
 

 

 

 

 

 

 当商工会議所では、インターネットホームページを開設し、活用される情報や再度アク

セスしてもらえる内容をコンセプトに情報を更新しています。 

 また、日本商工会議所では、全国の商工会議所をインターネットで結び会員同士の情報

を共有することにより、国内最大のネットワークの構築を推進しています。そこで当所で

も、企業単独でホームページを開設することがむずかしい会員企業から、当所のホームペ

ージを有効的に利用していただくため、下記のとおり「企業情報・就職情報ページ」作成

サービスを行っています。 

 企業における情報化の推進が急速に進むなか、新しいビジネスチャンスの構築にむけて、

是非ご利用ください。 

 

１．内 容  

 各作成サービスは、イージーオーダー方式  

（定型フォーム）を採用することにより、安 

い費用でホームページを作成できます。 

 掲載内容は、各情報とも「Ａ４版２ページ」 

以内で作成（別添資料参照）し、それぞれの 

企業が１ページずつの独立したホームページ 

となります。 

 また、必要としない掲載項目はカットできます。（新しい項目は、追加できません）  

 

２．費 用  

 各情報とも作成費として５，０００円(税別)です。 

  （ただし、掲載内容の文章及び掲載写真等は企 

 業より用意していただきます） 

  また、掲載内容に変更があった場合は、変更量 

 に応じて制作費をいただきます。 

  なお、当分の間は掲載料や運用費等の費用は 

 一切かかりません。 

 

 

３．申込方法 

 別紙オーダー用紙に掲載内容を記載し写真等とあわせて、当商工会議所（担当： 大瀧、

高畑 TEL５２－１７４０・FAX５２－４１００）へお申し込みください。 

 

 



企業情報記載要項 

・ 各内容については、太線内を楷書ではっきりとお書きください。 

・ 記載にあたっては、サンプルを参考にご記入ください。 

・ 掲載不要箇所については、その項目を横線  で消してください。 

・ 各内容についての注意点は、下記のとおりです 

 

【会社名ロゴ欄】 既存の会社名のロゴが印刷物などにあるようであれば、それを利用す

ることができます。「無」の場合は、サンプルのような文字になります。 

【Ｅ－ｍａｉｌ】 貴事業所にＥ－ｍａｉｌのアドレスがある場合は、ご記入ください。 

   （大文字、小文字の区別が解るように記入してください） 

【設立年月日】  各数字は年号を表し、その内容は次のとおりです。 

   １＝平成・２＝昭和・３＝大正・４＝明治 

５＝それ以前の場合（ ）に年号を記入 

【資本金】  万円単位でご記入ください。（個人事業所は、不要） 

【業種コード】  別紙コード表であてはまるコードを記入し、横の欄に具体的業種をお

書きください。 

【従業員数】  平成１０年４月１日現在でご記入ください。 

【事業内容】  ５１文字以内でご記入ください。 

【支店等】  支店がある場合は、その所在地のみご記入ください。 

【会社の特色】  「主題」を１７文字以内、「内容」を６１７文字以内でご記入くださ         

い。 

【商品・技術力】 商品や技術面について、それぞれ写真を入れる場合は、その写真をご         

用意ください。また商品の価格、申込方法もご記入ください。  

【ロケーション】 事業所近辺のデザイン化された地図等があればご用意ください。 

【会社の沿革】  主なもののみご記入ください。 

 

※ご記入にあたり疑問の点については、当商工会議所（担当：大瀧、高畑 TEL５２－１

７４０／FAX５２－８９２６）へお問い合わせください。 



就職情報記載要項 

・ 就職情報の募集内容は、新卒のみを対象とするのではなく、あくまでも良い人材の確

保を目的にしており、通年採用を目的として作成してください。 

・ 記載にあたっては、サンプルを参考にご記入ください。 

・ 各内容については、太線内を楷書ではっきりとお書きください。 

・ 掲載不要箇所については、その項目を横線  で消してください。 

・ 各内容についての注意点は、下記のとおりです。  

 

