ぺんしょんけいえいしゃ 日本ペンション協会　 www.jpa.org/
E 362-01 ホームヘルパー ほーむへるぱー 全国ホームヘルパー協議会　 http://www3.shakyo.or.jp/hhk/index.htm/ 日本ホームヘルパー協会　 http://nihonhelper.sharepoint.com/ 厚生労働省老健局振興課 www.mhlw.go.jp/
E 402-01 ホテル・旅館支配人 ほてる・りょかんしはいにん 中央職業能力開発協会　 www.hyouka.javada.or.jp/
E 404-01 ホテルフロント係 ほてるふろんとがかり (社)日本ホテル協会　 www.j-hotel.or.jp/ (一社)日本旅館協会　 www.nikkanren.or.jp/ (社)全日本シティホテル連盟　 www.jcha.or.jp/
E 404-03 ホテル客室係 ほてるきゃくしつがかり (社)日本ホテル協会　 www.j-hotel.or.jp/ (一社)日本旅館協会　 www.nikkanren.or.jp/ (社)全日本シティホテル連盟　 www.jcha.or.jp/
E 411-01 マンション管理受託業務実施担当者 まんしょんかんりじゅたくぎょうむじっしたんとうしゃ(社)高層住宅管理業協会　 www.kanrikyo.or.jp/
E 382-01 メイクアップアーティスト めいくあっぷあーてぃすと (社)JMA　 www.jma-makeup.or.jp/ (社)日本理容美容教育センター www.ribikyoiku.or.jp/
E 424-01 モデル もでる (一社)日本モデルエージェンシー協会　 www.j-m-a-a.com/
E 391-04 ラーメン調理人 らーめんちょうりにん (一社)日本ラーメン協会 www.ramen-kyokai.jp/
E 429-03 リフレクソロジスト りふれくそろじすと 日本ヒーリングリラクセーション協会　 www.healing-relax.org/
E 403-02 レストラン・飲食店スタッフ れすとらん・いんしょくてんすたっふ (社)日本フードサービス協会　 www.jfnet.or.jp （社） 日本ホテル・レストランサービス技能協会 www.hrs.or.jp/
E 423-01 レンタカー営業所員 れんたかーえいぎょうしょいん (一社) 全国レンタカー協会　 www.rentacar.or.jp/
E 351-01 家政婦（夫） かせいふ (公社)日本看護家政紹介事業協会 www.kanka.or.jp/ 介護労働安定センター　 http://care-net.biz/
E 404-04 客室乗務員 きゃくしつじょうむいん (社)全日本航空事業連合会 www.ajats.or.jp/
E 391-05 給食調理人 きゅうしょくちょうりにん (公社)日本給食サービス協会　 www.jcfs.or.jp/ (社)調理技術技能センター　 www.chouri-ggc.or.jp/
E 429-99 結婚式場スタッフ けっこんしきじょうすたっふ (公社)日本ブライダル文化振興協会　 www.bia.or.jp/
E 361-01 社会福祉施設介護職員 しゃかいふくししせつかいごしょくいん (社福)全国社会福祉協議会　 www.shakyo.or.jp/ (社)日本介護福祉士会　 www.jaccw.or.jp/
E 425-01 葬祭ディレクター　 そうさいでぃれくたー 全日本葬祭業協同組合連合会　 www.zensoren.or.jp/
E 391-04 中華料理調理人 ちゅうかりょうりちょうりにん 全国中華料理生活衛生同業組合連合会　 www.zenchuren.or.jp/ (社)日本中国料理協会本部 www.jaccc.or.jp/
E 414-01 駐車場管理人 ちゅうしゃじょうかんりにん (一社)全日本駐車協会　 www.japan-pa.or.jp/
E 421-02 通訳ガイド つうやくがいど (社)日本観光通訳協会　 www.jga21c.or.jp/ 全日本通訳案内士連盟　 http://jfg.jp/
E 379-01 動物看護士 どうぶつかんごし (公社)日本動物病院福祉協会　 www.jaha.or.jp/
E 391-01 板前 いたまえ (社)日本全職業調理士協会 www.japca.or.jp (社)調理技術技能センター　 www.chouri-ggc.or.jp/
E 382-01 美容師 びようし 全日本美容業生活衛生同業組合連合会　 www.biyo.or.jp/ (社)日本理容美容教育センター　 www.ribikyoiku.or.jp/

