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大分類Ｄ 販売の職業 

D 販売の職業 
 
有体的商品の仕入れ・販売の仕事、不動産・有価証券の売買、売買の仲介･取り次ぎ･代理、

保険の代理・仲立ちなどの販売類似の仕事、および商品の販売、不動産・有価証券の売買に
関する取引上の勧誘・交渉・契約締結、保険の募集などの営業の仕事をいう。 
なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 
(1)主に事業の経営・管理に関する仕事［A 管理的職業］ 
(2)販売に伴う接客サービスの仕事［E サービスの職業］  
 
この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類する。 

32 商品販売の職業 
33 販売類似の職業 
34 営業の職業 

 
 
 

32 商品販売の職業 
 
有体的商品の仕入れ・販売などの仕事をいう｡ 
なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 
(1)他人を訪問し、商品の販売に関する取引上の勧誘・交渉などを行う仕事［34 営業の職
業］ 

(2)不動産・有価証券の売買、保険・金融の仲立ちなどの仕事［33 販売類似の職業］ 
(3)物品などを賃貸しする仕事［42 その他のサービスの職業］ 
 
この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 

321 小売店主・店長 
322 卸売店主・店長 
323 小売店販売員 
324 卸売・商品実演販売員 
325 商品訪問・移動販売員 
326 再生資源回収・卸売人 
327 商品仕入営業員 

 
 

321 小売店主・店長 

小売店を経営・管理し、自ら商品の仕入れ・販売などの仕事に従事するもののうち、主に
商品の仕入れ・販売などの仕事に従事するものをいう｡ 
なお、主に小売店を経営・管理する仕事に従事するものは、［031、049］に分類する。 
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大分類Ｄ 販売の職業
この小分類に該当する職業は、次のいずれかの細分類に分類する。 

321-01 コンビニエンスストア店長 
321-02 ガソリンスタンド支配人 
321-99 他に分類されない小売店主・店長 

 
321-01 コンビニエンスストア店長 

コンビニエンスストアを経営・管理し、自ら商品の発注・販売などの仕事に従事する
もののうち、主に商品の発注・販売などの仕事に従事するものをいう｡ 
なお、主にコンビニエンスストアを経営・管理する仕事に従事するものは、［049-99］

に分類する。 
○ コンビニエンスストア店長（主に販売の仕事に従事するもの） 
× コンビニエンスストア店長（個人事業：主に管理的な仕事に従事するもの）［049-99］ 

 
321-02 ガソリンスタンド支配人 

ガソリンスタンドを経営・管理し、自ら石油製品の販売などの仕事に従事するものの
うち、主に石油製品の販売などの仕事に従事するものをいう｡ 
なお、主にガスリンスタンドを経営・管理する仕事に従事するものは、［031-01、049-99］

に分類する。 
○ ガソリンスタンド支配人（主に販売の仕事に従事するもの） 
× ガソリンスタンド支配人（会社：主に管理的な仕事に従事するもの）［031-01］、ガソリン

スタンド支配人（個人事業：主に管理的な仕事に従事するもの）［049-99］ 
 
321-99 他に分類されない小売店主・店長 

家庭用電気製品・衣料品を扱う小売店、ホームセンター、ドラックストアの各店長、
その他 321-01 および 321-02 に含まれない、小売店の経営・管理および販売の仕事に従
事するもののうち、主に販売の仕事に従事するものをいう。 
○ 家電量販店店長（主に販売の仕事に従事するもの）、小売店主（主に販売の仕事に従事する

もの）、ドラックストア店長（薬剤師ではないもの：主に販売の仕事に従事するもの）、ホー
ムセンター店長（主に販売の仕事に従事するもの）、洋服小売店店長（主に販売の仕事に従
事するもの） 

× 小売店長（会社：主に管理的な仕事に従事するもの）［031-01］、小売店主（個人事業：主に
管理的な仕事に従事するもの）［049-99］、小売店長（個人事業：主に管理的な仕事に従事
するもの）［049-99］ 

 
322 卸売店主・店長 

卸売店を経営・管理し、自ら商品の仕入れ・販売などの仕事に従事するもののうち、主に
商品の仕入れ・販売などの仕事に従事するものをいう｡ 
なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 
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大分類Ｄ 販売の職業 

(1)主に卸売店を経営・管理する仕事に従事するもの［031、049］ 
(2)商品販売の代理・仲立ちの仕事に従事するもの［339］ 
 
この小分類に該当する職業は、次の細分類に分類する。 

322-01 卸売店主・店長 

 
322-01 卸売店主・店長 

卸売店を経営・管理し、自ら商品の仕入れ・販売などの仕事に従事するもののうち、
主に商品の仕入れ・販売などの仕事に従事するものをいう｡ 
なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 
(1)主に卸売店を経営・管理する仕事に従事するもの［031-01、049-99］ 
(2)商品販売の代理・仲立ちの仕事に従事するもの［339-01］ 