【会社名ロゴ欄】 既存の会社名のロゴが印刷物などにあるようであれば、それを利用す

ることもできます。「無」の場合は、サンプルのような文字になります。 

【概要写真】  会社の全景や職場内の雰囲気が伝わるような写真をご用意願います。 

【業種コード】  別紙コード表であてはまるコードを記入し、横の欄に具体的業種をお

書きください。 

【募集内容】  通年採用を目的としておりますので、募集年齢は幅を持たせてくださ

い。 

       （例）大学卒業者であれば  「２２歳～２５歳」 

   職種は職種分類表の大分類及び小分類の番号をご記入ください。 

   （例）営業販売関係であれば  「２ － ①」 

                        税理士であれば大分類と具体的職種「４ － 税理士」 

   学歴条件の各数字の内容は次のとおりです。 

   １＝大学院、２＝大学、３＝短大、４＝高専 

   ５＝専修学校、６＝不問 

【その他条件】  普通自動車免許等の条件があれば記載してください。 

【変形労働時間制】労働基準法第３２条の２～５によるものをいいます。 

【採用方法】  「応募方法」＝（例）提出書類を郵送にて当社へ送付。 

   「選考方法」＝試験等があればその内容を記載。 

【メッセージ】  代表者からのメッセージでも従業員からのメッセージでもかまいませ

ん。 

 

※ご記入にあたり疑問の点については、当商工会議所（担当：大瀧、高畑 TEL５２－１

７４０／FAX５２－４１００）へお問い合わせください。 



 

職種分類表 

 

１ 技術職 

 ①生産管理分野：製造業・生産関連職、物流管理、印刷関連、農林・水産関連、  

  食品関係、鉱工業関係 

 ②建築土木分野：建築・土木の設計・施工・管理、測量 

 ③機械技術分野：機械・工作関係の設計・加工・管理、航空機・造船・自動車の  

  整備・保守・開発・研究、運転手・操縦士 

 ④化学技術分野：化学関連技術、有機・無機、医薬、バイオ、原子力、エネルギ  

  ー、開発・研究 

 ⑤電気通信分野：開発、研究、設計、保守、管理 

 ⑥コンピュータ関連分野 

 ⑦その他 

 

２ 営業・販売・サービス 

 ①営業・販売関係 

 ②接客・サービス 

 ③医療福祉 

 ④その他 

 

３ 事務系 

 ①総務・人事関係 

 ②財務・会計・経理関係 

 ③企画・調査・研究関係 

 ④広報・編集関係 

 ⑤教育・出版関係 

 ⑥国際関係業務 

 ⑦一般事務 

 

４ 専門職等 

 弁護士、公認会計士、税理士、医師・薬剤師、看護婦、写真・映像・音 

 楽・美術家、デザイナー、調理・コック、理髪・パーマ、教師、通訳、 

 コンサルタント等 



 