E 381-01 理容師 りようし 全国理容生活衛生同業組合連合会 www.riyo.or.jp/ (社)日本理容美容教育センター　 www.ribikyoiku.or.jp/

F 453-01 警備員 けいびいん (社)全国警備業協会 www.ajssa.or.jp/
F 459-01 道路パトロール隊員 どうろぱとろーるたいいん 西日本高速道路（株）　 www.w-nexco.co.jp/
G 462-05 きゅう務員 きゅうむいん 日本中央競馬会　　 www.jra.go.jp/
G 461-04 ハウス野菜栽培者 はうすやさいさいばいしゃ (社)日本施設園芸協会　 www.jgha.com/ (社)日本農業法人協会　 www.hojin.or.jp/
G 471-01 林業作業員（植林・育林） りんぎょうさぎょうしゃ(しょくりん・いくりん） 緑の雇用総合ウェブサイト　 www.ringyou.net/ 全国森林連合会　 http://zenmori.org/ 林業・木材製造業労働災害防止協会　 www.rinsaibou.or.jp/
G 472-02 林業作業員（伐材・造材） りんぎょうさぎょうしゃ（ばつざい・ぞうざい） 緑の雇用総合ウェブサイト　 www.ringyou.net/ 全国森林連合会 http://zenmori.org/ 林業・木材製造業労働災害防止協会　 www.rinsaibou.or.jp/
G 461-01 稲作農業技術者 いなさくのうぎょうぎじゅつしゃ 全国新規就農相談センター　 www.nca.or.jp/Be-farmer/ 全国農業協同組合連合会　 www.zennoh.or.jp/
G 481-01 沿岸漁業者 えんがんぎょぎょうしゃ (一社)全国漁業就業者確保育成センター　 http://ryoushi.jp/
G 461-02 果樹栽培者 かじゅさいばいしゃ 日本園芸農業協同組合連合会　 www.nichienren.or.jp/ (独)農業・食品産業技術総合研究機構　 www.naro.affrc.go.jp/
G 461-02 花き栽培者 かきさいばいしゃ (社)日本花き生産協会　 www.jfga.or.jp/ (財)日本花普及センター　 www.jfpc.or.jp/ 　
G 484-01 水産養殖作業者 すいさんようしょくさぎょうしゃ (社)全国海水養魚協会　 www.yoshoku.or.jp/ 全国漁業協同組合連合会　 www.zengyoren.or.jp/ 全国海苔貝類漁業協同組合連合会　 www.zennori.or.jp/
G 484-99 水族館飼育スタッフ すいぞくかんしいくすたっふ (社)日本動物園水族館協会　 www.jazga.or.jp/
G 463-02 造園師 ぞうえんし (社)日本造園組合連合会　 www.jflc.or.jp/ (一社)日本造園建設業協会　 www.jalc.or.jp/
G 462-04 動物園飼育スタッフ どうぶつえんしいくすたっふ (社)日本動物園水族館協会　 www.jazga.or.jp/
G 462-01 酪農家 らくのうか (社)酪農ヘルパー全国協会　 http://d-helper.lin.gr.jp (社)北海道農業担い手育成センター　 www.adhokkaido.or.jp/ninaite/
G 471 林業作業者 りんぎょうさぎょうしゃ 緑の雇用総合ウェブサイト　 www.ringyou.net/ 全国森林連合会 http://zenmori.org/ 林業・木材製造業労働災害防止協会　 www.rinsaibou.or.jp/
H 512-01 ＡＶ・通信機器組立・修理工 えーぶい・つうしんききくみたて・しゅうりこう (一社)電子情報技術産業協会　　 www.jeita.or.jp/