○ 飲食料品卸売店主（主に販売の仕事に従事するもの）、卸売店長（主に販売の仕事に従事す
るもの）、建築資材卸売店主（主に販売の仕事に従事するもの）、飼料・肥料卸売店主（主に
販売の仕事に従事するもの） 

× 卸売店長（会社：主に管理的な仕事に従事するもの）［031-01］、卸売店主（個人事業：主に
管理的な仕事に従事するもの）［049-99］、商品仲立人［339-01］ 

 
323 小売店販売員 

店舗（移動性店舗を除く）において、商品（古物を含む）を販売する仕事に従事するもの
をいう｡ 
商品の販売に付随して、注文取り、配達、売掛金の回収などの仕事に従事するものを含む｡ 
ただし、質店において古物の買い入れ・販売の仕事に従事するもの［334］を除く。 
古物商の店舗において、古物の買い入れ・販売の仕事に従事するものは、古物の種類に応

じて［323-04～323-99 のいずれかの分類項目］に分類する。 
なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 
(1)訪問販売・呼売販売の仕事、および屋台店における販売の仕事に従事するもの［325］ 
(2)商品の仕入先を訪問し、仕入れに関する取引上の交渉、契約の締結などを行う仕事に従
事するもの［327］ 

(3)古物としての商品券・遊園地入場券・航空券などを販売する仕事に従事するもの［339］ 
(4)他人を訪問し、商品の販売に関する取引上の勧誘・交渉・契約締結などを行う仕事に従
事するもの［34 営業の職業］ 

(5)物品などを賃貸しする仕事に従事するもの［423］ 
(6)配達の仕事にもっぱら従事するもの［755］ 
 
この小分類に該当する職業は、次のいずれかの細分類に分類する。 

323-01 レジ係 
323-02 百貨店・スーパーマーケット販売店員 
323-03 コンビニエンスストア店員 
323-04 衣服・身の回り品販売店員 
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大分類Ｄ 販売の職業
323-05 飲食料品販売店員 
323-06 自動車販売店員 
323-07 電気機器販売店員 
323-08 医薬品・化粧品販売店員 
323-09 ガソリンスタンド販売員 
323-99 他に分類されない小売店販売員 

 
323-01 レジ係 

小売店のレジカウンターにおいて、来店者の買い上げ商品の代金を精算し、商品を販
売する仕事に従事するものをいう。 
なお、飲食店のレジカウンターにおいて飲食代金を精算する仕事に従事するものは、

［261-01］に分類する。 
○ キャッシャー、レジチェッカー、レジスター係 
× 会計係（飲食店）［261-01］ 

 
323-02 百貨店・スーパーマーケット販売店員 

百貨店・スーパーマーケットにおいて、商品の陳列・販売・補充、来店者への応対な
どの仕事に従事するものをいう。 
ただし、以下のものを除く。 
(1)百貨店・スーパーマーケットにおいて宣伝販売の仕事に従事するもの［324-02］ 
(2)百貨店・スーパーマーケットの店舗に店子として入居している小売店の売場におい
て販売の仕事に従事するもの［販売する商品の種類に対応する分類項目］ 

なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 
(1)百貨店・スーパーマーケットのレジカウンターにおいて商品代金を精算する仕事に
もっぱら従事するもの［323-01］ 

(2)商業施設に店子として入居している小売店の売場において販売の仕事に従事する
もの［販売する商品の種類に対応する分類項目］ 

○ スーパーマーケット店員、スーパーマーケット販売員、デパート店員、百貨店販売員 
× スーパーレジ係［323-01］、ファッションマネキン［324-02］、デモンストレーター（百貨店・

スーパー販売員）［324-02］ 
 
323-03 コンビニエンスストア店員 

コンビニエンスストアにおいて、商品の検収・陳列・販売・補充、商品代金の精算、
各種料金の支払い受付、宅配便の受付などの仕事に従事するものをいう。 
○ コンビニエンスストア店員 

 
323-04 衣服・身の回り品販売店員 

衣料品・かばん・靴などを扱う小売店において、商品の陳列・販売・補充、来店者へ
の応対などの仕事に従事するものをいう。 
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大分類Ｄ 販売の職業 
○ かばん販売店員、くつ販売店員、子供服販売店員、寝具販売店員、男子服販売店員、婦人服

販売店員、リサイクルショップ販売員（古着） 
× 携帯電話販売店員［323-99］、ジュエリー製品販売店員［323-99］、時計販売店員［323-99］、

眼鏡販売店員［323-99］ 
 
323-05 飲食料品販売店員 

飲食料品を扱う小売店において、商品の陳列・販売・補充、来店者への応対などの仕
事に従事するものをいう。 
○ 菓子・パン販売店員、コーヒーショップ店員、食料品販売店員、ハンバーガーショップ店員、

ベーカリーショップ店員 
 
323-06 自動車販売店員 

自動車販売会社の店舗において、自動車の説明・販売、来店者への応対などの仕事に
従事するものをいう。 
なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 
(1)中古自動車の買い取り価格を査定する仕事に従事するもの［289-99］ 
(2)他人を訪問し、自動車の販売に関する取引上の勧誘・交渉・契約締結などを行う仕
事に従事するもの［344-03］ 

