機密性○
大分類 中～細分類
産業名
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
111
米作農業
べいさくのうぎょう
全国農業協同組合連合会
www.zennoh.or.jp/
A
112
米作以外の穀作農業
べいさくいがいのこくさくのうぎょう
全国農業協同組合連合会
www.zennoh.or.jp/
A
113
野菜作農業
やさいさくのうぎょう
全国農業協同組合連合会
www.zennoh.or.jp/
A
114
果樹作農業
かじゅさくのうぎょう
全国農業協同組合連合会
www.zennoh.or.jp/
A
115
花き作農業
かきさくのうぎょう
(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/
(社)日本花き卸売市場協会
www.jfma.jp/
(独)農業研究機構花き研究所
http://flower.naro.affrc.go.jp/
工芸農作物農業
こうげいのうさくぶつのうぎょう
(財) 日本特産農作物種苗協会
www.tokusanshubyo.or.jp/
A
116
A
119
飼肥料作物栽培業
しひりょうさくもつさいばいぎょう
全国農業協同組合連合会
www.zennoh.or.jp/
A
119
果樹苗木栽培業
かじゅなえぎさいばいぎょう
(一社)日本果樹種苗協会
www.kasyukyo.or.jp/
酪農業
らくのうぎょう
全国酪農業協同組合連合会
www.zenrakuren.or.jp/
(財)家畜改良事業団
A
121
(社)中央畜産会
http://jlia.lin.gr.jp/
http://liaj.lin.gr.jp/
(社)日本酪農乳業協会
www.j-milk.jp/
肉用牛生産業
にくようぎゅうせいさんぎょう
(社）全国肉用牛振興基金協会
www.nbafa.or.jp/
A
122
A
123
養豚業
ようとんぎょう
(社) 日本養豚協会
www.jppa.biz/
(社)中央畜産会
http://jlia.lin.gr.jp/
A
124
養鶏業
ようけいぎょう
(社) 日本養鶏協会
www.jpa.or.jp/
(社)中央畜産会
http://jlia.lin.gr.jp/
一般社団法人 日本食鳥協会
www.j-chicken.jp
(独)家畜改良センター
www.nlbc.go.jp/
A
125
実験用動物飼育業
じっけんようどうぶつしいくぎょう
(公社)日本実験動物協会
www.nichidokyo.or.jp/
(公財) 実験動物中央研究所
www.ciea.or.jp/
A
125
愛玩用動物飼育業
あいがんようどうぶつしいくぎょう
(公社)日本愛玩動物協会
www.jpc.or.jp/
A
126
養蚕農業
ようさんのうぎょう
日本蚕糸絹業開発協同組合
www.j-silk.jp/
A
129
養蜂業
ようほうぎょう
（社）日本養蜂はちみつ協会
http://bee.lin.gr.jp/
A
134
人工授精業
じんこうじゅせいぎょう
(一社)日本家畜人工授精師協会
http://aiaj.lin.gr.jp/
A
141
造園業
ぞうえんぎょう
(一社) 日本造園建設業協会
www.jalc.or.jp/
Ａ
211
育林業
いくりんぎょう
(一社）全国林業改良普及協会
www.ringyou.or.jp/
B
310
海面漁業
かいめんぎょぎょう
日本かつお・まぐろ漁業協同組合
www.japantuna.net/
底曳き網漁業
そこびきあみぎょぎょう
(一社）全国底曳網漁業連合会
www.zensokoren.or.jp/
全国漁業協同組合連合会
B
311
www.zengyoren.or.jp/
巻き網漁業
まきあみぎょぎょう
(一社)全国まき網漁業協会
http://business3.plala.or.jp/zenmaki/
B
312
B
315
定置網漁業
ていちあみぎょぎょう
(社)日本定置漁業協会
http://teichigyogyokyokai.seesaa.net/
B
318
捕鯨業
ほげいぎょう
日本捕鯨協会
www.whaling.jp/
B
319
棒受網業
ぼうけあみぎょう
(社)全国さんま漁業協会
www.samma.jp/
B
414
真珠養殖業
しんじゅようしょくぎょう
全国真珠養殖漁業協同組合連合会
http://homepage2.nifty.com/zenshinren/
B
420
内水面養殖業
ないすいめんようしょくぎょう
日本養鰻漁業協同組合
www.wbs.ne.jp/
C
510
金属鉱業
きんぞくこうぎょう
日本鉱業協会
www.kogyo-kyokai.gr.jp/
C
513
鉄鋼業
てっこうぎょう
(一社)日本鉄鋼連盟
www.jisf.or.jp/
C
520
石炭・亜炭鉱業
せきたん・あたんこうぎょう
(一財）石炭エネルギーセンター
www.jcoal.or.jp/
C
530
原油・天然ガス鉱業
げんゆ・てんねんがすこうぎょう
天然ガス鉱業会
www.tengas.gr.jp/
C
540
採石業、砂・砂利・玉石採取業
さいせきぎょう、すな・じゃり・たまいしさいしゅぎょう
(社)日本砂利協会
www.disclo-koeki.org/
(社)日本建設業連合会
(社)日本建設業経営協会
D
611
一般土木建築工事業
いっぱんどぼくけんちくこうじぎょう
(一社)全国建設業協会
www.zenken-net.or.jp/
www.nikkenren.com/
http://nikkenkei.jp/
D
621
土木工事業
どぼくこうじぎょう
(社)日本土木工業協会
www.nikkenren.com/archives/doboku/ (公社)日本推進技術協会
www.suisinkyo.or.jp/
（一社) 日本運動施設建設業協会
www.sfca.jp/
(社)斜面防災対策技術協会
www.jisuberi-kyokai.or.jp/
D
622
造園工事業
ぞうえんこうじぎょう
(一社)日本造園建設業協会
www.jalc.or.jp/
(社)日本造園組合連合会
www.jflc.or.jp/
D
623
浚渫工事業
しゅんせつこうじぎょう
(社)日本埋立浚渫協会
www.umeshunkyo.or.jp/
D
631
舗装工事業
ほそうこうじぎょう
(一社)日本道路建設業協会
www.dohkenkyo.com/
D
641
建築工事業
けんちくこうじぎょう
(社)建築業協会
www.nikkenren.com/
(社)プレハブ建築協会
www.purekyo.or.jp/
D
651
木造建築工事業
もくぞうけんちくこうじぎょう
(社)全国中小建築工事業団体連合会
www.zenkenren.or.jp/
(社)日本建築大工技能士会
www.h2.dion.ne.jp/~daikusan/
D
710
大工工事業
だいくこうじぎょう
(社)日本建設大工工事業協会
www.nikkendaikyou.or.jp/
D
720
鳶・土工・コンクリート工事業
とび・どこう・こんくりーとこうじぎょう
(社)日本鳶工業連合会
www.nittobiren.or.jp/
(一社)日本機械土工協会
www.jemca.jp/
(一社)全国コンクリート圧送事業団体連合会 www.cc.rim.or.jp/~zenatsu/
全国基礎工業協同組合連合会
www.kt.rim.or.jp/~zenkiren/
D
730
鉄骨・鉄筋工事業
てっこつ・てっきんこうじぎょう
(社)鉄骨建設業協会
www.tekken-kyo.or.jp/
(一社)日本橋梁建設協会
www.jasbc.or.jp/
(公社)全国鉄筋工事業協会
www.zentekkin.or.jp/
全国圧接業協同組合連合会
www.assetsu.com/
D
740
石工・れんが・タイル・ブロック工事業
いしく・れんが・たいる・ぶろっくこうじぎょう
(社)日本タイル煉瓦工事工業会
www.nittaren.or.jp/
(社)全国タイル業協会
http://tile-net.com/
(社)日本建築ブロック・エクステリア工事業協会
www.jabec.org/
D
751
左官工事業
さかんこうじぎょう
(一社)日本左官業組合連合会
www.nissaren.or.jp/
D
761
金属屋根工事業
きんぞくやねこうじぎょう
(社)日本金属屋根協会
www.kinzoku-yane.or.jp/
D
762
板金工事業
ばんきんこうじぎょう
(社)日本建築板金協会
http://www7.ocn.ne.jp/~zenban/
塗装工事業
とそうこうじぎょう
www.nittoso.or.jp/
D
771
(一社)日本塗装工業会
全国マスチック事業協同組合連合会
www.mastic.or.jp/
D
780
床・内装工事業
ゆか・ないそうこうじぎょう
日本建設インテリア事業協同組合連合会 http://jcif.org/
日本室内装飾事業協同組合連合会
www.nissouren.jp/
(社)全国建設室内工事業協会
www.zsk.or.jp/
D
792
金属製建具工事業
きんぞくせいたてぐこうじぎょう
(社)カーテンウォール・防火開口部協会