H 643-00 ＣＡＤオペレーター きゃどおぺれーたー (一社)コンピュータソフトウェア協会 www.csaj.jp/ (一社)全国建築ＣＡＤ連盟 www.aacl.gr.jp/ （ＮＰＯ）コンピュータキャリア教育振興会　 www.gec.or.jp/career/
H 563-01 ＤＴＰオペレーター でぃーてぃーぴーおぺれーたー 日本カラーラボ協会　 www.jcfa-photo.jp/
H 512-01 ＩＣ生産オペレーター あいしーせいさんおぺれーたー (一社)電子情報技術産業協会 www.jeita.or.jp/
H 528-02 ＮＣフライス盤工 えぬしーふらいすばんこう (一社)日本工作機械工業会　　 www.jmtba.or.jp/
H 528-99 ＮＣ研削盤工 えぬしーけんさくばんこう (一社)日本工作機械工業会 www.jmtba.or.jp/
H 528-01 ＮＣ旋盤工 えぬしーせんばんこう (一社)日本工作機械工業会　 www.jmtba.or.jp/
H 642-01 アニメーター あにめーたー 日本動画協会　 www.aja.gr.jp/
H 571-99 エレベーター据付工 えれべーたーすえつけこう (一社)日本エレベータ協会　 www.n-elekyo.or.jp/ (一財)日本建築設備・昇降機センター　 www.beec.or.jp/
H 569-02 かばん・袋物製造工 かばん・ふくろものせいぞうこう 日本ハンドバッグ工業連合会　 www.fukuromono.net/
H 587-01 カメラ組立工 かめらくみたてこう 日本光学工業協会　 www.e-joia.jp/index.html  
H 502-01 ガラス食器製造工 がらすしょっきせいぞうこう (一社)日本硝子製品工業会　 www.glassman.or.jp/
H 555-01 かん詰・びん詰・レトルト食品製造工 かんづめ・びんづめ・れとるとしょくひんせいぞうこう（公社）日本缶詰協会　 www.jca-can.or.jp/
H 612-01 金属加工検査工 きんぞくかこうけんさこう (社)日本金型工業会　 www.jdma.net/ (一社)日本金属プレス工業協会 www.nikkin.or.jp/about_press/h/index.html
H 612-01 金属製品検査工 きんぞくせいひんけんさこう (一財)日用金属製品検査センター　 www.jmhic.or.jp/
H 543-03 しょうゆ製造工　 しょゆせいぞうこう 全国醤油工業協同組合連合会　 www.soysauce.or.jp/
H 502-03 セメント生産オペレーター せめんとせいさんおぺれーたー セメント協会　　 www.jcassoc.or.jp/
H 508-01 タイヤ製造工 たいやせいぞうこう (一社)日本自動車タイヤ協会　 www.jatma.or.jp/
H 558-02 テーラー てーらー 東京都洋服商工協同組合　 www.yohfuku.or.jp/ 大阪府洋服商工業協同組合　 www.youfuku.or.jp/
H 569-04 バイオリン製造工　 ばいおりんせいぞうこう 日本弦楽器製作者協会　 www.jsima.jp/
H 574-01 パソコン組立・調整工 ぱそこんくみたて・ちょうせいこう (一社)電子情報技術産業協会　　 www.jeita.or.jp/
H 644-01 パタンナー ぱたんなー (一社)日本アパレル・ファッション産業協会　 www.jafic.org/ 全日本婦人子供服工業組合連合会 www.jwca.or.jp/
H 551-02 ハム・ソーセージ製造工 はむ・そーせーじせいぞうこう 日本ハム・ソ－セージ工業協同組合　 http://hamukumi.lin.gr.jp/
H 556-03 ビール製造工 びーるせいぞうこう ビール酒造組合　 www.brewers.or.jp/
H 508-02 プラスチック製品成形工 ぷらすちっくせいひんせいけいこう 全日本プラスチック製品工業連合会 www.jppf.gr.jp/ 日本ポリオレフィンフィルム工業組合　 www.pof.or.jp/
H 563-03 プロセス製版オペレーター ぷろせすせいはんおぺれーたー (社)日本印刷産業連合会　 www.jfpi.or.jp/　