○ 中古車販売員 
× 中古自動車査定員［289-99］、自動車営業員［344-03］ 

 
323-07 電気機器販売店員 

電器店において、家庭用電気製品の陳列・販売・補充、来店者への応対などの仕事に
従事するものをいう。 
電気製品の販売に付随して、配達・据え付けの仕事に従事するものを含む｡ 
ただし、来店者の購入した製品の配達・据え付けの仕事にもっぱら従事するもの

［725-01、755-01］を除く。 
なお、家庭用電気機器の修理の仕事に従事するものは、［602-04］に分類する。 

○ 家電量販店販売員、電器店員、中古電気製品販売店員 
× 家庭用電気製品修理工［602-04］、家庭用エアコン取付工［725-01］、荷物配達員［755-01］ 

 
323-08 医薬品・化粧品販売店員 

薬局・一般小売店などにおいて一般用医薬品の陳列・販売・管理、情報提供、来店者
への応対などの仕事に従事するもの、および化粧品を扱う小売店において化粧品の陳
列・販売・補充、来店者への応対などの仕事に従事するものをいう。 
ただし、薬剤師の免許を有し、一般用医薬品を販売する仕事に従事するもの［124-02］

を除く。 
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大分類Ｄ 販売の職業

なお、化粧品の宣伝販売の仕事に従事するものは、［324-02］に分類する。 
○ 医薬品登録販売者、化粧品販売員、美容部員 
× 薬剤師（医薬品販売）［124-02］、化粧品宣伝販売人［324-02］ 
 
323-09 ガソリンスタンド販売員 

ガソリンスタンドにおいて、ガソリン・軽油・灯油・自動車用品などの販売、洗車な
どの仕事に従事するものをいう。 
なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 
(1)自動車の点検・整備の作業に従事するもの［603-01］ 
(2)洗車の作業にもっぱら従事するもの［769-01］ 

○ ガソリンスタンドサービスマン、セルフスタンド店員 
× 自動車整備工［603-01］、洗車作業員［769-01］ 

 
323-99 他に分類されない小売店販売員 

家具店・書店・フラワーショップ・文房具店・ペットショップにおける商品の販売、
その他 323-01～323-09 に含まれない、小売店における商品販売の仕事に従事するものを
いう｡ 
○ 駅構内売店販売員、家具販売店員、楽器販売店員、玩具店店員、携帯電話販売店員、CD シ

ョップ店員、自転車販売店員、ジュエリー製品販売店員、書店店員、スポーツ用品販売店員、
中古ゲーム用ソフト販売店員、中古ジュエリー製品販売店員、時計販売店員、フラワーショ
ップ店員、文房具販売店員、ペットショップ店員、ホームセンター店員、眼鏡販売店員 

× チケットショップ販売員［339-99］、中古車販売員［323-06］、リサイクルショップ販売員（古
着）［323-04］、レンタルビデオ店店員［423-01］ 

 
324 卸売・商品実演販売員 

卸売店において商品の仕入れ・注文受付・販売、来店者への応対などの仕事に従事するも
の、および小売店の店頭などにおいて商品の説明・実演などを行う宣伝販売の仕事に従事す
るものをいう。 
 
この小分類に該当する職業は、次のいずれかの細分類に分類する。 

324-01 卸売販売員 
324-02 商品実演販売員 

 
324-01 卸売販売員 

卸売店において、商品の仕入れ・注文受付・販売、来店者への応対などの仕事に従事
するものをいう。 
商品の販売に付随して、商品の配達、売掛金の回収などの仕事に従事するものを含む｡ 
なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 
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大分類Ｄ 販売の職業 

(1)他人を訪問し、商品の仕入れをする仕事に従事するもの［327-01］ 
(2)配達の仕事にもっぱら従事するもの［755-01］ 

○ 卸売店販売員、水産仲買店員、青果仲買店員 
× 仕入営業員［327-01］、荷物配達員［755-01］ 
 
324-02 商品実演販売員 

小売店の店頭などにおいて、商品の説明・実演などを行う宣伝販売の仕事に従事する
ものをいう。 
なお、露店・屋台などの移動性店舗において商品を販売する仕事に従事するものは、

［325-03］に分類する。 
○ 商品販売実演者、デモンストレーター（実演者：販売店員）、ファッションマネキン、マネ

キン販売員（実演販売を行うもの） 
× 屋台飲食物販売人［325-03］ 

 
325 商品訪問・移動販売員 

商品を携行して他人を訪問し販売する仕事に従事するもの、呼売りして商品を販売する仕
事に従事するもの、および屋台店などの移動性店舗で商品･飲食物を販売する仕事に従事する
ものをいう｡ 
 
この小分類に該当する職業は、次のいずれかの細分類に分類する。 

325-01 商品訪問販売員 
325-02 移動販売員 
325-03 露店販売員 

 
325-01 商品訪問販売員 

商品を携行して他人を訪問し、商品の説明、販売に関する取引上の勧誘、販売などを
行う仕事に従事するものをいう。 
なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 
(1)電話による、商品の説明、販売に関する取引上の勧誘を行う仕事に従事するもの
［256-03］ 