www.cw-fw.or.jp/
(社)日本サッシ協会
www.jsma.or.jp/
(社)日本シヤッター・ドア協会
www.jsd-a.or.jp/
D
793
木製建具工事業
もくせいたてぐこうじぎょう
全国建具組合連合会
www.zenkokutategu.com/
D
794
屋根工事業（金属製屋根工事業を除く）
やねこうじぎょう（きんぞくせいやねこうじぎょうをのぞく）
(社)全日本瓦工事業連盟
www.yane.or.jp/
D
795
防水工事業
ぼうすいこうじぎょう
(社)全国防水工事業協会
www.jrca.or.jp/
D
796
はつり・解体工事業
はつり・かいたいこうじぎょう
(社)全国解体工事業団体連合会
www.zenkaikouren.or.jp/
D
799
他に分類されない職別工事業
たにぶんるいされないしょくべつこうじぎょう
（社）全国クレーン建設業協会
www.jccca.or.jp/
D
811
一般電気工事業
いっぱんでんきこうじぎょう
全日本電気工事業工業組合連合会
www.znd.or.jp/
(一社)日本電設工業協会
www.jeca.or.jp/
(一社)日本内燃力発電設備協会
www.nega.or.jp/
D
820
電気通信・信号装置工事業
でんきつううしん・しんごうそうちこうじぎょう
(一社)情報通信エンジニアリング協会
www.itea.or.jp/
(一社)情報通信設備協会
www.itca.or.jp/
D
831
一般管工事業
いっぱんかんこうじぎょう
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/
(社)日本冷凍空調設備工業連合会
www.jarac.or.jp/
D
833
給排水・衛生設備工事業
きゅうはいすい・えいせいせつびこうじぎょう
(一社)日本厨房工業会
www.jfea.or.jp/
(社)全国浄化槽団体連合会
www.zenjohren.or.jp/
D
841
機械器具設置工事業
きかいきぐせっちこうじぎょう
(一社)日本計装工業会
www.keiso.or.jp/
(一社)ビルディング・オートメーション協会 www.ba-system.org/
D
842
昇降設備工事業
しょうこうせつびこうじぎょう
(社)日本エレベータ協会
www.n-elekyo.or.jp/
D
892
熱絶縁工事業
ねつぜつえんこうじぎょう
日本ウレタン断熱協会
www.urethane-jp.org/
(一社)日本保温保冷工業協会
www.jtia.org/
D
893
道路標識設置工事業
どうろひょうしきせっちこうじぎょう
(一社)全国道路標識・標示業協会
www.zenhyokyo.or.jp/
さく井工事業
D
894
さくせいこうじぎょう
(社)全国さく井協会
www.sakusei.or.jp/
E
911
部分肉・冷凍肉製造業
ぶぶんにく・れいとうにくせいぞうぎょう
（公財）日本食肉流通センター
www.jmtc.or.jp/
E
912
肉加工品製造業
にくかこうひんせいぞうぎょう
日本ハム・ソーセージ工業協同組合
http://hamukumi.lin.gr.jp/
（一社） 日本乳業協会
E
913
処理牛乳・乳飲料製造業
しょりぎゅうにゅう・にゅういんりょうせいぞうぎょう
www.nyukyou.jp/
(社)日本酪農乳業協会
www.j-milk.jp/
(一社）全国発酵乳乳酸菌飲料協会
www.nyusankin.or.jp/
全国乳業協同組合連合会
http://jf-milk.lin.gr.jp/
（一社）
日本乳業協会
E
914
乳製品製造業（処理牛乳等を除く）
にゅうせいひんせいぞうぎょう（しょりぎゅうにゅうとうをのぞく。）
www.nyukyou.jp/
E
919
その他の畜産食料品製造業
そのたのちくさんしょくりょうひんせいぞうぎょう
(一社)日本食鳥協会
www.j-chicken.jp/
E
921
水産缶詰・瓶詰製造業
すいさんかんづめ・びんづめせいぞうぎょう
(公社)日本缶詰協会
www.jca-can.or.jp/
日本水産缶詰輸出水産業組合
http://homepage2.nifty.com/jaspa-fish/
E
922
海藻加工業
かいそうかこうぎょう
全国海苔貝類漁業協同組合連合会
www.zennori.or.jp/
(社)日本昆布協会
www.kombu.or.jp/
日本わかめ協会
http://nippon-wakame.com/
E
923
水産練製品製造業
すいさんねりせいひんせいぞうぎょう
全国かまぼこ連合会
http://zenkama.com/
E
924
塩干・塩蔵品製造業
しおぼし・えんぞうひんせいぞうぎょう
全国水産加工業協同組合連合会
www.zensui.jp/
E
926
冷凍水産食品製造業
れいとうすいさんしょくひんせいぞうぎょう
(社）日本冷凍食品協会
www.reishokukyo.or.jp/
(社)全国すり身協会
www.surimi.org/
E
929
その他の水産食料品製造業
そのたのすいさんしょくりょうひんせいぞうぎょう
全国いか加工業協同組合
www.zen-ika.com/
(社)全国削節工業協会
www.kezuribushi.or.jp/
全国珍味商工業協同組合連合会
www.chinmi.org/
全国辛子めんたいこ食品公正取引協議会
http://mentaiko-ftc.org/
E
931
野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
やさいかんづめ・かじつかんづめ・のうさんほぞんしょくりょうひん… (公社)日本缶詰協会
www.jca-can.or.jp/
E
932
野菜漬物製造業（缶詰，瓶詰，つぼ詰を除く）
やさいつけものせいぞうぎょう（かんづめ・びんづめ・つぼづめをのぞく）全日本漬物協同組合連合会
www.tsukemono-japan.org/
E
941
味そ製造業
みそせいぞうぎょう
全国味噌工業協同組合連合会
http://zenmi.jp/
E
942
しょう油・食用アミノ酸製造業
しょうゆ・しょくようあみのさんせいぞうぎょう
日本醤油協会
www.soysauce.or.jp/
E
943
ソース製造業
そーすせいぞうぎょう
(一社)日本ソース工業会
www.nippon-sauce.or.jp/
E
944
食酢製造業
しょくすせいぞうぎょう
全国食酢協会中央会
http://shokusu.org/
E
949
その他の調味料製造業
そのたのちょうみりょうせいぞうぎょう
全日本カレー工業共同組合
www.curry.or.jp/
全日本スパイス協会
www.ansa-spice.com/
日本うま味調味料協会
www.umamikyo.gr.jp/
E
952
砂糖精製業
さとうせいせいぎょう
日本黒砂糖協会
http://japan-kurozatou-org.com/
E
961
精米・精麦業
せいまい・せいばくぎょう
(一社)日本精米工業会
www.jrma.or.jp/
(NPO）全国無洗米協会
www.musenmai.com/
全国精麦工業協同組合連合会
www.zenbakuren.or.jp/
E
962
小麦粉製造業
こむぎこせいぞうぎょう
製粉協会
www.seifunky.jp/
（財）製粉振興会
www.seifun.or.jp/
E
969
その他の精穀・製粉業
そのたのせいこく・せいふんぎょう
全国蕎麦製粉協同組合
www.sobako.or.jp/
E
971
パン製造業
ぱんせいぞうぎょう
(一社）日本パン工業会
www.pankougyokai.or.jp/
全日本パン協同組合連合会
www.zenpanren.or.jp/
(社)パン技術研究所
www.jibt.com/
E
972
生菓子製造業
なまがしせいぞうぎょう
全日本洋菓子工業会
www.pcg.or.jp/
全国和菓子協会
www.wagashi.or.jp/
E
973
ビスケット類・干菓子製造業
びすけっとるい・ひがしせいぞうぎょう
(一社）全国ビスケット協会
www.biscuit.or.jp/
日本スナック・シリアルフーズ協会
http://jasca.jp/
E
974
米菓製造業
べいかせいぞうぎょう
全国米菓工業組合
www.arare-osenbei.jp/
E
979
その他のパン・菓子製造業
そのたのぱん・かしせいぞうぎょう
全国飴菓子工業組合
www.candy.or.jp/
日本チョコレート・ココア協会
www.chocolate-cocoa.com/
E
981
動植物油脂製造業（食用油脂加工業を除く）
どうしょくぶつゆしせいぞうぎょう（しょくようゆしかこうぎょうをのぞく） (一社）日本植物油協会
www.oil.or.jp/
(一財)日本水産油脂協会
www.suisan.or.jp/
E
982
食用油脂加工業
しょくようゆしかこうぎょう
日本マーガリン工業会
www.j-margarine.com/
E
991
でんぷん製造業
でんぷんせいぞうぎょう
全国小麦粉分離加工協会
http://www15.ocn.ne.jp/
日本スターチ糖化工業会
www.starch-touka.com/