H 528-03 マシニングセンター・オペレーター ましにんぐせんたーおぺれーたー (一社)日本工作機械工業会　 www.jmtba.or.jp/
H 558-00 ミシン縫製工 みしんほうせいこう 日本アパレルソーイング工業組合連合会　 www.jaif.org/
H 543-03 みそ製造工 みそせいぞうこう 全国味噌工業共同組合連合会 http://zenmi.jp/ 　
H 497-01 めっき工 めっきこう 全国鍍金工業組合連合会 www.net.inst.or.jp/~zentoren/
H 556-03 ワイン製造工 わいんせいぞうこう 日本ワイナリー協会　 www.winery.or.jp/
H 499-02 圧延工 あつえんこう (一社)日本鉄鋼連盟　 www.jisf.or.jp/
H 501-04 医薬品製造員 いやくひんせいぞういん 日本製薬工業協会　 www.jpma.or.jp/
H 574-99 医療用画像放射線機器組立工 いりょうようがぞうほうしゃせんききくみたてこう (一社)日本画像医療システム工業会 www.jira-net.or.jp/
H 507-01 印刷作業員 いんさつさぎょういん (社)日本印刷産業連合会　 www.jfpi.or.jp/
H 501-02 化学製品製造オペレーター かがくせいひんせいぞうおぺれーたー (一社)日本化学工業協会 www.nikkakyo.org/
H 501-04 化粧品製造工 けしょうひんせいぞうこう 日本化粧品工業連合会　　 www.jcia.org/
H 561-04 家具工 かぐこう (社)日本家具産業振興会　 http://idafij.or.jp/
H 602-04 家電修理エンジニア かでんしゅううりえんじにあ (一財)家電製品協会　 www.aeha.or.jp/
H 541-99 花火師 はなびし (社)全国火薬類保安協会　 www.zenkakyo-ex.or.jp/ (公社)日本煙火協会　 www.hanabi-jpa.jp/
H 642-02 看板制作者 かんばんせいさくしゃ (一社)日本屋外広告業団体連合会　 www.nikkoren.or.jp/ (公社)全日本ネオン協会　 www.neon-jp.org/ (一社)日本ディスプレイ業団体連合会 www.display.or.jp/
H 509-99 玩具製造工 がんぐせいぞうこう (社）日本玩具協会　 www.toys.or.jp/
H 511-01 機械組立工 きかいくみたてこう (一社)日本機械工業連合会　　 www.jmf.or.jp/
H 569-03 貴金属・宝石細工工 ききんぞく・ほうせきざいくこう (一社)日本ジュエリー協会　 www.jja.ne.jp/
H 536-03 金型工 かながたこう (社)日本金型工業会　 www.jdma.net/
H 494-01 金属プレス工 きんぞくぷれすこう (一社)日本金属プレス工業協会　 www.nikkin.or.jp/
H 611-01 金属材料製造検査工 きんぞくざいりょうせいぞうけんさこう (一社)日本鉄鋼連盟 www.jisf.or.jp/
H 499-01 金属熱処理工　 きんぞくねつしょりこう 日本金属熱処理工業会　　 www.netsushori.jp/
H 569-01 靴製造工 くつせいぞうこう 全日本革靴工業協同組合連合会. www.zkkr.jp/
H 586-00 計器組立工 けいきくみたてこう (一社)日本計量機器工業連合会　 www.keikoren.or.jp/
H 561-04 建具工 たてぐこう 全国建具組合連合会　 www.zenkokutategu.com/
H 641-03 建築塗装工 けんちくとそうこう (一社)日本塗装工業会　 www.nittoso.or.jp/
H 533-01 建築板金工 けんちくばんきんこう 全日本板金工業組合連合会　 http://www7.ocn.ne.jp/~zenban/ （社）日本建築板金協会　 http://www7.ocn.ne.jp/~zenban/1-2.htm
H 604-03 航空整備士 こうくうせいびし (社)全日本航空事業連合会　 www.ajats.or.jp/ 国土交通省 www.mlit.go.jp/koku/ (公社)日本航空技術協会　 www.jaea.or.jp/
H 506-01 合板工 ごうばんこう 日本合板工業組合連合会　 www.jpma.jp/

