
千葉県倫理法人会 広報委員会

（注）ここで指定した単語は検索対象のインデックスとして利用されます

1 .※マークの項目は記入必須事項です。

2 .1・2の選択は該当する番号を記入してください。

3 .「業種コード」は別紙“業種一覧表”より該当する業種コードを最低1つは指定してください(3つまで指定が可能です)。

4 .「キーワード」は事業内容を的確に表す単語を指定してください。照会時に検索語句とここで指定した単語が一致した場合にその会員のデータを表示します。

5 .「キーワード」は4つまで指定が可能です。

6 .「倫理資格1」は“法人レクチャラー”等を、「倫理資格2」は“倫理経営インストラクター”等を記入してください。

会員照会システム登録申請書(入力例)

※ 会　　員　　名
(姓)

倫理
(名)

太郎

※ 所 属 単 会 名

※ 会員名（カナ)
(セイ)

リンリ
(メイ)

※ 社　名（カ　ナ) リンリショウジ

※ 性　　　　　別 1  (１．男性　２．女性)

船橋市倫理法人会 単　会　役　職 幹事

タロウ

※ 社　　　　　名 株式会社　倫理商事

県　　役　　職

地　区　役　職

倫　理　資　格 １

倫　理　経　歴

平成15年4月　千葉市倫理法人会入会
平成18年9月　専任幹事
平成20年9月　会長就任
平成23年9月　相談役（現在に至る）

体　験・そ　の　他 倫理のおかげで倒産を免れた。

キ ー ワ ー ド 新車・中古車販売 各種保険 自動車整備 建物売買

※ 業 種 コ ー ド
※

住　　　　　所 船橋市本郷町460-1-102

住 所 の 公 開 2  (１．ホームページ上での公開を希望する　２．ホームページ上での公開を希望しない)

144 161 170

郵　便　番　号 273 － 0033

携帯電話の公開 2  (１．ホームページ上での公開を希望する　２．ホームページ上での公開を希望しない)

Eメールアドレス

2145

電話番号の公開 2  (１．ホームページ上での公開を希望する　２．ホームページ上での公開を希望しない)

F A X 番 号 047 － 336 － 9286

電　話　番　号 047 － 334 －

FAX番号の公開 2  (１．ホームページ上での公開を希望する　２．ホームページ上での公開を希望しない)

携　帯　電　話 090 － 1234 － 5678

倫　理　資　格 ２ 倫理経営インストラクター

https://www.rinri-chiba.org

事　業　内　容 自動車販売と修理、各種保険代理店業務

info@rinri-chiba.org

なお、ご回答いただきました情報は千葉県倫理法人会　会員照会システム及び広報委員会の資料以外には利用いたしません。
ご不明なところ等ございましたら広報委員会又は事務局までお問い合わせください。

携 帯 メ ー ル

携帯メールの公開  (１．ホームページ上での公開を希望する　２．ホームページ上での公開を希望しない)

ホームページアドレス

経　営　理　念 お客様に笑顔と安心を届ける

社　是・社　訓 顧客第一

HPアドレスの公開 1  (１．ホームページ上での公開を希望する　２．ホームページ上での公開を希望しない)

県レクチャラー

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽの公開 1  (１．ホームページ上での公開を希望する　２．ホームページ上での公開を希望しない)

(Ver2022.09.25)



業種コード 業種名 主な産業名

010 農林水産業
農耕業,畜産農業,各種農業,穀作農業,果樹・樹林農業,養蚕農業,園芸農業,温室栽培農業,
フレーム栽培農業,ライスセンター,水産養殖業,一般海面業,製薪業,木炭製造業,素材生産業,
獣医業

020 鉱業
硫化鉄,クロム,軽金属鉱業,ウラン鉱業,鉛・亜鉛,天然ガス,アンチモン,水銀,砂鉄,マンガン,
タングステン,モリブデン,原油鉱業,採石業,花こう石,金・銀鉱業,貴金属鉱業,銅鉱,
砂・じゃり,その他の鉱業