E
992
めん類製造業
めんるいせいぞうぎょう
全国製麺共同組合連合会
www.zenmenren.or.jp/
全国乾麺協同組合連合会
www.kanmen.com/
(社)日本パスタ協会
www.pasta.or.jp/
E
993
豆腐・油揚製造業
とうふあぶらあげせいぞうぎょう
全豆連
www.zentoren.jp/
E
995
冷凍調理食品製造業
れいとうちょうりしょくひんせいぞうぎょう
(社)日本冷凍食品協会
www.reishokukyo.or.jp/
そうざいせいぞうぎょう
(社)日本惣菜協会
www.souzai.or.jp/
E
996
そう（惣）菜製造業
すし・べんとう・ちょうりぱんせいぞうぎょう
www.bentou-shinkou.or.jp/
E
997
すし・弁当・調理パン製造業
(公社)日本べんとう振興協会
E
1011
清涼飲料製造業
せいりょういんりょうせいぞうぎょう
(一社)全国清涼飲料工業会
www.j-sda.or.jp/
全国清涼飲料協同組合連合会
www.e-drink.jp/
日本ミネラルウォーター協会
http://minekyo.net/
E
1021
果実酒製造業
かじつしゅせいぞうぎょう
日本ワイナリー協会
www.winery.or.jp/
E
1022
ビール類製造業
びーるるいせいぞうぎょう
ビール酒造組合
www.brewers.or.jp/
全国地ビール醸造者協議会
www.beer.gr.jp/
E
1023
清酒製造業
せいしゅせいぞうぎょう
公益財団法人日本醸造協会
www.jozo.or.jp/
日本酒造組合中央会
www.japansake.or.jp/
E
1024
蒸留酒・混成酒製造業
じょうりゅうしゅ・こんせいしゅせいぞうぎょう
日本蒸留酒酒造組合
www.shochu-chubu.jp/
日本洋酒酒造組合
www.yoshu.or.jp/
製茶業
せいちゃぎょう
www.nihon-cha.or.jp/
日本紅茶協会
E
1031
社団法人日本茶業中央会
www.tea-a.gr.jp/
全国麦茶工業協同組合
www.mugicya.or.jp/
全日本コーヒー商工組合連合会
こーひーせいぞうぎょう
www.ncraj.org/
E
1032
コーヒー製造業
E
1051
たばこ製造業（葉たばこ処理業を除く)
たばこせいぞうぎょう（はたばこしょりぎょうをのぞく）
日本たばこ産業
www.jti.co.jp/
E
1052
葉たばこ処理業
はたばこしょりぎょう
日本たばこ産業
www.jti.co.jp/
E
1061
配合飼料製造業
はいごうしりょうせいぞうぎょう
協同組合日本飼料工業会
www.jafma.or.jp/
E
1063
有機質肥料製造業
ゆうきしつひりょうせいぞうぎょう
日本肥料アンモニア協会
www.jaf.gr.jp/
E
1110
製糸業、紡績業、化学繊維・撚糸等製造業
せいしぎょう、ぼうせきぎょう、かがくせんい・ねんしせいぞうぎょう
日本紡績協会
http://jsa-jp.org/
日本化学繊維協会
www.jcfa.gr.jp/
日本羊毛紡績会
http://www5.ocn.ne.jp/~yobokai/
日本撚糸工業組合連合会
www.nenshi.or.jp/
E
1120
織物業
おりものぎょう
日本綿スフ織物工業組合連合会
www.jcwa-net.jp/
(社)日本絹業協会
www.silk-center.or.jp/
日本毛織物等工業組合連合会
http://jwwa.net/
E
1130
ニット生地製造業
にっときじせいぞうぎょう
日本ニット工業組合連合会
www.tkf.or.jp/jkia/index.html
E
1140
染色整理業
せんしょくせいりぎょう
(一社) 日本染色協会
www.nissenkyo.or.jp/
E
1160
外衣・シャツ製造業(和式を除く）
がいい・しゃつせいぞうぎょう(わしきをのぞく）
(一社) 日本アパレル・ファッション産業協会 www.jafic.org/
E
1170
下着類製造業
したぎるいせいぞうぎょう
(一社）日本ボディファッション協会
www.nbf.or.jp/
和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品製造業 わそうせいひん・そのたのいふく・せんいせいみのまわりひん…
(社）全日本きもの振興会
www.kimono-net.or.jp/
日本被服工業組合連合会
E
1180
http://nippiren.com/
日本靴下協会
www.js-hosiery.jp/
日本アパレルソーイング工業組合連合 www.jaif.org/
その他の繊維製品製造業
そのたのせんいせいひんせいぞうぎょう
(財)日本ふとん協会
www.japan-futon.or.jp/
E
1190
日本カーペット工業組合
www.carpet.or.jp/
日本手袋工業組合
www.tebukurokumiai.jp/
E
1200
木材・木製品製造業（家具を除く）
もくざい・もくせいひんせいぞうぎょう（かぐをのぞく）
(社)全国木材組合連合会
www.zenmoku.jp/
日本集成材工業協同組合
www.syuseizai.com/
日本合板工業組合連合会
www.jpma.jp/
E
1300
家具・装備品製造業
かぐ・そうびひんせいぞうぎょう
(社）日本オフィス家具協会
www.joifa.or.jp/
(社）日本家具産業振興会
www.idafij.or.jp/
全国建具組合連合会
www.zenkokutategu.com/
E
1400
パルプ・紙・紙加工品製造業
ぱるぷ・かみ・かみかこうひんせいぞうぎょう
日本製紙連合会
www.jpa.gr.jp/
全国手すき和紙連合会
www.tesukiwashi.jp/
全国クラフト紙袋工業組合
www.chuokai.or.jp/kumiai/papsa/
E
1500～ 印刷・同関連業
いんさつ・どうかんれんぎょう
（社）日本印刷産業連合会
www.jfpi.or.jp/
印刷工業会
www.paj-pid.jp/
(社)日本グラフィックサービス工業会
www.jagra.or.jp/
全日本製本工業組合連合会
www.zenkoku-seihon.or.jp/
E
1610
化学肥料製造業
かがくひりょうせいぞうぎょう
日本肥料アンモニア協会
www.jaf.gr.jp/
日本化学工業協会
www.nikkakyo.org/
E
1620
無機化学工業製品製造業
むきかがくこうぎょうせいひんせいぞうぎょう
日本ソーダ工業会
www.jsia.gr.jp/
(一社)日本塩工業会
www.sio.or.jp/nsk/
日本無機薬品協会
www.mukiyakukyo.gr.jp/
E
1630
有機化学工業製品製造業
ゆうきかがくこうぎょうせいひんせいぞうぎょう
石油化学工業協会
www.jpca.or.jp/
全日本プラスチック製品工業連合会
www.jpif.gr.jp/
日本ゴム工業会
www.jrma.gr.jp/
E
1640
油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料…
ゆしかこうせいひん・せっけん・ごうせいせんざい・かいめんかっせい…日本石鹸洗剤工業会
http://jsda.org/
日本界面活性剤工業会
www.jp-surfactant.jp/
(社)日本塗料工業会
www.toryo.or.jp/
印刷インキ工業連合会
www.ink-jpima.org/
E
1650
医薬品製造業
いやくひんせいぞうぎょう
日本製薬工業協会
www.jpma.or.jp/
医薬品製剤協議会
www.akiyama.co.jp/pharma/
(一社)日本臨床検査薬協会
www.medicallab.jp/jacri/
日本漢方生薬製剤協会
www.nikkankyo.org/
E
1660
化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業
けしょうひん・はみがき・そのたのけしょうようちょうせいひんせいぞう…日本化粧品工業連合会
www.jcia.org/n/
日本歯磨工業会
www.hamigaki.gr.jp/
E
1690
その他の化学工業
そのたのかがくこうぎょう
日本火薬工業会
www.j-kayaku.jp/
農薬工業会
www.jcpa.or.jp/
E
1700
石油製品・石炭製品製造業
せきゆせいひん・せきたんせいひんせいぞうぎょう
石油連盟
www.paj.gr.jp/
全石連
www.zensekiren.or.jp/
（一財）石炭エネルギーセンター
www.jcoal.or.jp/
E
1800
プラスチック製品製造業
ぷらすちっくせいひんせいぞうぎょう
日本プラスチック工業連盟
www.jpif.gr.jp/
全日本プラスチック製品工業連合会
www.jppf.gr.jp/
日本プラスチック日用品工業組合
www.jpm.or.jp/
ポリオレフィン等衛生協議会
www.jhospa.gr.jp/
ゴム製品製造業
ごむせいひんせいぞうぎょう
www.srij.or.jp/
日本ゴム履物協会
E