H 506-03 紙器製造工 しきせいぞうこう 東京紙器工業組合 http://tokyoshiki.or.jp/ 大阪府紙器段ボール箱工業組合　 http://o-hako.net/know/

H 585-04 自転車製造工 じてんしゃせいぞうこう (財)自転車産業振興協会 www.jbpi.or.jp/link.php
H 603-01 自動車整備工 じどうしゃせいびこう (社)日本自動車整備振興会連合会　 www.jaspa.or.jp/
H 584-00 自動車組立工 じどうしゃくみたてこう (一社)日本自動車工業会　　 www.jama.or.jp/
H 569-08 漆器工 しっきこう 日本漆器共同組合連合会　 www.shikki.or.jp/
H 649-01 写真・映像処理オペレーター しゃしん・えいぞうしょりおぺれーたー 日本カラーラボ協会 www.jcfa-photo.jp/
H 505-01 織布運転工 しょくふうんてんこう 日本紡績協会　 www.jsa-jp.org/ 日本化学繊維協会 www.jcfa.gr.jp/
H 552-03 水産ねり製品製造工 すいさんねりせいひんせいぞうこう 全国かまぼこ連合会 www.zenkama.com/
H 556-02 清酒製造工 せいしゅせいぞうこう 日本酒造組合中央会　　 www.japansake.or.jp/ (公財)日本醸造協会　 www.jozo.or.jp/
H 503-02 製パン工 せいぱんこう (一社)日本パン工業会　 www.pankougyokai.or.jp/ (社)日本パン技術研究所　 www.jibt.com/
H 491-01 製鋼工 せいこうこう (一社)日本鉄鋼連盟　 www.jisf.or.jp/
H 506-01 製材工 せいざいこう (社)全国木材組合連合会　 www.zenmoku.jp/ (公社）日本木材加工技術協会　 www.jwta.or.jp/
H 507-01 製本作業員 せいほんさぎょういん 東京都製本工業組合　　 www.tokyo-seihon.or.jp/
H 542-09 石工 いしく (一社)日本石材産業協会　 www.japan-stone.org/
H 501-01 石油精製オペレーター せきゆせいせいおぺれ－たー 石油連盟　　 www.paj.gr.jp/
H 505-01 染色工 せんしょくこう (一社)日本染色協会　 www.nissenkyo.or.jp/

H 554-01 惣菜製造工 そうざいせいぞうこう (社)日本惣菜協会　 www.souzai.or.jp/

H 532-02 造船工 ぞうせんこう (一社)日本造船工業会　 www.sajn.or.jp/
H 492-01 鍛造工 たんぞうこう (一社)日本鍛造協会　 www.jfa-tanzo.jp/wp/
H 492-01 鋳物工 いものこう (社)日本鋳造協会　　　 www.foundry.jp/
H 495-01 鉄骨工 てっこつこう (社）鉄骨建設業協会　　 www.tekken-kyo.or.jp/
H 563-02 電算写植オペレーター でんさんしゃしょくおぺれーたー (社)日本印刷産業連合会 www.jfpi.or.jp/
H 546-01 豆腐職人 とうふしょくにん 東京都豆腐商工組合　 http://tokyo102.jp/
H 502-99 陶磁器工 とうじきこう 日本陶磁器工業協同組合連合会　 www.toujiki.org/kyoren/ （公社）日本セラミックス協会　 www.ceramic.or.jp/
H 503-03 乳製品製造工 にゅうせいひんせいぞうこう (一社)日本乳業協会 www.nyukyou.jp/ (社)日本酪農乳業協会　 www.j-milk.jp/
H 612-03 非破壊検査員 ひはかいけんさいん (一社)非破壊検査協会　 www.jsndi.jp/