(2)商品を携行せずに他人を訪問し、商品の説明、販売に関する取引上の勧誘・交渉・
契約締結などを行う仕事に従事するもの［34 営業の職業］ 

○ 家庭薬配置員、行商人、化粧品訪問販売員 
× テレフォンアポインター［256-03］、飲食料品販売営業員［341-01］、自動車販売営業員［344-03］、

保険営業員［346-03］ 
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大分類Ｄ 販売の職業

325-02 移動販売員 

店舗を有せず、呼売り・立ち売りによる商品の販売、列車内における商品の販売など
の仕事に従事するものをいう。 
なお、娯楽場・駅構内の売店において商品を販売する仕事に従事するものは、［323-99］

に分類する。 
○ 映画館中売人、豆腐呼売人、列車内販売員 
× 劇場内売店販売員［323-99］、駅構内売店販売員［323-99］ 
 
325-03 露店販売員 

露店・屋台などの移動性店舗において、商品・飲食物を販売する仕事に従事するもの
をいう。 
○ 屋台飲食物販売人、露店商 

 
326 再生資源回収・卸売人 

古紙・金属スクラップ・ガラスびんなどの再生資源の回収・買い入れ・販売の仕事に従事
するものをいう｡ 
ただし、再生資源の回収作業にのみ従事するもの［753］を除く。 
なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 
(1)小売店において古着を販売する仕事に従事するもの［323］ 
(2)中古自動車を販売する仕事に従事するもの［323］ 
(3)自動車を解体する作業に従事するもの［539］ 
 
この小分類に該当する職業は、次の細分類に分類する。 

326-01 再生資源回収・卸売人 

 
326-01 再生資源回収・卸売人 

古紙・金属スクラップ・ガラスびんなどの再生資源の回収・買い入れ・販売の仕事に
従事するものをいう｡ 
ただし、再生資源の回収作業にのみ従事するもの［753-01］を除く。 
なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 
(1)小売店において古着を販売する仕事に従事するもの［323-04］ 
(2)中古自動車を販売する仕事に従事するもの［323-06］ 
(3)自動車を解体する作業に従事するもの［539-06］ 

○ 再生資源卸売人、再生資源回収人（卸売まで行うもの）、再生資源仲買人、リサイクル品回
収人（卸売まで行うもの） 

× リサイクルショップ販売員（古着）［323-04］、中古自動車販売員［323-06］、自動車解体工
［539-06］、再生資源回収人（回収作業にのみ従事するもの）［753-01］、リサイクル品回収人
（回収作業にのみ従事するもの）［753-01］ 
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大分類Ｄ 販売の職業 

327 商品仕入営業員 

商品の仕入先を訪問し、仕入れに関する取引上の交渉、契約の締結などを行う仕事に従事
するものをいう｡ 
なお、仕入先を訪問せずに、電話等を使用して価格などの取引条件を交渉し、取引条件に

もとづいて売買契約書・仕入伝票を作成する仕事に従事するものは、［281］に分類する。 
 
この小分類に該当する職業は、次の細分類に分類する。 

327-01 商品仕入営業員 

 
327-01 商品仕入営業員 

商品の仕入先を訪問し、仕入れに関する取引上の交渉、契約の締結などを行う仕事に
従事するものをいう｡ 
なお、仕入先を訪問せずに、電話等を使用して価格などの取引条件を交渉し、取引条

件にもとづいて売買契約書・仕入伝票を作成する仕事に従事するものは、［281-01］に分
類する。 
○ 仕入営業員、仕入係（外勤を主とするもの）、バイヤー 
× 仕入係事務員［281-01］、商品仕入係［281-01］ 
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大分類Ｄ 販売の職業

33 販売類似の職業 
 
他人の間に立った売買の取り次ぎ・あっ旋、他人のための売買の代理、店舗における不動

産・有価証券の売買、保険・金融の仲立ちなどの販売類似の仕事をいう｡ 
なお、他人を訪問し、不動産・有価証券の売買に関する取引上の勧誘、保険の募集を行う

仕事は、［34 営業の職業］に分類する。 
 
この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 

331 不動産仲介・売買人 
332 保険代理人、保険仲立人 
333 有価証券売買・仲立人、金融仲立人 
334 質屋店主・店員 
339 その他の販売類似の職業 

 
 

331 不動産仲介・売買人 

店舗において、土地・建物の売買・貸借・交換の代理・仲介の仕事に従事するもの、およ
び土地・建物の売買・交換の仕事に従事するものをいう｡ 
なお、他人を訪問し、不動産の売買・賃借などに関する取引上の勧誘・交渉・契約締結な

どを行う仕事に従事するものは、［347］に分類する。 
 
この小分類に該当する職業は、次の細分類に分類する。 

331-01 不動産仲介・売買人 

 
331-01 不動産仲介・売買人 

店舗において、土地・建物の売買・貸借・交換の代理・仲介の仕事に従事するもの、
および土地・建物の売買・交換の仕事に従事するものをいう｡ 
なお、他人を訪問し、不動産の売買・賃借などに関する取引上の勧誘・交渉・契約締