1900
一般社団法人 日本ゴム協会
www.jrfma.gr.jp/
日本グローブ工業会
www.nihon-glove.com/
E
2000
なめし革・同製品・毛皮製造業
なめしがわ・どうせいひん・けがわせいぞうぎょう
日本靴卸団体連合会
www.shoes.gr.jp/
(一社)日本かばん協会
www.kaban.or.jp/
一般社団法人 日本毛皮協会
www.fur.or.jp/
E
2110
ガラス・同製品製造業
がらす・どうせいひんせいぞうぎょう
板硝子協会
www.itakyo.or.jp/
電気硝子工業会
www.denki-glass.jp/
日本ガラスびん協会
www.glassbottle.org/
ガラス産業連合会
www.gic.jp/
E
2120
セメント・同製品製造業
せめんと・どうせいひんせいぞうぎょう
(社)セメント協会
www.jcassoc.or.jp/
全国生コンクリート工業組合連合会
www.zennama.or.jp/
(一社)全国コンクリート製品協会
www.zencon.org/
とうじき・どうかんれんせいひんせいぞうぎょう
日本陶磁器工業協同組合連合会
http://toujiki.org/kyoren/
日本陶磁器産業振興協会
E
2140
陶磁器・同関連製品製造業
www.jappi.jp/
全国タイル業協会
www.tile-net.com/
(一社)日本衛生設備機器工業会
www.sanitary-net.com/
E
2180
骨材・石工品等製造業
こつざい・せっこうひんとうせいぞうぎょう
（一社）日本石材産業協会
www.japan-stone.org/
E
2190
その他の窯業・土石製品製造業
そのたのようぎょう・どせきせいひんせいぞうぎょう
ロックウール工業会
www.rwa.gr.jp/
日本石灰工業組合
www.jplime.com/
(一社)日本琺瑯工業会
www.horo.or.jp/
E
2200
鉄鋼業
てっこうぎょう
(一社)日本鉄鋼連盟
www.jisf.or.jp/
普通鋼電炉工業会
www.fudenkou.jp/
（一社）日本鉄リサイクル工業会
www.jisri.or.jp/
E
2300
非鉄金属製造業
ひてつきんぞくせいぞうぎょう
（社）日本鋳造協会
www.foundry.jp/
日本伸銅協会
www.copper-brass.gr.jp/
(一社）日本アルミニウム協会
www.aluminum.or.jp/
（一社）日本チタン協会
www.titan-japan.com/
E
2400
金属製品製造業
きんぞくせいひんせいぞうぎょう
（一社）日本金属プレス工業協会
www.nikkin.or.jp/
（社）日本金型工業会
www.jdmia.or.jp/
日本金属熱処理工業会
www.netsushori.jp/
（一社）日本建材・住宅設備産業協会
www.kensankyo.org/
E
2500
汎用機械器具製造業
はんようきかいきぐせいぞうぎょう
（一社）日本機械工業連合会
www.jmf.or.jp/
(一社)日本ベアリング工業会
www.jbia.or.jp/
(一社）日本エレベーター協会
www.n-elekyo.or.jp/
(一社)日本産業機械工業会
www.jsim.or.jp/i
E
2591
消火器具・消火装置製造業
しょうかきぐ・しょうかそうちせいぞうぎょう
（社）日本消火器工業会
www.jfema.or.jp/
（一社）日本消火装置工業会
http://shosoko.or.jp/
E
2600
生産用機械器具製造業
せいさんようきかいきぐせいぞうぎょう
（一社）日本農業機械工業会
www.jfmma.or.jp/i
（一社）日本建設機械工業会
www.cema.or.jp/
（社）日本縫製機械工業会
www.jasma.or.jp/
E
2640
生活関連産業用機械製造業
せいかつかんれんさんぎょうようきかいせいぞうぎょう
（社）全国木工機械工業会
www.jwm.or.jp/
（一社）日本印刷産業機械工業会
www.jpma-net.or.jp/
（一社）日本包装機械工業会
www.jpmma.or.jp/
E
2641
食品機械・同装置製造業
しょくひんきかい・どうそうちせいぞうぎょう
(一社)日本食品機械工業会
www.fooma.or.jp/
協同組合 日本製パン製菓機械工業会
www.jbcm.or.jp/
全国醸造機器工業組合
www.zjkk.or.jp/
(一社)日本豆腐機器工業会
http://tofu-machinery.or.jp/
E
2650
基礎素材産業用機械製造業
きそそざいさんぎょうようきかいせいぞうぎょう
(一社)日本鍛圧機械工業会
www.j-fma.or.jp/
(一社)日本ダイカスト協会
www.diecasting.or.jp/
日本プラスチック機械工業会
http://a-jpm.jp/
E
2660
金属加工機械製造業
きんぞくかこうきかいせいぞうぎょう
(一社）日本工作機器工業会
www.jmaa.or.jp/
(一社)日本フルードパワー工業会
www.japan-fluid-power.or.jp/
日本工作機械工業会
www.jmtba.or.jp/
日本工具工業会
www.kouguko.com/
E
2694
ロボット製造業
ろぼっとせいぞうぎょう
(一）日本ロボット工業会
www.jara.jp/
E
2723
自動販売機製造業
じどうはんばいきせいぞうぎょう
（一社）日本自動販売機工業会
www.jvma.or.jp/
E
2730
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量…製造業 けいりょうき・そくていき・ぶんせききき・しけんき・そくりょう…せいぞうぎょう
日本精密測定機器工業会
www.jpmia.gr.jp/
（社）日本分析機器工業会
www.jaima.or.jp/
日本試験機工業会
www.jtma.jp/
日本硝子計量器工業協同組合
http://jckumiai.or.jp/
E
2741
医療用機械器具製造業
いりょうようきかいきぐせいぞうぎょう
日本医療機器産業連合会
www.jfmda.gr.jp/
（一社）日本医療機器工業会
www.jamdi.org/
日本医療器材工業会
www.jmed.jp/
日本医用光学機器工業会
www.jmoia.jp/
E
2750
光学機械器具・レンズ製造業
こうがくきかいきぐ・れんずせいぞうぎょう
(一社）日本オプトメカトロニクス協会
www.joem.or.jp/
日本光学測定機工業会
www.j-oma.jp/
(一社)カメラ映像機器工業会
http://cipa.jp/
(一社)日本写真映像用品工業会
www.jpvaa.jp/
E
2800
電子部品・デバイス・電子回路製造業
でんしぶひん・でばいす・でんしかいろせいぞうぎょう
(一社)電子情報技術産業協会
www.jeita.or.jp/
E
2900
電気機械器具製造業
でんききかいきぐせいぞうぎょう
(一社)日本電機工業会
http://jema-net.or.jp/
日本医療機器産業連合会
www.jfmda.gr.jp/
(一社)電池工業会
www.baj.or.jp/
（一財）家電製品協会
www.aeha.or.jp/
E
3000
情報通信機械器具製造業
じょうほうつうしんきかいきぐせいぞうぎょう
(一社)電子情報技術産業協会
www.jeita.or.jp/
(一社)日本電機工業会
http://jema-net.or.jp/
情報通信ネットワーク産業協会
www.ciaj.or.jp/
（一社） ビジネス機械・情報システム産業協会
www.jbmia.or.jp/
E
3110
自動車・同附属品製造業
じどうしゃ・どうふぞくひんせいぞうぎょう
(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/
(一社）日本自動車部品工業会
www.japia.or.jp/
E
3120
鉄道車両・同部分品製造業
てつどうしゃりょう・どうぶぶんひんせいぞうぎょう
（一社）日本鉄道車輌工業会
www.tetsushako.or.jp/
E
3130
船舶製造・修理業，舶用機関製造業
せんぱくせいぞう・しゅううりぎょう、はくようきかんせいぞうぎょう
（一社）日本造船工業会
www.sajn.or.jp/
(社)日本中小型造船工業会
www.cajs.or.jp/
(社)日本舶用工業会
www.jsmea.or.jp/
(社)日本舟艇工業会
www.marine-jbia.or.jp/
E
3140
航空機・同附属品製造業
こうくうき・どうふぞくひんせいぞうぎょう
（一社）日本航空宇宙工業会
www.sjac.or.jp/
日本産業用無人航空機協会
www.juav.org/
E
3150
産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業
さんぎょうよううんぱんしゃりょう・どうぶぶんひん・ふぞくひんせいぞうぎょう
(社)日本産業車両協会
www.jiva.or.jp/
（一社）日本運搬車両機器協会
www.kolec.co.jp/
E
3191
自転車・同部分品製造業