H 558-01 婦人・子供服仕立職 ふじん・こどもふくしたてしょく (一社)日本洋装協会　 http://nihonyousou.or.jp/

H 528-04 放電加工機工 ほうでんかこうきこう (一社)日本工作機械工業会　 www.jmtba.or.jp/
H 601-04 紡織保全工 ぼうしょくほぜんこう 日本紡績協会　 www.jsa-jp.org/ (一財）日本綿業振興会　 http://cotton.or.jp/

H 505-01 紡績運転工 ぼうせきうんてんこう 日本紡績協会　 www.jsa-jp.org/ (一財）日本綿業振興会 http://cotton.or.jp/

H 555-01 野菜つけ物工 やさいつけものこう 全日本漬物協同組合連合会　 www.tsukemono-japan.org/
H 545-02 洋菓子職人 ようがししょくにん (社)日本洋菓子協会連合会 www.gateaux.or.jp/ 全日本菓子協会 www.eokashi.net/
H 498-01 溶接工 ようせつこう (社)日本溶接協会　 www.jwes.or.jp/
H 503-99 冷凍加工食品製造工 れいとうかこうしょくひんせいぞうこう (社)日本冷凍食品協会 www.reishokukyo.or.jp/
H 545-03 和菓子職人 わがししょくにん 全国和菓子協会　 www.wagashi.or.jp/ 全国菓子工業組合連合会　 www.zenkaren.net/
I 695-03 さく井工・ボーリング工 さくせいこう・ぼーりんぐこう (一社）全国地質調査業協会連合会　 www.zenchiren.or.jp/ (社)全国さく井協会 www.sakusei.or.jp/
I 662-02 タクシー運転者 たくしーうんてんしゃ (一社)全国ハイヤー・タクシー連合会 www.taxi-japan.or.jp/ (社)全国個人タクシー協会　 www.kojin-taxi.or.jp/
I 663-01 トラック運転者 とらっくうんてんしゃ (公社)全日本トラック協会　 www.jta.or.jp/
I 697-01 ビル施設管理者 びるしせつかんりしゃ (公社)全国ビルメンテナンス協会　 www.j-bma.or.jp/
I 692-01 ボイラーオペレーター ぼいらーおぺれーたー (社)日本ボイラ協会　 www.jbanet.or.jp/
I 681-02 観光バスガイド かんこうばすがいど (公社)日本バス協会　 www.bus.or.jp/
I 661-00 観光バス運転者 かんこうばすうんてんしゃ (公社)日本バス協会　 www.bus.or.jp/