030 総合建築業(土木含む) 一般土木建築工事,舗装工事,しゅんせつ工事,木造建築工事

031 職別工事業(設備工事業除く)
コンクリート,鉄骨,解体工事業,左官石工大工,とび,タイル工事,板金,金物工事,ガラス工事,
塗装工事,防水工事,内装工事,鉄骨足場組立,その他職別工事

040 空調・電気・水道・ガス工事

空調工事,電気工事,電気通信装置工事,給排水工事,衛生設備工事,井戸ポンプ工事,さく井工事,
昇降設備工事,機械器具設置工事,熱絶縁工事,上水道工事,工業用水道,下水道工事,発電所,
変電所,ガス工事,ガス供給所,その他ガス事業所,熱供給,冷暖房設備工事,水道供給,
その他設備工事

050 食品・飲料製造
畜産食料製造,水産食料品製造,調味料製造,精殻製粉製造,パン菓子製造,飲料製造,飼料製造,
有機質肥料製造,動植物油脂製造,保存食料品製造,その他食料品製造

060 繊維・紡維衣料製造
製糸製造,紡績製造,織物製造,メリヤス製造,靴下製造,染色整理,漁網製造,繊維雑品製造,
毛皮製造,衣服・下着類製造,寝具製造,和装製品製造,足袋製造,帽子製造,その他繊維製造

070 製紙関連製造
パルプ製造,洋紙製造,加工紙製造,塗装紙製造,段ボール製造,紙製品製造,セロファン製造,
紙製衛生材料製造,カレンダー製造

071 木材・木製品・家具・装備品
一般製材製造,屋根板製造,木製履物製造,おけ・たる製造,木材チップ製造,
家具・掃除道具製造,マットレス・組製造,宗教用具製造,事務用品製造,すだれ製造,
スプリング製造,調理器具製造

080 化学・化粧品・医薬品製造

化学肥料製造,複合肥料製造,電炉工業製造,ガス関連製造,発酵工業製造,石油化学製品製造,
合成ゴム製造,化学織維製造,合成織推製造,油脂・洗剤製造,塗料製造,ろうそく製造,
医療薬品製造,農薬・香料製造,火薬類製造,石油精製造,潤滑油製造,舗装材料製造,
化粧品製造,その他化学製品製造

090 金属・鉄鋼製造
製鉄製造,ブリキ製造,めっき製造,銑鉄鋳物製造,鉄粉製造,配管工事部品製造,
ガス機器・石油機器製造,工匠具製造,冷暖房装置付属品製造,食器・刃物製品製造,
建設用金属製品製造,ボルト・ねじ製造,金物類製品製造,その他金属・鉄鋼製造

091 機械・工具・農機具製造
ボイラ製造,蒸気機関・タービン製造,農業用・建設機械製造,機械工具製造,
産業用ロボット製造,その他機械製造

092 電気機械器具製造
発電機・配線器具製造,照明器具製造,電池製造,情報通信機器・音響機器製造,計測機器製造,
Ⅹ線装置製造,半導体・集積回路製造,携帯電話製造,その他電気機械器具製造

093 精密機械器具製造
はかり・温度計・計量製造,測定機器製造,医療用機械器具製造,光学機械・レンズ製造,
めがね製造,機器時計・部品製造,写真機製造,その他精密機械器具製造

094 輸送用機械器具製造 自動車・自動二輪車製造,自転車製造,鉄道車両製造,航空機製造,船舶製造,その他輸送用製造

100 陶器・その他非金属製造

ゴム製品製造,タイヤ・チューブ製造,靴製造,ガラス・同製品製造,セメント製造,
コンクリート製造,粘土・れんが製造,理化学用陶磁器製造,陶磁器製造,絵付け業,
耐火物製造,研磨剤製造,七宝・宝石加工,骨材石工品製造,亜鉛・鉛製造,アルミニウム製造,
ニッケル製造,チタン精製造,電線ケーブル製造,銅・ウラン製造

