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※下記の表より該当する業種を選び、申込書にコードを記載してください。

飲食店・レストラン

あ1 イタリアン あ6 各国料理 あ11 あ16 肉料理（その他） あ21 カフェ・喫茶店

あ2 フレンチ あ7 和食・郷土料理 あ12 ラーメン・つけ麺 あ17 居酒屋 あ22 弁当・デリバリー

あ3 洋食・西洋料理 あ8 鍋 あ13 焼肉・ホルモン あ18 バー・ダイニングバー あ23 ファーストフード

あ4 中華料理 あ9 すし あ14 鉄板焼き・ステーキ あ19 スイーツ あ24 その他飲食店

あ5 アジア・エスニック・カレー あ10 そば・うどん あ15 焼鳥・串焼き あ20 パン・サンドイッチ

グルメ・食料品店

い1 米 い5 乾物 い9 アイスクリーム

い2 鮮魚 い6 加工食品 い10 日本茶・紅茶

い3 食肉・精肉 い7 乳製品 い11 酒屋

い4 青果・野菜 い8 牛乳 い12 食料品全般

ショッピング

う1 スーパー う8 リサイクルショップ う15 古本屋 う22 自転車・サイクルショップ う29 住宅設備

う2 コンビニエンスストア う9 チケット店 う16 骨董・古美術品 う23 おもちゃ・玩具 う30 キッチン用品・食器

う3 百貨店・デパート う10 プレイガイド・チケット販売 う17 家電・パソコン う24 子供服・ベビー用品 う31 荒物・日用品

う4 う11 買取専門店 う18 携帯電話・PHS う25 文房具 う32 花・植木店

う5 ホームセンター う12 ＣＤ・ＤＶＤ・レコード販売 う19 時計 う26 事務所・店舗用装備品 う33 仏壇・仏具

う6 薬・ドラッグストア う13 中古ＣＤ・ＤＶＤ・レコード販売う20 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器う27 生活雑貨・インテリア用品 う34 その他ショッピング

う7 ディスカウントショップ う14 書店・本屋 う21 化粧品・メイク用品 う28 家具

ファッション

え1 かばん・バッグ え3 靴販売 え5 紳士服・雑貨 え7 着物・呉服

え2 アクセサリー・ジュエリー え4 衣料品 え6 婦人服・雑貨 え8 貸衣しょう

スポーツ用品店

お1 サーフショップ・スクール お3 スキー用品店 お5 釣具店 お7 ゴルフ用品店 お9 武道用品店

お2 ダイビングショップ・スクール お4 登山用品店 お6 スポーツ・アウトドア用品店 お8 テニス用品店 お10 その他スポーツ用品店

スポーツ施設・教室

か1 体育館・スポーツセンター か8 フットサル・サッカーコート か15 ボルダリング・クライミング か22 ゴルフ練習場・スクール か29 ヨットハーバー・マリーナ

か2 競技場 か9 フットサル・サッカースクール か16 ボクシングジム か23 スキー場 か30 その他スポーツ施設

か3 野球場 か10 ヨガスタジオ・教室 か17 健康教室 か24 スケート場 か31 その他スポーツ教室・道場

か4 卓球場・教室 か11 ダンススタジオ・スクール か18 体育・体操教室 か25 キャンプ場 か32 スポーツサービス

か5 テニスコート・スクール か12 バレエスタジオ・教室 か19 空手道場・教室 か26 ボウリング場

か6 プール か13 か20 乗馬クラブ・教室 か27 バッティングセンター

か7 スイミングスクール か14 加圧トレーニング・スタジオ か21 ゴルフ場 か28 つり堀

教育・習い事

き1 学習塾・進学塾 き8 幼児教室 き15 料理教室 き22 タレントスクール き29 ビジネススクール・就活スクール

き2 予備校 き9 そろばん・珠算教室 き16 お菓子教室 き23 絵画・アート教室 き30 その他各種教室

き3 家庭教師 き10 書道教室 き17 パン教室 き24 手芸・クラフト教室 き31 通信教育

き4 き11 華道・茶道教室 き18 音楽教室 き25 フラワー教室 き32 研修センター

き5 パソコン教室 き12 舞踊教室 き19 ピアノ教室 き26 工芸教室

き6 外国語会話・外国語教室 き13 着付け教室 き20 ボイス・ボーカル教室 き27 陶芸教室

き7 英会話・英語教室 き14 和裁・洋裁教室 き21 ギター教室 き28 カルチャースクール

保育・学校

く1 託児所・ベビーシッター く7 中学校 く13 高等専門学校 く19 専修学校・専門学校 く25 同窓会・OB会

く2 幼稚園・保育園 く8 高等学校 く14 高等専修学校 く20 通信制大学 く26 研究機関

く3 学童保育所 く9 定時制高等学校 く15 短期大学 く21 その他大学・専門学校

く4 その他保育園・幼稚園・育児 く10 通信制高等学校 く16 大学 く22 養護学校

く5 インターナショナルスクール く11 高等学校所属部活動 く17 大学院 く23 盲学校

く6 小学校 く12 その他小学校・中学校・高校 く18 大学所属サークル・部活動 く24 ろう学校

グルメ・食料品店 生活関連サービス 公共機関・施設 製造業
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飲食店・レストラン 専門サービス スポーツチーム・団体 ゲーム