I 695-00 建設機械オペレータ けんせつきかいおぺれーたー (一社）日本建設機械施工協会 www.jcmanet.or.jp/

I 683-00 船員 せんいん (公財)日本海事広報協会　 www.kaijipr.or.jp/ 海の仕事.com　 www.uminoshigoto.com/
I 681-01 鉄道車掌 てつどうしゃしょう (一社)日本民営鉄道協会　 www.mintetsu.or.jp/ 東日本旅客鉄道株式会社　 www.jreast.co.jp/ 西日本旅客鉄道株式会社 www.westjr.co.jp/
I 651-01 電車運転士 でんしゃうんてんし (一社)日本民営鉄道協会　 www.mintetsu.or.jp/ 東日本旅客鉄道株式会社　 www.jreast.co.jp/ 西日本旅客鉄道株式会社　 www.westjr.co.jp/
I 691-00 発電員 はつでんいん (一社)火力原子力発電技術協会　 www.tenpes.or.jp/ (一社)日本風力発電協会 http://jwpa.jp/ (一社)太陽光発電協会　 www.jpea.gr.jp/ (一社)日本内燃カ発電設備協会 www.nega.or.jp/
I 661-01 路線バス運転者 ろせんばすうんてんしゃ (公社)日本バス協会　 www.bus.or.jp/
J 702-02 解体作業員 かいたいさぎょういん 全国解体工事業団体連合会　　 www.zenkaikouren.or.jp/
J 717-01 サッシ工 さっしこう (一社)日本サッシ協会　 www.jsma.or.jp/Top/tabid/57/Default.aspx
J 712-00 タイル工・れんが工 たいるこう・れんがこう (社)全国タイル業協会　　 www.tile-net.com/ (社)日本タイル煉瓦工事工業会　 www.nittaren.or.jp/
J 702-01 鳶 とび (社)日本鳶工業連合会　 www.nittobiren.or.jp/
J 733-01 トンネル建設作業員 とんねるけんせつさぎょういん (社)日本トンネル技術協会　 www.japan-tunnel.org/ (社)日本土木工業協会　 www.nikkenren.com/archives/doboku/
J 701-01 型枠大工 かたわくだいく (社）日本建設大工工事業協会　 www.nikkendaikyou.or.jp/
J 731-01 建設作業員 けんせつさぎょういん (社)日本建設業連合会　　 www.nikkenren.com/
J 712-01 建築ブロック工 けんちくぶろっくこう (社)日本建築ブロック・エクステリア工事業協会 www.jabec.org/ (一社)全国建築コンクリートブロック工業会　 www.jcba-jp.com/
J 714-01 左官 さかん (一社)日本左官業組合連合会　 www.nissaren.or.jp/
J 719-01 潜水士 せんすいし (社)日本潜水協会　 www.sensui.or.jp/
J 721-01 送電線架線工 そうでんせんかせんこう (一社)送電線建設技術研究会　　 www.sou-ken.or.jp/
J 711-01 大工 だいく (社)日本建築大工技能士会　　 www.h2.dion.ne.jp/~daikusan/ (一社)全国木造建設事業協会　 www.zenmokkyo.jp/
J 703-00 鉄筋工 てっきんこう (公社)全国鉄筋工事業協会　 www.zentekkin.or.jp/
J 732-01 鉄道線路工事作業員 てつどうせんろこうじさぎょういん (一社)日本鉄道施設協会　 www.jrcea.or.jp/
J 725-00 電工 でんこう (一社)日本電設工業協会　　 www.jeca.or.jp/
J 717-00 内装工 ないそうこう 日本建設インテリア事業協同組合連合会　 http://jcif.org/ (社)全国建設室内工事業協会　 www.zsk.or.jp/ (一社)日本塗装協会　 www.ntk.or.jp/ (一社)日本インテリアファブリックス協会 www.nif.or.jp/
J 716-01 配管工 はいかんこう 全国管工事業協同組合連合会 www.zenkanren.or.jp/ (一社)日本空調衛生工事業協会；　 www.nikkuei.or.jp/
J 719-02 保温工 ほおんこう (一社)日本保温保冷工業協会 www.jtia.org/
J 731-02 舗装作業 ほそうさぎょう (一社)日本道路建設業協会　 www.dohkenkyo.com/
J 718-01 防水工 ぼうすいこう （社）全国防水工事業協会　 www.jrca.or.jp/
K 756-01 こん包工 こんぽうこう 日本梱包工業組合連合会　 www.epa.ne.jp/apa/

K 761-01 ビル清掃員 びるせいそういん (公社)全国ビルメンテナンス協会　　 www.j-bma.or.jp/

K 753-03 引越作業員 ひっこしさぎょういん (公社)全日本トラック協会　　 www.jta.or.jp/
K 752-01 港湾荷役作業員 こうわんにやくさぎょういん (一社)日本港運協会　 www.jhta.or.jp/
K 755-03 新聞配達員 しんぶんはいたついん (一社)日本新聞協会　 www.pressnet.or.jp/ (社)日本新聞販売協会　 www.nippankyo.or.jp/
K 755-04 清涼飲料ルートセールス員 せいりょういんりょうるーとせーるすいん (一社)全国清涼飲料工業会　 www.j-sda.or.jp/ 日本ミネラルウォーター協会　 http://minekyo.net/
K 754-00 倉庫作業員 そうこさぎょういん (一社)日本倉庫協会　 www.nissokyo.or.jp/
K 755-01 宅配便配達員 たくはいびんはいたついん (公社)全日本トラック協会　 www.jta.or.jp/
K 751-01 郵便外務員 ゆうびんがいむいん 日本郵政公社　　　 www.japanpost.jp/
K 769-03 列車清掃員 れっしゃせいそういん (一社)日本鉄道運輸サービス協会　 www.jrts.or.jp/
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