結などを行う仕事に従事するものは、［347-01］に分類する。 
○ 土地建物仲立人、土地建物売買人、不動産仲介人、不動産売買人 
× 不動産営業員［347-01］、住宅・不動産会社営業部員［347-01］ 

 
332 保険代理人、保険仲立人 

保険代理店において、生命・火災・自動車・傷害・その他の保険について契約の締結、保
険料の収納などの代理または媒介の仕事に従事するもの、および保険仲立人として保険契約
者のために保険商品の選択について助言を行い、保険契約の締結を媒介する仕事に従事する
ものをいう。 
なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 
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大分類Ｄ 販売の職業 

(1)事故・損害の査定、保険金の支払いなどの事務の仕事に従事するもの［281］ 
(2)他人を訪問するなどして保険の募集を行う仕事に従事するもの［346］ 
 
この小分類に該当する職業は、次のいずれかの細分類に分類する。 

332-01 保険代理人 
332-02 保険仲立人 

 
332-01 保険代理人 

保険代理店において、生命・火災・自動車・傷害・その他の保険について契約の締結、
保険料の収納などの代理または媒介の仕事に従事するものをいう。 
なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 
(1)事故・損害の査定、保険金の支払いなどの事務の仕事に従事するもの［281-05］ 
(2)他人を訪問するなどして保険の募集を行う仕事に従事するもの［346-03］ 

○ 生命保険代理店主、保険代理店主 
× 保険事務員［281-05］、保険営業員［346-03］ 

 
332-02 保険仲立人 

保険仲立人の資格を有し、保険契約者のために保険商品の選択について助言を行い、
保険契約の締結を媒介する仕事に従事するものをいう。 
なお、他人を訪問するなどして保険の募集を行う仕事に従事するものは、［346-03］に

分類する。 
○ 保険ブローカー 
× 保険営業員［346-03］ 

 
333 有価証券売買・仲立人、金融仲立人 

店舗において、公債・社債・出資証券・株券などの売買、売買の媒介・取り次ぎ・代理、
売買取引の委託の媒介・取り次ぎ・代理・引き受けなどの仕事に従事するもの、および金融
の代理・取り次ぎなどの仕事に従事するものをいう｡ 
店舗において、有価証券の募集、売買の勧誘などの仕事に従事するものを含む。 
なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 
(1)有価証券の売買に関する事務の仕事に従事するもの［281］ 
(2)他人を訪問するなどして有価証券の売買に関する取引上の勧誘などを行う仕事に従事
するもの［346］ 

 
この小分類に該当する職業は、次のいずれかの細分類に分類する。 

333-01 有価証券売買・仲立人 
333-02 金融仲立人 
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大分類Ｄ 販売の職業

333-01 有価証券売買・仲立人 

店舗において、公債・社債・出資証券・株券などの売買、売買の媒介・取り次ぎ・代
理、売買取引の委託の媒介・取り次ぎ・代理・引き受けなどの仕事に従事するものをい
う。 
店舗において、有価証券の募集、売買の勧誘などの仕事に従事するものを含む。 
なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 
(1)有価証券の売買に関する事務の仕事に従事するもの［281-05］ 
(2)他人を訪問するなどして有価証券の売買に関する取引上の勧誘などを行う仕事に
従事するもの［346-02］ 

○ 証券会社店頭係、証券外務員（内勤のもの） 
× 証券事務員［281-05］、証券外務員（外勤のもの）［346-02］ 

 
333-02 金融仲立人 

株式・債券などの金融商品、および為替を取引する仕事に従事するものをいう。 
○ 株式トレーダー、為替ディーラー、債券トレーダー 

 
334 質屋店主・店員 

質置主と質入物件との関係の確認、担保物件の鑑定、質入契約の締結、金銭の貸付け、質
物の保管などの仕事に従事するものをいう｡ 
古物の買い入れ・販売の仕事に従事するものを含む。 
なお、古物商の店舗において古物を販売する仕事に従事するものは、［323、339］に分類

する。 
 
この小分類に該当する職業は、次の細分類に分類する。 

334-01 質屋店主・店員 

 
334-01 質屋店主・店員 

質置主と質入物件との関係の確認、担保物件の鑑定、質入契約の締結、金銭の貸付、
質物の保管などの仕事に従事するものをいう。 
古物の買い入れ・販売の仕事に従事するものを含む。 
なお、古物商の店舗において古物を販売する仕事に従事するものは、［323、339-99］

に分類する。 
○ 質物鑑定人、質屋店員、質屋貸付係 
× リサイクルショップ販売員（古着）［323-04］、中古車販売員［323-06］、古書店員［323-99］、

チケットショップ販売員［339-99］ 
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大分類Ｄ 販売の職業 