110 その他の製造

革製品製造,靴・かばん・ベルト製造,馬具製品製造,銃製造,砲製造,弾薬・装てん組立製造,
特殊装甲車両製造,宝石加工・貴金属製造,楽器・レコード製造,娯楽用具・玩具製造,
筆記用具製造,装身具・装飾品製造,プラスチック製品製造,漆器製造,
わら・コルク・魔法瓶製造,かさ・模型・畳製造,マッチ・煙火製造,たばこ製造,かつら製造

120 建築材料卸 木材・竹材卸,板ガラス卸,その他建築材料卸

121 食品飲料卸
野菜・果実・食肉・魚卸,雑穀・豆類卸,清涼飲料・茶類卸,冷凍水産物卸,缶詰卸,
農畜産物・水産物卸,野菜つけ物卸,精米・精麦卸,パン・菓子卸,乳製品卸,
酒類・乾物・菓子卸,アルコール卸,食用油卸,調味料卸

122 繊維品卸
繊維原料卸,生糸・繭卸,糸・織物・生地卸,洋服卸,下着類卸,寝具卸,靴・かばん・ベルト卸,
その他身の回り品卸

123 化学・化粧品・医薬品卸 塗料・染料卸,油脂卸,火薬類卸

124 機械器具卸 一般機器器具卸,電気機器器具卸,精密機器器具卸

125 その他卸(代理業含む)

各種商品卸,米麦卸,事務用品卸,医療用品卸,化粧品卸,石炭・石油卸,鉄鋼・金属鉱物卸,
非金属鉱物卸,家具・建具卸,荒物・陶磁器・ガラス器缶畳卸,室内装飾繊維品卸,
空き缶・瓶等から容器卸,再生資源,鉄スクラップ卸,非鉄金属スクラップ卸,故紙卸,紙製品卸,
金物・薪炭卸,肥料・飼料卸,スポーツ・娯楽・玩具卸,
花・植木卸,たばこ卸

140 食品・飲料小売
調味料小売,食肉小売,鮮魚小売,乾物小売,野菜小売,菓子屋小売,米屋小売,酒屋小売,
その他飲食小売

141 飲食店・レストラン 食堂・レストラン,料亭,バー・酒場,ビヤホール,喫茶店,その他の飲食店

142 スーパー・コンビニ・デパート スーパー,コンビニエンスストア,デパート

143 繊維・衣服等小売 呉服・服地・洋服小売,靴・履物小売,寝具小売,かばん・洋品雑貨小売,その他織維製品小売

144 車両販売 自動車小売,自動二輪小売,自転車小売,中古車販売

145 家電・家具等小売
家具・建具・畳小売,金物・荒物・陶磁器小売,ガラス器小売,一般電化製品小売,
ガス器具小売,携帯電話小売

146 石油・ガス等販売 ガソリンスタンド,燃料小売

147 その他小売業
医薬品・化粧品小売,農耕用品小売,苗・種子小売,肥料・飼料小売,書籍・文房具の小売,
骨董品小売,楽器・カメラ小売,たばこ・喫煙具小売,めがね・時計・宝石小売,花・植木小売,
光学機械小売,ゲーム小売,墓石小売,その他小売,リサイクルショップ

160 金融業・投資会社・質屋
銀行,金融組合,金融公庫,郵便為替,貯金業務,公営企業金融機関,証券金融会社,手形交換所,
両替業,預金保険機構,質屋,クレジットカード業,信用保証協会,貸金業

161 証券・保険(代理業・保険サービス業含む)
証券会社,商品取引,証券取引所,商品取引所,生命保険,簡易保険,相互会社・保険組合,
火災海上保険,郵便年金取扱機関,損害保険再保険,共済事業,保険媒介代理,損害査定,
保険料率算出団体,共済事業媒介代理

