
●深谷商工会議所では、会員企業を広くご紹介するために、会員検索（紹介）サイトを
開設いたします。企業概要及び企業 PR 等を掲載いたしますので、多くの会員企業の
ご登録をお待ちしております。 

深谷商工会議所の会員企業をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お役に立ちます! 深谷商工会議所会員検索 

●申込方法：裏面の申込書に必要事項を記入の上、FAX また郵送、窓口へご持参くだ
さい。【店舗画像等 1 枚を送付（郵送・メール）またはご持参（窓口）ください。】 
※メールでのお申込みの場合は、深谷商工会議所ホームページから申込書をダウン
ロードし、必要事項を入力の上、店舗画像等（1 枚）を添付し、お申込ください。
E-MAIL:soumu@fukaya-cci.or.jp 

 

 

深谷商工会議所 〒366-0823 深谷市本住町 17-1 

TEL:048-571-2145 FAX:048-571-8222 

URL http://www.fukaya-cci.or.jp E-MAIL:soumu@fukaya-cci.or.jp 

登録費 

無料 



深谷商工会議所 行（FAX：571-8222） 

*印は必須です。必ずご記入ください。 

○業種区分表
小売業

各種商品小売業   1 百貨店・スーパー 2 コンビニエンスストアー 3 その他
食料品小売業   5 酒類 6 食肉 7 魚介 8 野菜・果実米穀類 9 調理品

10 菓子・パン 11 豆腐 12 仕出し・弁当 13 茶・海苔 14 その他
車両   15 自動車 16 バイク 17 自転車 18 その他
家具・家電   19 家電 20 家具・建具・畳 21 金物・荒物・陶磁器・ガラス 22 その他  
衣服・身の回り品   23 男性衣服 24 女性衣服 25 幼児子供服 26 アクセサリー 27 時計・眼鏡

28 呉服・寝具 29  靴・履物・カバン 30 その他  
その他の小売業 31 医薬・化粧品 32 燃料・ガソリンスタンド 33 新聞・書籍・文具 34 スポーツ用品・玩具・楽器 35 農耕用品・花・植木

36 たばこ 37 ペット用品 38 中古品 39 その他  
飲食店

40 そば・うどん、すし店   41 焼肉・お好み焼 42 中華・ラーメン   43 西洋料理 44 ファーストフード・ファミレス
45 カフェ 46 料亭・割烹・和食 47 居酒屋・小料理店 48 ショットバー・スナック・クラブ

その他の飲食店 49 食堂 50 その他
サービス業  　 

51 理容   52 美容   53 クリーニング   54 浴場   55 旅行・宿泊施設   
56 娯楽・遊技場   57 自動車整備業   58 各種修理業   59 郵便局

 物品賃貸業   60 レンタルショップ・レンタカー 61 その他  
62 デザイン・機械設計   63 法律・税務・労務等事務所   64 司法・行政書士事務所 65 獣医業   66 廃棄物処理業   
67 冠婚葬祭関係   

写真撮影   68 写真撮影・カメラ・材料
組合等 69 事業協同組合・商店街振興組合 70 協会 71 その他

 地域振興・観光   72 神社・仏閣 73 その他
その他のサービス業 74 歯科技工士 75 経営コンサルタント 76 広告代理店 77 警備・人材派遣 78 その他

医療・福祉  　 
医療   79 病院・診療所 80 歯科医院 81 療術
福祉・介護   82 老人福祉・介護 83 保育

教育・学習支援  　 
学校   84 幼稚園 85 小中高大学校 86 専修学校
教育・学習支援   87 学習塾 88 音楽・そろばん・パソコン 89 スポーツクラブ 90 その他

不動産業  　 
91 売買・仲介業  92 賃貸・管理業   93 その他   

建設業  　 
総合工事業   94 一般土木建築工事 95 土木工事 96 造園工事 97 舗装工事 98 木造建築工事

99 建築リフォーム工事 100 その他
職別工事業   101 大工工事 102 鉄骨・鉄筋工事 103 とび・土工・コンクリート工事 104 れんが・タイル・ブロック工事 105 左官工事