じてんしゃ・どうぶぶんひんせいぞうぎょう
(一社)自転車協会
www.jitensha-kyokai.jp/
(一社) 全国二輪車用品連合
http://jmca.gr.jp/
E
3210
貴金属・宝石製品製造業
ききんぞく・ほうせきせいひんせいぞぷぎょう
(公社)日本ジュエリーデザイナー協会
www.jjda.or.jp/
E
3220
装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業
そうしんぐ・そうしょくひん・ぼたん・どうかんれんひんせいぞうぎょう (一社)日本ボタン協会
www.jah.ne.jp/~jbutton/i
E
3230
時計・同部分品製造業
とけい・どうぶぶんひんせいぞうぎょう
(一社）日本時計協会
www.jcwa.or.jp/
E
3240
楽器製造業
がっきせいぞうぎょう
全国楽器協会
www.zengakkyo.com/
日本弦楽器製作者協会
www.jsima.jp/
E
3250
がん具・運動用具製造業
がんぐ・うんどうようぐせいぞうぎょう
日本スポーツ用品工業協会
www.jaspo.org/
(社)日本玩具協会
http://toys.or.jp/
(一社）日本人形協会
www.ningyo-kyokai.or.jp/
E
3260
ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業
ぺん・えんぴつ・かいがようひん・そのたのじむようひんせいぞうぎょう (社)全日本文具協会
www.zenbunkyo.jp/
日本筆記具工業会
www.jwima.org/
E
3270
漆器製造業
しっきせいぞうぎょう
日本漆器協同組合連合会
www.shikki.or.jp/
E
3280
畳等生活雑貨製品製造業
たたみとうせいかつざっかせいひんせいぞうぎょう
全日本畳事業協同組合
www.stannet.ne.jp/zentatami/
全国団扇扇子カレンダー協議会
www.zenkyo.net/
(一社）日本喫煙具協会
www.jsaca.or.jp/
E
3291
煙火製造業
えんかせいぞうぎょう
(公社)日本煙火協会
www.hanabi-jpa.jp/
(一社)日本屋外広告業団体連合会
E
3292
看板・標識機製造業
かんばん・ひょうしききせいぞうぎょう
www.nikkoren.or.jp/
(一社）全国道路標識・標示業協会
www.zenhyokyo.or.jp/
E
3293
パレット製造業
ぱれっとせいぞうぎょう
(一社)日本パレット協会
www.jpa-pallet.or.jp/
E
3294
モデル・模型製造業
もでる・もけいせいぞうぎょう
日本マネキンディスプレイ商工組合
www.jamda.gr.jp/
E
3295
工業用模型製造業
こうぎょうようもけいせいぞうぎょう
日本木型工業会
www.n-model.jp/
E
3297
眼鏡製造業
めがねせいぞうぎょう
日本眼鏡関連団体協議会
www.megane10-01.com/
F
3310
電気業
でんきぎょう
電気事業連合会
www.fepc.or.jp/
日本電気協会
www.denki.or.jp/
F
3410
ガス業
がすぎょう
(一社)日本ガス協会
www.gas.or.jp/
日本コミュニティーガス協会
www.jcga-page.or.jp/
日本LPガス団体協議会
www.nichidankyo.gr.jp/
高圧ガス保安協会
www.khk.or.jp/
F
3510
熱供給業
ねつきょうきゅうぎょう
(一社)日本熱供給事業協会
www.jdhc.or.jp/
F
3600～ 水道業
すいどうぎょう
（社）日本水道協会
www.jwwa.or.jp/
(公社)日本下水道協会
www.jswa.jp/
（社）日本工業用水協会
www.jiwa-web.jp/
G
3700～ 通信業
つうしんぎょう
（社）電気通信事業者協会
www.tca.or.jp/
（一社）テレコムサービス協会
www.telesa.or.jp/
G
3800～ 放送業
ほうそうぎょう
日本放送協会
www.nhk.or.jp/
(社)日本民間放送連盟
www.j-ba.or.jp/
（一社）衛生放送協会
www.eiseihoso.org/
(一社)日本ケーブルテレビ連盟
www.catv-jcta.jp/
G
3900～ 情報サービス業
じょうほうさーびすぎょう
（一社）情報サービス産業協会
www.jisa.or.jp/
G
4000～ インターネット付随サービス業
いんたーねっとふずいさーびすぎょう
（一社）情報通信ネットワーク産業協会
www.ciaj.or.jp/
（財）インターネット協会
www.iajapan.org/
G
4110
映像情報制作・配給業
えいぞうじょうほうせいさく・はいきゅううぎょう
（一社）日本映像ソフト協会
www.jva-net.or.jp/
（一社）日本動画協会
www.aja.gr.jp/
(一社)日本映画テレビ技術協会
www.mpte.jp/
日本アニメーション協会
www.jaa.gr.jp/
G
4120
音声情報制作業
おんせいじょうほうせいさくぎょう
（一社）日本音楽出版社協会
www.mpaj.or.jp/
（一社）日本レコード協会
www.riaj.or.jp/
(一社)日本音楽事業者協会
www.riaj.or.jp/
(一社)全国有線音楽放送協会
www.jame.or.jp/
G
4130
新聞業
しんぶんぎょう
（一社）日本新聞協会
www.pressnet.or.jp/
(公社)日本専門新聞協会
www.senmonshinbun.or.jp/
G
4140
出版業
しゅっぱんぎょう
（社）日本書籍出版協会
www.jbpa.or.jp/
日本電子出版協会
www.jepa.or.jp/
（社）日本雑誌協会
www.j-magazine.or.jp/
(一社)教科書協会
www.textbook.or.jp/
G
4150
広告制作業
こうこくせいさくぎょう
(公社)日本広告制作協会
www.oac.or.jp/
（一社）日本広告業協会
www.jaaa.ne.jp/
G
4160
映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業
えいぞう・おんせい・もじじょうほうせいさくにふたいするさーびすぎょう （一社）日本ポストプロダクション協会
www.jppanet.or.jp/
H
4200～ 鉄道業
てつどうぎょう
東日本旅客鉄道株式会社
www.jreast.co.jp/
（一社）日本民営鉄道協会
www.mintetsu.or.jp/
（社）日本地下鉄協会
www.jametro.or.jp/
日本貨物鉄道株式会社
www.jrfreight.co.jp/
H
4300～ 道路旅客運送業
どうろりょかくうんそうぎょう
(公社)日本バス協会
www.bus.or.jp/
（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/
H
4400～ 道路貨物運送業
どうろかもつうんそうぎょう
(公社)全日本トラック協会
www.jta.or.jp/
全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会 www.akabou.jp/
バイク便協同組合
www.bike-union.com/
H
4500～ 水運業
すいうんぎょう
（社）日本外航客船協会
www.jopa.or.jp/
（一社)日本旅客船協会
www.jships.or.jp/
(一社)日本長距離フェリー協会
www.jlc-ferry.jp/
日本内航海運組合総連合会
www.naiko-kaiun.or.jp/
H
4600～ 航空運輸業
こうくううんゆぎょう
(社)全日本航空事業連合会
www.ajats.or.jp/
日本ビジネス航空協会
http://jbaa.org/
H
4700～ 倉庫業
そうこぎょう
（一社）日本倉庫協会
www.nissokyo.or.jp/
(社)日本冷蔵倉庫協会
http://smooth-shop.jp/
うんゆにふたいするさーびすぎょう
（一社）日本港運協会
www.jhta.or.jp/
東日本梱包工業組合
H
4800～ 運輸に付帯するサービス業
www.epa.ne.jp/
全国トラックターミナル協会
www.zentakyo.jp/
日本貨物検数協会
www.jctc.or.jp/
H
4900～ 郵便業
ゆうびんぎょう
日本郵便株式会社
www.post.japanpost.jp/
（一社）信書便事業者協会
http://shinsho-bin.com/
かくしゅしょうひんおろしうりぎょう
（一社）日本貿易会
www.jftc.or.jp/
(社)全国中小貿易業連盟
I
5000～ 各種商品卸売業
www.jafta.jp/
I
5100～ 繊維・衣服等卸売業
せんい・いふくとうおろしうりぎょう
日本織物中央卸商業組合連合会
www.orishoren.com/
日本繊維輸入組合
www.jtia.or.jp/
(一社)日本卸売協会
www.jwa-net.or.jp/
I
5130
身の回り品卸売業