339 その他の販売類似の職業 

商品販売の仲立ち、宝くじ等の販売、競売による販売、その他 331～334 に含まれない販
売類似の仕事をいう。 
 
この小分類に該当する職業は、次のいずれかの細分類に分類する。 

339-01 商品仲立人 
339-02 宝くじ等販売人 
339-03 競売人 
339-99 他に分類されない販売類似の職業 

 
339-01 商品仲立人 

卸売市場における仲卸、商品取引の仲介などの商品販売の仲立ちの仕事に従事するも
のをいう。 
ゴルフ場会員権などの委託販売の仕事に従事するものを含む。 
なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 
(1)ゴルフ場などの会員を募集するため、他人を訪問し、取引上の勧誘を行う仕事に従
事するもの［394-04］ 

(2)他人を訪問し、商品取引の勧誘を行う仕事に従事するもの［349-99］ 
○ 卸売市場仲卸人、ゴルフ会員権販売員、仲介人（商品仲介業） 
× ゴルフ場会員募集員［394-04］、外務員（商品取引業）［349-99］ 

 
339-02 宝くじ等販売人 

宝くじの販売および当選券の換金、競馬・競輪等の公営競技における投票券の販売お
よび配当金の支払いなどの仕事に従事するものをいう。 
興行前売り券などを販売する仕事に従事するものを含む。 
なお、商品券を販売する仕事に従事するものは、［339-99］に分類する。 

○ 場外投票券売場窓口係、宝くじ販売人、払戻窓口係員（競馬・競輪場、場外売場）、プレイ
ガイドチケット販売員 

× 電話投票受付係（競馬・競輪）［256-02］、ゴルフ会員権販売員［339-01］、商品券販売員［339-99］、
チケットショップ店員［339-99］ 

 
339-03 競売人 

競売物件の分類・整理、最低競争予定価格の設定、競売・入札の進行、最高価格をつ
けた買手の決定などの仕事に従事するものをいう。 
○ 卸売市場せり人 
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大分類Ｄ 販売の職業

339-99 他に分類されない販売類似の職業 

商品券の販売、鉄道乗車券・航空券・金券などの割引販売、その他 339-01～339-03 に
含まれない販売類似の仕事をいう。 
○ 交換人（パチンコ景品交換所）、商品券販売員、チケットショップ店員、両替業務員 
× ゴルフ会員権販売員［339-01］、プレイガイドチケット販売員［339-02］ 
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大分類Ｄ 販売の職業 

34 営業の職業 
 
他人を訪問し、有体的商品の販売、製造に関する取引上の勧誘・交渉・受注・契約締結、

情報システムの販売・提供に関する取引上の勧誘・交渉・契約締結、有価証券の売買に関す
る取引上の勧誘、保険の募集、不動産の売買などに関する取引上の勧誘・交渉・契約締結な
どを行う仕事をいう。 
なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 
(1)電話による、商品の販売に関する取引上の勧誘を行う仕事［25 一般事務の職業］ 
(2)商品を携行して他人を訪問し、商品の販売に関する取引上の勧誘を行う仕事［32 商品
販売の職業］ 

(3)店舗における不動産の売買・貸借などの代理・仲介の仕事［33 販売類似の職業］ 
(4)保険代理店における保険契約の締結などに関する代理の仕事［33 販売類似の職業］ 
(5)店舗における有価証券の募集・売買の勧誘の仕事［33 販売類似の職業］ 
(6)路上における広告チラシの配布、個人宅郵便受けへの広告チラシの投入の仕事［42 そ
の他のサービスの職業］ 

 
この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類する。 

341 飲食料品販売営業員 
342 化学品販売営業員（医薬品を除く） 
343 医薬品営業員 
344 機械器具販売営業員 
345 通信・情報システム営業員 
346 金融・保険営業員 
347 不動産営業員 
349 その他の営業の職業 

 
 

341 飲食料品販売営業員 

他人を訪問し、飲料料品の販売に関する取引上の勧誘・交渉・契約締結などを行う仕事に
従事するものをいう。 
ただし、清涼飲料を配達するかたわら、取引先の小売店に対して取引量の増加を働きかけ

る仕事に従事するもの［755］を除く。 
 
この小分類に該当する職業は、次の細分類に分類する。 

341-01 飲食料品販売営業員 

 
341-01 飲食料品販売営業員 

他人を訪問し、飲料料品の販売に関する取引上の勧誘・交渉・契約締結などを行う仕
事に従事するものをいう。 
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ただし、清涼飲料を配達するかたわら、取引先の小売店に対して取引量の増加を働き
かける仕事に従事するもの［755-04］を除く。 
○ 飲食料品営業部員、飲食料品ルート営業員 
× 清涼飲料ルートセールス員［755-04］ 

 
342 化学品販売営業員（医薬品を除く） 

他人を訪問し、化学品の販売に関する取引上の勧誘・交渉・契約締結などを行う仕事に従
事するものをいう。 
なお、医薬品に関する情報の提供・収集の仕事に従事するものは、［343］に分類する。 
 