106 板金・金物工事 107 塗装工事 108 屋根工事 109 床・内装工事 110 その他
設備工事業   111 電気工事 112 通信・信号装置 113 管工事 114 その他  

 土木建築サービス業   115 測量・建築設計    116 建物サービス業   
運輸業  　 

117 鉄道業 118 倉庫業
道路旅客   119 一般乗合・乗用 120 貸切運送
道路貨物   121 一般貨物運送 122 軽自動車貨物運送
運輸に付帯するサービス  123 運送代理店・梱包 124 その他  

金融・保険  　 
金融   125 銀行 126 農協 127 信用金庫 128 信用組合 129 その他
投資・証券業   130 投資・証券 131 貸金・質屋 132 その他
保険業   133 生命保険 134 損害保険 135 代理店 136 その他  

卸売業  　 
各種商品卸売業   137 日用品 138 雑貨 139 その他
繊維・衣服等   140 繊維品 141 衣服・身の回り品 142 その他 
飲食料品 143 米穀類 144 野菜・果実 145 食肉 146  魚介 147 食料・飲料

148 その他  
 建設材料、鉱物・金属材料   149 化学製品 150 金属材料 151 建築材料 152 その他  

機械器具   153 自動車 154 電気 155 その他 
その他の卸売業 156 医薬・化粧品・美容品 157 花・植木・鉢 158 家具・建具・じゅう器 159 荒物金物 160 紙製品

161 その他 
製造業  　 

食料品・飲料   162 畜産・水産 163 野菜・果実 164 パン・菓子 165 清涼飲料・酒類 茶・コーヒー 166 製氷
167 その他

繊維・衣料   168 織物・製糸 169 衣服・シャツ・下着 170 その他
木製品・家具装備品・紙・紙加工品   171 木材・木製品 172 合板・建築材料 173 家具・建具 174 紙・加工紙 175 その他  

 印刷・同関連   176 印刷・製版・製本 177 その他
化学工業・プラスチック・ゴム・革製品   178 医薬品 179 プラスチック製品 180 タイヤ・ゴム製品 181 革製品 182 その他
窯業・土石製品   183 ガラス 184 セメント 185 瓦・土管 186 その他  
金属製品   187 鉄鋼 188 非鉄金属 189 金属製品 190 その他 
一般機械器具   191 産業・事務・民生用機械 192 金属加工機械 193 その他
電気機械器具   194 発電・配電用 195 民生用機器 196 電子応用装置 197 電気計測器 198 その他 

 輸送用機械器具   199 自動車・部品 200 鉄道・部品 201 その他
精密機械器具   202 計量・測定器・測量機器 203 医療用 204 眼鏡・レンズ・光学器械器具 205 その他
情報通信機器   206 通信機械器具・電子計算機  
電子部品・デバイス   207 集積回路・プリント回路・コネクタ 208 スイッチ・リレー
その他の製造業 209 その他の製造業

情報通信業  　 
通信業・放送業   210 通信業・放送業
情報サービス業   211 ソフトウェア・情報処理サービス
インターネット関連サービス業  212 インターネット関連サービス業
映像・文字情報制作業   213 配給・新聞・出版    

電気・ガス・熱供給業  　 
電気・ガス・熱供給業   214 電気・ガス・熱供給業    

農業・酪農・園芸
農業・酪農・園芸 215 作物 216 果樹・樹園 217 畜産農業 218 花卉・園芸サービス 219 その他  

 

申込日：   年  月  日 

フリガナ* 

企業名* 

 

 

代表者名*  
店舗等写真掲載 する（自社用意・撮影依頼） ・ しない 

〒番号* 

所在地* 

〒 

 

TEL*  FAX  

業務内容*  

資本金 円 設立または創業 年 従業員数 人 

営業時間  定休日  

URL  E-MAIL  

事業所 PR*  

 

業種区分*  

 

企業検索（紹介）登録申込書 

※上記、業種区分表より事業所の業種を選びご記入してください。 

代表者名は掲載いたしません。 