みのまわりひんおろしうりぎょう
日本革類卸売事業協同組合
www.nikkaku.or.jp/
(社)日本皮革産業連合会
www.jlia.or.jp/
全国靴卸団体連合会
www.shoes.gr.jp/
I
5210
農畜産物・水産物卸売業
のうちくさんぶつ・すいさんぶつおろしうりぎょう
(社)全国中央市場青果卸売協会
www.seika-oroshi.or.jp/
全国中央市場水産卸協会
www.zensuiorosi.or.jp/
(社)日本食肉市場卸売協会
www.jmma.or.jp/
I
5220
食料・飲料卸売業
しょくりょう・いんりょうおろしうりぎょう
（一社）日本加工食品卸協会
http://homepage3.nifty.com/nsk-nhk/ 全国卸売酒販組合中央会
www.sake-net.or.jp/
全日本コーヒー協会
http://coffee.ajca.or.jp/
日本紅茶協会
www.tea-a.gr.jp/
I
5320
化学製品卸売業
かがくせいひんおろしうりぎょう
日本化学品輸出入協会
www.jcta.or.jp/
I
5410
産業機械器具卸売業
さんぎょうきかいきぐおろしうりぎょう
日本工作機械輸入協会
www.jmtia.gr.jp/
I
5420
自動車卸売業
じどうしゃおろしうりぎょう
日本自動車輸入組合
www.jaia-jp.org/
日本輸入モーターサイクル協会
www.jima.gr.jp/
I
5490
その他の機械器具卸売業
そのたのきかいきぐおろしうりぎょう
（一社）日本時計輸入協会
www.tokei.or.jp/
I
5520
医薬品・化粧品等卸売業
いやくひん・けしょうひんとうおろしうりぎょう
日本歯科用品卸商業組合
www.nsosk.jp/
日本歯科用品輸入協会
www.nsosk.jp/nsyk/
全国化粧品日用品卸連合会
http://park8.wakwak.com/~zenorosiren/
Ⅰ
5600～ 各種商品小売業
かくしゅしょうひんこうりぎょう
日本百貨店協会
www.depart.or.jp/
（一社）日本ショッピングセンター協会
www.jcsc.or.jp/
(一社)新日本スーパーマーケット協会
www.super.or.jp/
日本スーパーマーケット協会
www.jsa-net.gr.jp/
Ⅰ
5700～ 織物・衣服・身の回り品小売業
おりもの・いふく・みのまわりひんこうりぎょう
(一社)日本アパレル・ファッション産業協会 www.jafic.org/
日本靴小売商連盟
http://kutsu-kouri.jp/
(社)日本皮革産業連合会
www.jlia.or.jp/
Ⅰ
5820
野菜・果実小売業
やさい・かじつこうりぎょう
日本果物商業協同組合連合会
www.kudamono.or.jp/
全国青果物商業協同組合連合会
www.maroon.dti.ne.jp/zenseiseiren/
Ⅰ
5830
食肉小売業
しょくにくこうりぎょう
全国食肉事業協同組合連合会
http://ajmic.or.jp/
日本卵業協会
www.nichirankyo.or.jp/
(一社)日本食鳥協会
www.j-chicken.jp/
Ⅰ
5840
鮮魚小売業
せんぎょこうりぎょう
全国水産物商業協同組合連合会
www.zensuishoren.or.jp/
Ⅰ
5850
酒小売業
さけこうりぎょう
全国酒販協同組合連合会
www.zensyukyo.or.jp/
Ⅰ
5860
菓子・パン小売業
かし・ぱんこうりぎょう
全国和菓子協会
www.wagashi.or.jp/wagashikyokai/
(社)日本洋菓子協会
www.gateaux.or.jp/g/
全日本パン協同組合連合会
www.zenpanren.or.jp/
Ⅰ
5891
コンビニエンスストア
こんびにえんすすとあ
(一社)日本フランチャイズチェーン協会
http://jfa.jfa-fc.or.jp/
Ⅰ
5892
牛乳小売業
ぎゅうにゅうこうりぎょう
(社)全国牛乳流通改善協会
http://zenkaikyou.or.jp/
Ⅰ
5896
米穀類小売業
べいこくるいこうりぎょう
日本米穀小売商業組合連合会
www.jrra.or.jp/
Ｉ
5910
自動車小売業
じどうしゃこうりぎょう
(一社)日本自動車販売協会連合会
www.jada.or.jp/
日本中古自動車販売協会連合会
www.jucda.or.jp/
全国自動車部品販売店連合会
http://japada.org/xpc/
全国オートバイ協同組合連合会
www.ajac.gr.jp/
Ⅰ
5920
自転車小売業
じてんしゃこうりぎょう
(財)自転車産業振興協会
www.jbpi.or.jp/
Ⅰ
5930
機械器具小売業
きかいきぐこうりぎょう
全国電気商業組合連合会
www.zds.or.jp/
(一社)ビジネス機械・情報システム産業協会www.jbmia.or.jp/
日本工作機械販売協会
www.nikkohan.or.jp/
Ⅰ
6030
医薬品・化粧品小売業
いやくひん・けしょうひんこうりぎょう
日本化粧品工業連合会
www.jcia.org/
Ⅰ
6050
燃料小売業
ねんりょうこうりぎょう
全国石油商業組合連合会
www.zensekiren.or.jp/
Ⅰ
6060
書籍・文房具小売業
しょせき・ぶんぼうぐこうりごう
日本書店商業組合連合会
www.shoten.co.jp/
全国古書籍商組合連合会
www.kosho.ne.jp/~job/jlist.htm
スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業
すぽーつようひん・がんぐ・ごらくようひん・がっきこうりぎょう
www.jaspo.org/
(社)日本玩具協会
Ⅰ
6070
(社)日本スポーツ用品工業協会
www.toys.or.jp/
全国楽器協会
www.zengakkyo.com/
Ⅰ
6080
写真機・時計・眼鏡小売業
しゃしんき・とけい・めがねこうりぎょう
日本眼鏡関連団体協議会
www.megane10-01.com/
(公社)日本眼鏡技術者協会
www.megane-joa.or.jp/
Ⅰ
6090
他に分類されない小売業
たにぶんるいされないこうりぎょう
(社)日本DIY協会
www.diy.or.jp/
Ⅰ
6110
通信販売・訪問販売小売業
つうしんはんばい・ほうもんはんばいこうりぎょう
(公社）日本通信販売協会
www.jadma.org/
訪販化粧品工業協会
www.hoshokyo.org/
(社)日本置き薬協会
www.okigusuri-k.jp/
Ｊ
6210
中央銀行
ちゅうおうぎんこう
日本銀行
www.boj.or.jp/
J
6221
普通銀行
ふつうぎんこう
(一社)全国銀行協会
www.zenginkyo.or.jp/
(一社)全国地方銀行協会
www.chiginkyo.or.jp/
(一社)第二地方銀行協会
www.dainichiginkyo.or.jp/
J
6222
郵便貯金銀行
ゆううびんちょきんぎんこう
(株)ゆうちょ銀行
www.jp-bank.japanpost.jp/
Ｊ
6223
信託銀行
しんたくぎんこう
(一社)信託協会
www.shintaku-kyokai.or.jp/
Ｊ
6310
中小企業等金融業
ちゅうしょうきぎょうとうきんゆうぎょう
(一社)全国信用金庫協会
www.shinkin.org/
全国信用協同組合連合会
www.zenshinkumiren.jp/
(株)商工組合中央金庫
www.shokochukin.co.jp/
(社)全国労働金庫協会
http://all.rokin.or.jp/
Ｊ
6320
農林水産金融業
のうりんすいさんきんゆうぎょう
農林中央金庫
www.nochubank.or.jp/
JAバンク
www.jabank.org/
JFマリンバンク
www.jfmbk.org/
Ｊ
6410
貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関
かしきんぎょう，クレジットカードぎょうとうひよきんしんようきかん
日本貸金業協会
www.j-fsa.or.jp/
(社)日本クレジット協会
www.j-credit.or.jp/
日本クレジットカード協会
www.jcca-office.gr.jp/
Ｊ
6500～ 金融商品取引業，商品先物取引業
きんゆうしょうひんとりひきぎょう，しょうひんさきものとりひきぎょう
(一社)金融先物取引業協会
www.ffaj.or.jp/
(一社)第二種金融商品取引業協会
www.t2fifa.or.jp/
日本商品先物取引協会
www.nisshokyo.or.jp/
日本証券業協会
www.jsda.or.jp/
Ｊ
6600～ 補助的金融業等
ほじょてききんゆうぎょうとう
(社)全国信用保証協会連合会
www.zenshinhoren.or.jp/
預金保険機構
www.dic.go.jp/
(一社)信託協会
www.shintaku-kyokai.or.jp/
(一社)日本投資顧問業協会
www.jiaa.or.jp/
Ｊ
6700～ 保険業（保険媒介代理業等を含む）