この小分類に該当する職業は、次の細分類に分類する。 

342-01 化学品販売営業員（医薬品を除く） 

 
342-01 化学品販売営業員（医薬品を除く） 

他人を訪問し、化学品の販売に関する取引上の勧誘・交渉・契約締結などを行う仕事
に従事するものをいう。 
なお、医薬品に関する情報の提供・収集の仕事に従事するものは、［343-01］に分類す

る。 
○ 化学品営業部員、化学品ルート営業員 
× MR［343-01］ 

 
343 医薬品営業員 

病院・診療所・薬局などを訪問し、医薬品の効果・使い方・副作用などに関する情報の提
供・伝達、医療現場における医薬品の使用に関する情報の収集などを行う仕事に従事するも
のをいう。 
なお、医療機関などを訪問し、医療機器の販売について取引上の勧誘・交渉・受注・契約

締結などを行う仕事に従事するものは、［344］に分類する。 
 
この小分類に該当する職業は、次の細分類に分類する。 

343-01 医薬品営業員 

 
343-01 医薬品営業員 

病院・診療所・薬局などを訪問し、医薬品の効果・使い方・副作用などに関する情報
の提供・伝達、医療現場における医薬品の使用に関する情報の収集などを行う仕事に従
事するものをいう。 
なお、医療機関などを訪問し、医療機器の販売について取引上の勧誘・交渉・受注・

契約締結などを行う仕事に従事するものは、［344-02］に分類する。 
○ 医薬情報担当者、営業員（医薬品卸売業）、MR 
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大分類Ｄ 販売の職業 
× 医療用電子機器販売営業員［344-02］ 

 
344 機械器具販売営業員 

他人を訪問し、生産用機械器具・電気機械器具・輸送用機械器具などの機械の販売に関す
る取引上の勧誘・交渉・受注・契約締結などを行う仕事に従事するものをいう。 
ただし、電気通信機械器具の販売に関する営業の仕事に従事するもの［345］を除く。 
 
この小分類に該当する職業は、次のいずれかの細分類に分類する。 

344-01 一般機械器具販売営業員 
344-02 電気機械器具販売営業員 
344-03 自動車販売営業員 
344-99 他に分類されない機械器具販売営業員 

 
344-01 一般機械器具販売営業員 

他人を訪問し、原動機・金属加工機械・建設機械・半導体製造装置などの汎用・生産
用・業務用機械器具の販売に関する取引上の勧誘・交渉・受注・契約締結などを行う仕
事に従事するものをいう。 
○ 機械部品販売営業員、技術営業員（一般機械）、金属加工機械販売営業員、建設機械製造受

注営業員、生産用機械器具販売営業員、セールスエンジニア（一般機械）、半導体製造装置
販売営業員 

 
344-02 電気機械器具販売営業員 

他人を訪問し、発送電用・民生用電気機械器具、電子応用装置、電気計測器などの電
気機械器具の販売に関する取引上の勧誘・交渉・受注・契約締結などを行う仕事に従事
するものをいう。 
ただし、電気通信機械器具の販売に関する営業の仕事に従事するもの［345-01］を除

く。 
なお、小売店において家庭用電気製品の販売に従事するものは、［323-07］に分類する。 

○ 医療用電子機器販売営業員、技術営業員（電気機器）、セールスエンジニア（電気機器）、電
気計測器販売営業員、電子応用装置製造受注営業員、電子機器部品販売営業員、電子計算機
販売営業員、パーソナルコンピュータ販売営業員、発送電用電気機械器具製造受注営業員、
民生用電気機械器具販売営業員 

× 家電量販店販売員［323-07］、電気通信機器販売営業員［345-01］ 
 
344-03 自動車販売営業員 

他人を訪問し、自動車の販売に関する取引上の勧誘・交渉・受注・契約締結などを行
う仕事に従事するものをいう。 
なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 
(1)中古自動車の買い取り価格を査定する仕事に従事するもの［289-99］ 
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大分類Ｄ 販売の職業

(2)自動車販売会社の店舗において中古自動車を販売する仕事に従事するもの［323-06］ 
○ 自動車営業員 
× 中古自動車査定員［289-99］、中古車販売員［323-06］ 
 
344-99 他に分類されない機械器具販売営業員 

精密機械器具、自動車以外の輸送用機械器具の販売に関する営業、その他 344-01～
344-03 に含まれない、機械器具の販売に関する営業の仕事に従事するものをいう。 
○ カメラ販売営業員、光学機器販売営業員、船舶製造受注営業員、鉄道車両製造受注営業員、

時計販売営業員 
× 産業用機械生産受注営業員［344-01］、システム開発営業員［345-02］ 

 
345 通信・情報システム営業員 

他人を訪問し、通信回線・通信機器などの利用・販売に関する取引上の勧誘・交渉・契約
締結などを行う仕事に従事するもの、および他人を訪問し、企業・組織の経営・業務上の課
題を解決するため、情報処理・通信技術にもとづくシステムを提案し、これに必要な製品・
サービス（ハードウェア、ソフトウェア、通信回線、システム管理・保守の人員など）の販
売・提供に関する取引上の勧誘・交渉・契約締結などを行う仕事に従事するものをいう。 
ただし、以下のものを除く。 
(1)単体のハードウェアの販売に関する営業の仕事に従事するもの［344］ 
(2)ソフトウェアの販売に関する営業の仕事に従事するもの［349］ 
なお、企業・組織の経営・業務環境の分析などにもとづいて、情報処理・通信技術を活用