ショッピング・小売店 ペット 福祉・介護 商業

ファッション 冠婚葬祭 電気・ガス・エネルギー 水産・農林

スポーツ用品店 宿泊施設 通信・情報・メディア 鉱業

スポーツ施設・教室 旅行・エンタメ・レジャー テレビ番組 建設・土木

教育・習い事 自動車・バイク ラジオ番組 印刷・出版

保育・学校 交通機関・サービス  ウェブサービス 運送・倉庫

え
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美容

け1 理容店 け4 まつげエクステ・パーマサロン け7 エステティックサロン け10 日焼けサロン

け2 美容院・ヘアサロン け5 リラクゼーションマッサージ け8 痩身サロン け11 小顔矯正サロン

け3 ネイルサロン・スクール け6 アロマテラピーサロン・スクールけ9 脱毛サロン け12 美容サロン

医療機関・診療所

こ1 内科 こ9 耳鼻咽喉科 こ17 呼吸器科 こ25 放射線科 こ33 その他病院・診療所

こ2 外科 こ10 アレルギー科 こ18 循環器科 こ26 麻酔科 こ34 あんまマッサージ・針灸・整体

こ3 小児科 こ11 皮膚科 こ19 肛門科 こ27 リウマチ科 こ35 その他各種療法

こ4 産婦人科 こ12 美容クリニック・美容外科 こ20 心臓血管外科 こ28 性病科 こ36 処方箋薬局

こ5 助産師・助産院 こ13 整形外科 こ21 脳神経外科 こ29 リハビリテーション科 こ37 歯科技工所

こ6 眼科 こ14 形成外科 こ22 心療内科 こ30 総合病院 こ38 医療附帯サービス

こ7 歯科 こ15 消化器科・胃腸科 こ23 神経内科 こ31 医院・診療所 こ39 その他医療関係施設・サービス

こ8 審美歯科・ホワイトニング こ16 泌尿器科 こ24 精神神経科 こ32 人間ドック・健康診断

専門サービス

さ1 法律事務所・弁護士事務所 さ5 税理士事務所 さ9 不動産鑑定業 さ13 警備 さ17 職業紹介

さ2 特許事務所 さ6 さ10 行政書士事務所 さ14 翻訳 さ18 労働者・人材派遣

さ3 公証人役場・司法書士事務所 さ7 デザイン事務所 さ11 土地家屋調査士 さ15 通訳・通訳案内 さ19 その他専門サービス業

さ4 公認会計士事務所 さ8 経営コンサルタント さ12 興信所・探偵事務所 さ16 スポーツ・エンタメ興行

生活関連サービス

し1 不動産 し8 家事代行サービス・便利屋 し15 芸術品修理業 し22 一般印刷 し29 レンタルサービス

し2 住宅設備工事・リフォーム し9 引越しサービス し16 その他各種修理・修繕 し23 撮影サービス し30 レンタサイクル

し3 住宅展示場・モデルルーム し10 荷物宅配サービス し17 各種代行サービス し24 音楽スタジオ し31 新聞販売店

し4 ハウスクリーニング・害虫駆除 し11 郵便局 し18 各種出張サービス し25 レンタルスペース し32 その他生活関連サービス

し5 鍵交換・修理 し12 パソコン修理・サポート し19 悩み相談・カウンセリング し26

し6 水漏れ・水道修理 し13 スマートフォン修理 し20 クリーニング し27 自習室

し7 不用品回収 し14 靴・かばん修理 し21 写真店・フォトスタジオ し28 レンタルビデオ・CD・貸本

ペット

す1 動物病院 す3 ペット用品店 す5 ペットホテル す7 ドッグラン す9 その他ペットサービス