業種分類表 

＜メーカー＞ 

 ０１食料品： 肉・乳製品、魚、ハム・ソーセージ、乾物、漬け物、味噌、醤 

   油、砂糖、パン、菓子、製粉など 

 ０２飲料品： 清涼飲料、酒、ビール、ワイン、お茶、コーヒーなど 

 ０３衣料繊維： 紡績、織物、染色、服、下着、毛皮、寝具、タオルなど 

 ０４木・紙製品：合板、チップ、竹製品、家具建具、事務用品、段ボール、紙器  

   など 

 ０５化学・医薬・化粧品： 

   化学肥料、化学繊維、洗剤、塗料、火薬、樹脂薬品、化粧品、 

   歯磨き、香水など 

 ０６プラスチック： 

   プラスチック製品製造 

 ０７ガラス・コンクリート・陶磁器： 

   ガラス器具、コンクリート製品、レンガ、焼き物、石工品、セ 

   ラミックスなど 

 ０８鉄・非鉄・金属： 

   鉄鋼、圧延、銑鉄鋳物、ブリキ、洋食器、刃物、金属プレス製 

   品、ニッケル、アルミなど 

 ０９電気・電子・精密機器： 

   テレビ、ビデオ、コンピュータ、電子部品、計測器、医療機器、

   光学機器、時計、眼鏡など 

 １０機械・輸送用機器： 

   建設用機械、繊維用機械、自動車、自転車、船・飛行機、電車 

   など 

 １１諸工業： ゴム製品、革製品、宝石加工、楽器製造、玩具、装身具、事務 

   用品、畳、傘など 

 

＜商業・飲食・貿易＞ 

 ２１総合商社： 総合卸売業 

 ２２専門商社： 特定分野を取り扱う商社 

 ２３デパート・スーパー： 

   総合小売業 

 ２４専門チェーン： 

   広くチェーン展開している専門小売業 

 ２５一般小売り 

 ２６外食産業・飲食関係： 

＜金融・証券・保険＞ 

 ３１銀 行：都銀、地銀 

 ３２中小企業金融：信金、信組など 



 ３３専門分野金融：サラ金、クレジットなど 

 ３４証 券：証券、取引所など 

 ３５保 険：生命保険、損害保険、共済事業など 

 

＜建設・不動産＞ 

 ４１ゼネコン： 建築・土木・舗装・しゅんせつ等の総合建築業 

 ４２専門工事： 冷暖房設備・給排水衛生設備・住宅等の分野建設など 

 ４３不動産： 建物・土地売買、不動産貸付・管理など 

 

＜エネルギー＞ 

 ５１エネルギー関連： 

   電気、ガス、熱供給、水道 

 

＜情報通信＞ 

 ６１新聞・印刷・出版： 

   新聞発行、印刷及び印刷物の出版 

 ６２放送・通信：テレビ、ラジオ、通信 

 ６３情報サービス： 

   ソフトウエアー、情報処理、情報関連サービス、広告、調査、 

   研究所など 

 

＜サービス＞ 

 ７１ホテル・旅館： 

   ホテル、旅館、リゾートクラブなど 

 ７２旅行・レジャー： 

   旅行、遊園地、ゴルフ場、フィットネスクラブ、ボーリング場、

   映画館、野球場など 

 ７３輸送・倉庫：航空、海運、鉄道、バス、タクシー、貨物、倉庫など 

 ７４自動車・機械整備： 

   メンテナンス 

 ７５リース： リース、レンタル、人材派遣など 

 ７６専門サービス： 

各種学校、安全産業、理美容、衣料、法律事務所、コンサルタ 

 ント事務所など 

 

＜官公庁・団体＞ 

 ８１官公庁・団体： 

   行政機関、自治体、公社公団、社団財団、商工会議所、各種組 

   合など 

 

＜一次産業＞ 

 ９１農林水産業：農業、林業、水産業、鉱業など 



加茂商工会議所ホームページ 

企業情報 オーダー用紙 

～各項目の太線枠内のみご記入ください～ 

会社名ロゴ等 有 ・ 無 

  

【会社の概要】（会社の全景やＰＲ写真をご用意ください。） 

代表者名   

住所  

電話番号  ＦＡＸ番号  

E-MAIL 

アドレス 

                 

                 

設立年月日 １・２・３・４・５（     ）   年   月   日 

資本金   ，    万円  

業種コード   具体的な業種＝ 

従業員数 男 性 人  女 性 人  パート 人 

事業内容                  

                 

                 

支店等所在  

 

【会社の特色】 

主  題  

内  容                  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

【商品・技術力】 

商品（１） 商品名＝ 写  真 有 ・ 無 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

商品（２） 商品名＝ 写  真 有 ・ 無 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 



 

技 術 力 写  真 有 ・ 無  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

【ロケーション】 

地図画像 有 ・ 無  

                    

                    

                    

 

【会社の沿革】 

                    

                    

                    

                    

                    

 