ほけんぎょう（ほけんばいかいだいりぎょうとうをふくむ）
(社)生命保険協会
www.seiho.or.jp/
(一社日本損害保険協会
www.sonpo.or.jp/
(社)日本損害保険代理業協会
www.nihondaikyo.or.jp/
損害保険料率算出機構
www.nliro.or.jp/
Ｊ
6730
共済事業・少額短期保険業
きょうさいじぎょう・しょうがくたんきほけんじぎょう
全国共済農業協同組合連合会
www.ja-kyosai.or.jp/
全国共済水産業協同組合連合会
www.kyosuiren.or.jp/
全国労働者共済生活協同組合連合会
www.zenrosai.coop/
(一社)日本少額短期保険協会
www.shougakutanki.jp/
K
6800～ 不動産取引業
ふどうさんとりひきぎょう
(一社)不動産協会
www.fdk.or.jp/
(社)全日本不動産協会
www.zennichi.or.jp/
K
6900～ 不動産賃貸業・管理業
ふどうさんちんたいぎょう・かんりぎょう
(一社)全国賃貸不動産管理業協会
www.chinkan.jp/
(社)高層住宅管理業協会
www.kanrikyo.or.jp/
(一社)日本パーキングビジネス協会
www.gia-jpb.jp/
K
7000～ 物品賃貸業
ぶっぴんちんたいぎょう
(社)リース事業協会
www.leasing.or.jp/
(社)全国建設機械器具リース業協会
www.zenken.org/
(一社)全国レンタカー協会
www.rentacar.or.jp/
(社)軽仮設リース業
www.keikasetsu.or.jp/
L
7110
自然科学研究所
しぜんかがくけんきゅうしょ
(独)理化学研究所
www.riken.go.jp/
(独)産業技術総合研究所
www.aist.go.jp/
(独)農業・食品産業技術総合研究機構
www.naro.affrc.go.jp/
国立医薬品食品衛生研究所
www.nihs.go.jp/nihs/
L
7120
人文・社会科学研究所
じんぶん・しゃかいかがくけんきゅうしょ
国立教育政策研究所
www.nier.go.jp/
科学技術政策研究所
www.nistep.go.jp/
L
7210
法律事務所，特許事務所
ほうりつじむしょ，とっきょじむしょ
日本弁護士連合会
www.nichibenren.or.jp/
日本弁理士会
www.jpaa.or.jp/
L
7220
公証人役場，司法書士事務所，土地家屋調査士事務所
こうしょうにんやくば，しほうしょしじむしょ，とちかおくちょうさしじむしょ 日本公証人連合会
www.koshonin.gr.jp/
日本司法書士会連合会
www.shiho-shoshi.or.jp/
日本土地家屋調査士会連合会
www.chosashi.or.jp/
L
7230
行政書士事務所
ぎょうせいしょしじむしょ
日本行政書士会連合会
www.gyosei.or.jp/
L
7240
公認会計士事務所，税理士事務所
こうにんかいけいしじむしょ，ぜいりしじむしょ
日本公認会計士協会
www.hp.jicpa.or.jp/i
日本税理士会連合会
www.nichizeiren.or.jp/
社会保険労務士事務所
しゃかいほけんろうむしじむしょ
全国社会保険労務士会連合会
www.shakaihokenroumushi.jp/
L
7250
L
7260
デザイン業
でざいんぎょう
（公社）日本インダストリアルデザイナー協会www.jida.or.jp/
(社)日本クラフトデザイン協会
www.craft.or.jp/i
(社)日本インテリアデザイナー協会
www.jid.or.jp/
(社)日本グラフィックデザイナー協会
www.jagda.org/a
L
7280
経営コンサルタント業，純粋持ち株会社
けいえいこんさるたんとぎょう，じゅんすいもちかぶがいしゃ
（公社）日本医業経営コンサルタント協会
www.jahmc.or.jp/
L
7290
その他の専門サービス業
そのたのせんもんさーびすぎょう
（公社）日本探偵興信所協会
http://japan-pd.org/
(社)日本翻訳者協会
www.jta-net.or.jp/
(社)日本観光通訳協会
www.jga21c.or.jp/
日本不動産鑑定士協会連合会
www.fudousan-kanteishi.or.jp/
L
7310
広告業
こうこくぎょう
(公社)日本広告制作協会
www.oac.or.jp/
（一社）日本広告業協会
www.jaaa.ne.jp/
L
7410
獣医業
じゅういぎょう
(公社)日本獣医師会
http://nichiju.lin.gr.jp/index.php
（一社）日本小動物獣医師会
http://jsava.com/
(NPO）野生動物救護獣医師協会
www.wrvj.org/
L
7420
土木建築サービス業
どぼくけんちくさーびすぎょう
（社）日本建築士事務所協会連合会
www.njr.or.jp/
(社)日本測量協会
www.jsurvey.jp/
(一社)全国地質調査業協会連合会
www.zenchiren.or.jp/
L
7430
機械設計業
きかいせっけいぎょう
(社)日本機械設計工業会
www.kogyokai.com/
L
7440
商品・非破壊検査業
しょうひん・ひはかいけんさぎょう
（一社）日本穀物検定協会
www.kokken.or.jp/
(一社)日本非破壊検査協会
www.jsndi.jp/
(一社)日本非破壊検査工業会
www.jandt.or.jp/
L
7450
計量証明業
けいりょうしょうめいぎょう
日本計量証明事業協会連合会
www.nikkeisho.jp/
(一社)日本環境測定分析協会
www.jemca.or.jp/
L
7460
写真業
しゃしんぎょう
日本カラーラボ協会
www.jcfa-photo.jp/i
（公社）日本広告写真家協会
www.apa-japan.com/i
日本商業写真家協会
http://www4.big.or.jp/~jcpa/index.html
L
7490
その他の技術サービス業
そのたのぎじゅつさーびすぎょう
（一財）関西電気保安協会
www.ksdh.or.jp/
M
7500
宿泊業
しゅくはくぎょう
(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/
(社） 日本ホテル・レストランサービス技能協会
www.hrs.or.jp/
M
7610
食堂，レストラン
しょくどう，れすとらん
(社)日本フードサービス協会
www.jfnet.or.jp
M
7620
専門料理店
せんもんりょうりてん
(社)日本全職業調理士協会
www.japca.or.jp
全国中華料理生活衛生同業組合連合会 www.zenchuren.or.jp/
(一社)日本エスコフィエ協会
www.escoffier.or.jp
(一社)日本ラーメン協会
www.ramen-kyokai.jp/
M
7630
そば・うどん店
そば・うどんてん
日本麺類業団体連合会
www.nichimen.or.jp/
M
7640
すし店
すしてん
全国すし商生活衛生同業組合連合会
www.sushi-all-japan.or.jp
M
7670
喫茶店
きっさてん
全日本コーヒー商工組合連合会
www.ncraj.org/
M
7690
その他の飲食店
そのたのいんしょくてん
(社)日本フードサービス協会
www.jfnet.or.jp
（一社）日本フランチャイズチェーン協会
www.jfa-fc.or.jp/
M
7700～ 持ち帰り・配達飲食サービス業
もちかえり・はいたついんしょくさーびすぎょう
（一社）日本フランチャイズチェーン協会
www.jfa-fc.or.jp/
N
7810
洗濯業
せんたくぎょう
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会 www.zenkuren.or.jp/
(社)日本リネンサプライ協会
www.jlsa.or.jp/
N
7820
理容業
りようぎょう
全国理容生活衛生同業組合連合会
www.riyo.or.jp/zenri_ren/
N
7830
美容業
びようぎょう
日本ヘアデザイン協会
www.nhdk.or.jp/
N
7840
一般公衆浴場業
いっぱんこうしゅうよくじょうぎょう
全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会 http://1010.or.jp/zenyoku/
N
7850
その他の公衆浴場業
そのたのこうしゅうよくじょうぎょう
(公社)日本サウナ・スパ協会
www.sauna.or.jp/jigyou/
N
7890
その他の洗濯・理容・美容・浴場業
そのたのせんたく・りよう・びよう・よくじょうぎょう
（一社）日本エステティック業協会
http://esthesite.com/
(NPO)日本ネイルサロン協会
www.jns-a.jp/
N
7910
旅行業
りょこうぎょう
（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/
N
7920
家事サービス業