す2 ペットショップ す4 ペットサロン す6 しつけ・トレーニング す8 ペット葬儀・墓地

冠婚葬祭

せ1 結婚式場 せ3 結婚相談所 せ5 葬儀場 せ7 墓地

せ2 ブライダルサービス せ4 葬祭業 せ6 墓石 せ8 その他冠婚葬祭

宿泊施設

そ1 ホテル そ3 民宿・ペンション そ5 ユースホステル そ7 ベットハウス

そ2 旅館 そ4 その他旅館・ホテル そ6 カプセルホテル そ8 その他宿泊施設

旅行・エンタメ・レジャー

た1 映画館 た7 ゲームセンター た13 コンサート・音楽イベント た19 プラネタリウム た25 ヘルスセンター・健康ランド

た2 劇場・寄席 た8 ビリヤード た14 展示会・博覧会 た20 動物園 た26 歴史的建造物・観光名所

た3 ライブハウス た9 囲碁・将棋所 た15 その他イベント た21 植物園 た27 その他レジャー施設

た4 ディスコ た10 た16 テーマパーク・遊園地 た22 水族館 た28 観光協会・旅行ガイド

た5 ダンスホール た11 インターネットカフェ た17 公園 た23 ドライブイン・道の駅 た29 旅行代理店

た6 カラオケ た12 その他娯楽・エンタメ た18 天文台 た24 銭湯・公衆浴場・温泉浴場 た30 その他旅行・レジャー

自動車・バイク

ち1 自動車販売 ち5 自動車解体・廃車 ち9 レンタカー ち13 レッカー・けん引 ち17 その他自動車・バイク

ち2 中古車販売・買取 ち6 バイク販売・修理 ち10 レンタルバイク ち14 駐車場

ち3 自動車部品・カー用品販売 ち7 中古バイク販売・買取 ち11 ガソリンスタンド ち15 道路情報サービス

ち4 自動車整備・車検・修理 ち8 バイク部品・用品販売 ち12 ロードサービス ち16 自動車教習所

交通機関・サービス

つ1 鉄道 つ4 路線バス つ7 介護タクシー つ10 航空会社

つ2 ケーブルカー つ5 観光・貸切バス つ8 運転代行 つ11 その他交通機関・サービス

つ3 ロープウェー つ6 ハイヤー・タクシー つ9 空港・飛行場

銀行・保険・金融

て1 銀行 て3 信用金庫 て5 証券会社 て7 クレジットカード て9 その他銀行・保険・金融

て2 労働金庫 て4 信用組合 て6 保険 て8 質屋

団体

と1 経済団体 と3 商店組合 と5 森林組合 と7 政党 と9 その他ローカルビジネス

と2 商工会・商工会議所 と4 漁業協同組合 と6 農業協同組合 と8 その他団体

スポーツチーム・団体

な1 野球 な7 女子サッカー な13 プロレス な19 バスケbjリーグ な25 スポーツイベント

な2 プロ野球 な8 少年サッカー な14 アイスホッケー な20 ミニバスケットボール な26 スポーツリーグ

な3 草野球 な9 フットサル な15 アジアリーグアイスホッケー な21 バレーボール な27 その他スポーツチーム・団体

な4 少年野球 な10 フットサルFリーグ な16 アメリカンフットボール な22 ビーチバレー

な5 サッカー な11 ラグビー な17 ソフトボール な23 ハンドボール

な6 サッカーＪリーグ な12 ラグビートップリーグ な18 バスケットボール な24 ホッケー
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公共機関・施設