業種一覧表
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業種コード 業種名 主な産業名

業種一覧表

170 不動産業(管理含む) 貸事務所,土地賃貸,建売・土地売買,貸家,不動産代理業・仲介,不動産管理

171 倉庫業 普通倉庫,冷蔵倉庫,水面木材公庫

180 運送業
貨物自動車運送,無償貨物自動車運送,通運海洋運輸,外国航路運輸,沿海旅客運輸,河川水運,
小沼水運,船舶賃渡,航空運送,航空機使用,鉄道軌道,無軌条電車,索道,鋼索鉄道

181 旅行・鉄道・その他輸送サービス業
タクシー・バス,旅行会社,旅客軽車両運送,貨物運送取扱,運送代理店,梱包,宅配便,船舶仲立,
運転代行業,観光バス,その他の輸送サービス

190 通信・ラジオ・TV・電話 郵便,電話,民法放送,公共放送,CATV,ラジオ,通信に附帯するサービス,有線放送

200 印刷・新聞・出版製造業 新聞・製版,出版・印刷,写植製版,銅板・木版彫刻,製本,印刷物加工,印刷業に伴うサービス

210 ホテル等宿泊施設 旅館・ホテル,簡易宿所,下宿業,会社団体の宿泊所,国民宿舎,ペンション

211 理容・美容・クリーニング 美容院・理容院,洗張・染物業,洗濯・クリーニング,浴場,エステティックサロン

212 情報サービス・調査・広告業
映像・音声・文字情報製作,情報提供サービス,情報処理サービス,ソフトウェア,興信所,
広告看板製作

213 清掃・衛生・廃棄物処理業
保健所,健康相談施設,検疫所,一般廃棄物処理し尿処理,ゴミ収集,産業廃棄物処理業者,検査業,
消毒業,害虫駆除

214 医療関連業(介護・福祉含む)
病院,診療所,歯科技工所,柔道整復師の施術所,看護,社会保険事業団体,老人福祉事業,福祉施設,
更生保護事業,身体障害者福祉事業,精神薄弱者福祉事業,針・マッサージ

215 冠婚葬祭業 葬祭,火葬,墓地管理,結婚式場,ブライダルサロン

216 リース・レンタル業 建築機材,身の回り品レンタル,ビデオ・CDレンタル,レンタカー,仮設リース

217 車両整備・駐車場 自動車整備・車両塗装,自動車タイヤ修理,駐車場

218 その他のサービス業

家事サービス業全般,写真・DPEサービス,衣服裁縫修理,コインロッカー,映画館,映画サービス,
映画配給業,興行場,興行団,運動競技場,体育館・ホール,ゴルフ場,ボウリング場,カラオケ,
遊園地,劇団,競輪場,競馬場,ダンスホール,麻雀・将棋・碁会所,パチンコ,その他の遊戯場,
修理業,コピーサービス,速記,商品検査,建物サービス,民営職業紹介,警備業,
インターネットサービス

230 法律関連業・会計関連業・経営関連業
法律事務所,特許事務所,公証人役場,司法書士,税理士,著述家,個人教授所,
土木建築サービス,デザイン業,設計事務所,行政書士,イベント,経営コンサルタント,
会計関連,その他コンサルティング

240 行政機関・学術研究機関
理学研究所,工学研究所,農学研究所,医学・薬学研究所,人文科学研究所,国家事務,地方事務,
議員事務所,その他の行政機関

250 会員制組織・団体・組合 宗教,神社,教派事務所,寺院,教会,修道院,教団事務所,組合・団体,その他の各種団体

260 保育・幼稚園・学校・学習塾経営

公民館,図書館,博物館,美術館,動物園,植物園,水族館,青少年教育施設,社会通信教育,
職員訓練施設,職業訓練施設,その他の教育施設,幼稚園・保育園・学童保育,
小・中・高等学校,短大・大学,専門学校,その他高等教育機関,各種学校,自動車教習所,
カルチャースクール

999 その他 その他の産業

2010.06.10現在
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