かじさ－びすぎょう
(公社)日本看護家政紹介事業協会
www.kanka.or.jp/
日本メイド協会
www.n-m-a.jp/i
N
7930
衣服裁縫修理業
いふくさいほうしゅうりぎょう
ファッションリフォーム協同組合
www.fashionreform.jp/
N
7950
火葬・墓地管理業
かそう・ぼちかんりぎょう
全日本墓園協会
www.zenbokyo.or.jp/
N
7960
冠婚葬祭業
かんこんそうさいぎょう
全日本葬祭業協同組合連合会
www.zensoren.or.jp/
(公社)日本ブライダル文化振興協会
www.bia.or.jp/
（社）全日本冠婚葬祭互助協会
www.zengokyo.or.jp/
N
7990
他に分類されない生活関連サービス業
たにぶんるいされないせいかつかんれんさーびすぎょう
(NPO)結婚相談業教育センター
www.kekkonsoudan.jp/
(社)日本観光通訳協会
www.jga21c.or.jp/
(公社)全国運転代行協会
www.untendaikoukyoukai.or.jp/
N
8010
映画館
えいがかん
（一社）映画演劇文化協会
www.eibunkyo.jp/
N
8020
興業場，興業団
こうぎょうじょう，こうぎょうだん
(公社)日本劇団協議会
www.gekidankyo.or.jp/
(公社)落語芸術協会
www.geikyo.com/
（社）落語協会
http://rakugo-kyokai.or.jp/
（社）日本演劇興行協会
www.enkokyo.or.jp/
N
8030
競輪・競馬等の競走場，競技団
けいりんけいばとうのきょうそうじょう，きょうぎだん
(財) ＪＫＡ
www.keirin-autorace.or.jp/
(一財)日本モーターボート競走会
http://mbkyosokai.jp/
N
8040
スポーツ施設提供業
すぽーつしせつていきょうぎょう
(独)日本スポーツ振興センター
http://naash.go.jp/
（一社）日本ゴルフ場事業協会
www.golf-ngk.or.jp/
(公社)日本ボウリング場協会
www.bowling.or.jp/
(公社)日本テニス事業協会
www.jtia-tennis.com/
N
8050
公園，遊園地
こうえん，ゆうえんち
(社)日本公園施設業協会
www.jpfa.or.jp/
N
8060
遊戯場
ゆうぎじょう
(社)日本ビリヤード協会
www.nba.or.jp/
(公社)日本将棋連盟
www.shogi.or.jp/
(公社)日本遊技関連事業協会
www.nichiyukyo.or.jp/
（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/
N
8090
その他の娯楽業
そのたのごらくぎょう
(社)日本マリーナ・ビーチ協会
www.jmba.or.jp/
（一社）日本カラオケボックス協会連合会 www.jkba.or.jp/
日本スクーバ協会
www.scuba.or.jp/
Ｏ
8100
学校教育
がっこうきょういく
日本私立小学校連合会
www.nichishishoren.com/
日本私立中学高等学校連合会
www.chukoren.jp/
日本私立大学団体連合会
www.shidai-rengoukai.jp
全国専修学校各種学校総連合会
www.zensenkaku.gr.jp/
Ｏ
8210
社会教育
しゃかいきょういく
日本図書館協会
www.jla.or.jp/
(財)日本博物館協会
www.j-muse.or.jp/
全国美術館会議
www.zenbi.jp/
（公社）日本動物園水族館協会
www.jaza.jp/
Ｏ
8230
学習塾
がくしゅうじゅく
(社)全国学習塾協会
www.jja.or.jp/
Ｏ
8241
音楽教授業
おんがくきょうじゅぎょう
(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/
全日本電子楽器教育研究会
www.emies.gr.jp/
Ｏ
8245
外国語会話教授業
がいこくごかいわきょうじゅぎょう
(一財)日本英会話協会
www.eikaiwakyoukai.com/
全国語学ビジネス観光教育協会
www.zgb.gr.jp/
Ｏ
8246
スポーツ・健康教授業
すぽーつ・けんこうきょうじゅぎょう
(公社)日本プロテニス協会
www.jpta.or.jp/
(社)日本プロゴルフ協会
www.pga.or.jp/
（一社）日本スイミングクラブ協会
www.sc-net.or.jp/
(財)日本健康スポーツ連盟
www.kenspo.or.jp/
Ｏ
8249
その他の教養・技能教授業
そのたのきょうよう・ぎのうきょうじゅぎょう
(社）日本カルチャー協会
www.087087.com/
Ｐ
8300～ 医療業
いりょうぎょう
(一社)日本病院会
www.hospital.or.jp/
(公社)日本精神科病院協会
www.nisseikyo.or.jp/
(公社)日本精神神経科診療所協会
www.japc.or.jp/
日本歯科医師会
www.jda.or.jp/
Ｐ
8350
療術業
りょうじゅつぎょう
(ＮＰＯ)全国鍼灸マッサージ協会
www.jamma.org/
(公社)日本柔道整復師会
www.shadan-nissei.or.jp/
(一社)日本治療協会
www.jha-shugi.jp/
Ｐ
8360
医療に付帯するサービス業
いりょうにふたいするさーびすぎょう
(一社）日本歯科技工所協会
www.jdla.gr.jp/
（公財）日本アイバンク協会
www.j-eyebank.or.jp/
(社)日本臓器移植ネットワーク
www.jotnw.or.jp/jotnw/
Ｐ
8400～ 保健衛生
ほけんえいせい
全国保健所長会
www.phcd.jp/
全国精神保健福祉センター長会
www.acplan.jp/mhwc/
Ｐ
8500～ 社会保険・社会福祉・介護事業
しゃかいほけん・しゃかいふくし・かいごじぎょう
健康保険組合連合会
www.kenporen.com/
(社福)日本保育協会
www.nippo.or.jp/
(ＮＰＯ)日本介護支援協会
www.kaigo-shien-kyokai.co.jp/
(公社)日本認知症グループホーム協会
http://ghkyo.or.jp/
Ｑ
8600～ 郵便局
ゆうびんきょく
日本郵便株式会社
www.post.japanpost.jp/
Ｑ
8700～ 協同組合
きょうどうくみあい
全国農業協同組合連合会
www.zennoh.or.jp/
全国漁業協同組合連合会
www.zengyoren.or.jp/
全国水産加工業協同組合連合会
www.zensui.jp/
全国森林組合連合会
www.zenmori.org/
Ｒ
8800～ 廃棄物処理業
はいきぶつしょりぎょう
全国産業廃棄物連合会
www.zensanpairen.or.jp/
(一社)廃棄物処理施設技術管理協会
http://homepage3.nifty.com/kyougikai/
Ｒ
8900～ 自動車整備業
じどうしゃせいびぎょう
日本自動車整備振興会連合会
www.jaspa.or.jp/
Ｒ
9030
表具業
ひょうぐぎょう
東京表具経師内装文化協会
www.tokyo-hyougu.jp/
Ｒ
9100～ 職業紹介・労働者派遣業
しょくぎょうしょういかい・ろうどうしゃはけんぎょう
(公社)全国民営職業紹介事業協会
www.minshokyo.or.jp/
(一社)日本人材派遣協会
www.jassa.jp/
Ｒ
9200～ その他の事業サービス業
そのたのじぎょうさーびすぎょう
(公社)全国ビルメンテナンス協会
www.j-bma.or.jp/
(社)全国警備業協会
www.ajssa.or.jp/
日本バンケット事業協同組合
http://j-banquet.com/
Ｒ
9310
経済団体
けいざいだんたい
(一社)日本経済団体連合会
www.keidanren.or.jp/
日本商工会議所
www.jcci.or.jp/
(公社)経済同友会
www.doyukai.or.jp/
全国中小企業団体中央会
http://chuokai.or.jp/
Ｒ
9320
労働団体
ろうどうだんたい
日本労働組合総連合会
www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合
www.zenroren.gr.jp/
全国労働組合連絡協議会
www.zenrokyo.org/
Ｒ
9330
学術・文化団体
がくじゅつ・ぶんかだんたい
日本学術会議
www.scj.go.jp/
日本藝術院
www.geijutuin.go.jp/
(一社)日本国際文化協会
www.jiculture.jp/

関係団体５

団体５のHPアドレス

(一社）日本フィットネス産業協会

www.fia.or.jp/

全日本私立幼稚園連合会
全国科学博物館協議会

www.youchien.com/
www.jcsm.kahaku.go.jp/

日本助産師会

www.midwife.or.jp/

全国商工会連合会

www.shokokai.or.jp/