に1 図書館 に5 社会教育施設 に9 警察 に13 都道府県機関 に17 自治体公式キャラクター

に2 博物館・美術館・科学館 に6 保健所 に10 消防 に14 国家機関 に18 その他公共機関・施設

に3 会館・ホール に7 職業安定所 に11 裁判所 に15 その他官公庁

に4 公民館・集会所 に8 年金事務所 に12 市町村機関 に16 外国公館・国連

福祉・介護

ぬ1 児童福祉施設・サービス ぬ2 介護施設・サービス ぬ3 その他福祉施設・サービス

電気・ガス・エネルギー

ね1 電気 ね2 ガス ね3 燃料店 ね4 その他電気・ガス、エネルギー

通信・情報・メディア

の1 放送局 の6 ラジオ放送局 の11 新聞 全国紙 の16 新聞 経済 の21 映像制作

の2 地上波放送局 の7 AMラジオ局 の12 新聞 ブロック紙 の17 新聞 専門紙 の22 音楽製作

の3 BS放送局 の8 FMラジオ局 の13 新聞 地方紙 の18 通信業 の23 映画配給会社

の4 CS放送局 の9 短波ラジオ局 の14 新聞 スポーツ の19 情報サービス の24 その他通信・情報・メディア

の5 ケーブルテレビ局 の10 新聞社 の15 新聞 タブロイド の20 広告制作・代理店

テレビ番組

は1 テレビ（バラエティ） は4 テレビ（ニュース報道） は7 テレビ（音楽番組） は10 テレビ（キッズ） は13 テレビ（イベント）

は2 テレビ（ドラマ） は5 テレビ（スポーツ） は8 テレビ（ドキュメンタリー） は11 テレビ（旅） は14 テレビ（アニメ）

は3 テレビ（情報番組） は6 テレビ（ワイドショー） は9 テレビ（教育） は12 テレビ（料理） は15 その他テレビ番組

ラジオ番組

ひ1 ラジオ（バラエティ） ひ4 ラジオ（ニュース報道） ひ7 ラジオ（音楽番組） ひ10 ラジオ（キッズ） ひ13 ラジオ（イベント）

ひ2 ラジオ（ドラマ） ひ5 ラジオ（スポーツ） ひ8 ラジオ（ドキュメンタリー） ひ11 ラジオ（旅） ひ14 ラジオ（AM）

ひ3 ラジオ（情報番組） ひ6 ラジオ（ワイドショー） ひ9 ラジオ（教育） ひ12 ラジオ（料理） ひ15 ラジオ（FM）

ウェブサービス

ふ1 ウェブサービス(ショッピング) ふ6 ウェブサービス(ヘルスケア・フィットネス)ふ11 ウェブサービス(ナビゲーション)ふ16 ウェブサービス(ユーティリティ)ふ21 ウェブサービス(その他)

ふ2 ウェブサービス(ビジネス) ふ7 ウェブサービス(ライフスタイル)ふ12 ウェブサービス(辞書・辞典・その他)ふ17 ウェブサービス(ビューティ) ふ22 その他ウェブサイト

ふ3 ウェブサービス(教育) ふ8 ウェブサービス(旅行) ふ13 ウェブサービス(メディカル) ふ18 ウェブサービス(音楽)

ふ4 ウェブサービス(ニュース) ふ9 ウェブサービス(スポーツ) ふ14 ウェブサービス(天気) ふ19 ウェブサービス(ブック)

ふ5 ウェブサービス(エンターテインメント)ふ10 ウェブサービス(グルメ・フード)ふ15 ウェブサービス(ファイナンス) ふ20 ウェブサービス(写真・動画)

雑誌・本

へ1 雑誌（ファッション） へ2 雑誌（趣味・スポーツ） へ3 雑誌（一般向け） へ4 その他雑誌

映画

ほ1 邦画 ほ2 洋画

ゲーム

ま1 ゲーム（アクション） ま4 ゲーム（アーケード） ま7 ゲーム（ミュージック） ま10 ゲーム（ロールプレイング） ま13 ゲーム（ストラテジ−）

ま2 ゲーム（アドベンチャー） ま5 ゲーム（ボード・カード） ま8 ゲーム（パズル） ま11 ゲーム（シミュレーション）

ま3 ゲーム（カジュアル） ま6 ゲーム（ファミリー） ま9 ゲーム（レーシング） ま12 ゲーム（スポーツ）

製造業

み1 食品 み9 寝具 み17 金属製品 み25 皮革・合成皮革製品 み33 健康機器・理美容用品

み2 飲料 み10 パルプ・紙 み18 機械製品 み26 スポーツ用品 み34 ベビー・子ども用品

み3 繊維工業 み11 化学・薬品 み19 電気機器 み27 ゲーム・おもちゃ み35 キッチン・料理用器具

み4 衣服全般 み12 石油・石炭製品 み20 輸送用機器・自動車 み28 事務用品・OA機器 み36 その他製品

み5 紳士服 み13 ゴム製品 み21 精密機器 み29 レコード・ＣＤ制作

み6 婦人・子供・ベビー服 み14 窯業・ガラス み22 木製品 み30 楽器

み7 靴 み15 鉄鋼 み23 日用品・雑貨 み31 PC・コンピュータ・周辺機器

み8 服飾品 み16 非鉄金属 み24 医薬品・化粧品 み32 ソフトウェア

商業

む1 商社 む4 青果・魚・市場 む7 事業サービス業 む10 機械修理 む13 一般廃棄物処理業

む2 医薬品 む5 む8 む11 その他修理業 む14 その他商業

む3 再生資源 む6 熱供給業 む9 計量証明 む12 産業廃棄物処理業

水産・農林

め1 漁業 め2 水産養殖業 め3 農業 め4 林業

鉱業

も1 鉱業

建設・土木

や1 建築工事 や2 設備工事

印刷・出版

ゆ1 出版社 ゆ2 製本・印刷物加工 ゆ3 製版 ゆ4 印刷

運送・倉庫

よ1 海運 よ2 空輸 よ3 倉庫 よ4 陸運

み

に

ぬ

ね

の

は

ひ

ふ

へ

ほ

ま

ゆ

よ

む

産業用機械器具レンタル・リース 速記・ワープロ入力・パソコン入力

め

も

や