した業務改善の提案などを行う仕事に従事するものは、［101］に分類する。 
 
この小分類に該当する職業は、次のいずれかの細分類に分類する。 

345-01 通信営業員 
345-02 情報システム営業員 

 
345-01 通信営業員 

他人を訪問し、通信回線・通信機器などの利用・販売に関する取引上の勧誘・交渉・
契約締結などを行う仕事に従事するものをいう。 
○ 通信回線営業員、通信機器販売営業員 

 
345-02 情報システム営業員 

他人を訪問し、企業・組織の経営・業務上の課題を解決するため、情報処理・通信技
術にもとづくシステムを提案し、これに必要な製品・サービス（ハードウェア、ソフト
ウェア、通信回線、システム管理・保守の人員など）の販売・提供に関する取引上の勧
誘・交渉・契約締結などを行う仕事に従事するものをいう。  
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ただし、以下のものを除く。 
(1)単体のハードウェアの販売に関する営業の仕事に従事するもの［344-02］ 
(2)ソフトウェアの販売に関する営業の仕事に従事するもの［349-99］ 
なお、企業・組織の経営・業務環境の分析などにもとづいて、情報処理・通信技術を

活用した業務改善の提案などを行う仕事に従事するものは、［101-01］に分類する。 
○ システム営業部員、システム開発営業員 
× システムコンサルタント［101-01］、電子計算機販売営業員［344-02］、ソフトウェア販売営

業員［349-99］ 
 

346 金融・保険営業員 

他人を訪問し、預金の勧誘、有価証券の売買に関する取引上の勧誘、保険の募集などを行
う仕事に従事するものをいう。 
なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 
(1)銀行などにおいて貸付調査・融資の仕事に従事するもの［281］ 
(2)有価証券の売買に関する事務の仕事に従事するもの［281］ 
(3)事故・損害の査定、保険金の支払いなどの仕事に従事するもの［281］ 
(4)保険契約の締結について代理または媒介の仕事に従事するもの［332］ 
(5)証券会社の店舗において有価証券の売買に関する勧誘の仕事に従事するもの［333］ 
 
この小分類に該当する職業は、次のいずれかの細分類に分類する。 

346-01 銀行等渉外係 
346-02 証券営業員 
346-03 保険営業員 

 
346-01 銀行等渉外係 

他人を訪問し、預金の勧誘、定期積金の集金、融資に関する相談、金融商品の販売に
関する勧誘などを行う仕事に従事するものをいう。 
なお、貸付調査・融資の仕事に従事するものは、［281-05］に分類する。 

○ 銀行渉外係、信用金庫渉外係、信用組合渉外係 
× 貸付融資係事務員［281-05］ 

 
346-02 証券営業員 

他人を訪問し、公債・社債・出資証券・株券などの有価証券の売買に関する取引上の
勧誘などを行う仕事に従事するものをいう。 
なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 
(1)有価証券の売買に関する事務の仕事に従事するもの［281-05］ 
(2)店舗において有価証券の売買に関する勧誘の仕事に従事するもの［333-01］ 

○ 証券外務員（外勤のもの） 
× 証券事務員［281-05］、証券会社店頭係［333-01］、証券外務員（内勤のもの）［333-01］ 
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大分類Ｄ 販売の職業

346-03 保険営業員 

他人を訪問し、保険の募集を行う仕事に従事するものをいう。 
なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 
(1)事故・損害の査定、保険金の支払いなどの仕事に従事するもの［281-05］ 
(2)保険代理店において保険契約の締結について代理の仕事に従事するもの［332-01］ 
(3)保険仲立人として保険商品の選択について助言を行う仕事に従事するもの［332-02］ 

○ 生命保険営業員、損害保険営業員、保険営業職員 
× 損害査定係事務員［281-05］、保険金支払係事務員［281-05］、保険代理人［332-01］、保険仲

立人［332-02］ 
 

347 不動産営業員 

他人を訪問し、不動産の売買・賃借などに関する取引上の勧誘・交渉・契約締結などを行
う仕事に従事するものをいう。 
なお、店舗において、土地・建物の売買・貸借・交換の代理・仲介の仕事に従事するもの

は、［331］に分類する。 
 
この小分類に該当する職業は、次の細分類に分類する。 

347-01 不動産営業員 

 
347-01 不動産営業員 

他人を訪問し、不動産の売買・賃借などに関する取引上の勧誘・交渉・契約締結など
を行う仕事に従事するものをいう。 
なお、店舗において土地・建物の売買・貸借・交換の代理・仲介の仕事に従事するも

のは、［331-01］に分類する。 
○ 住宅・不動産会社営業部員、住宅リフォーム営業員、宅地建物営業員、用地仕入営業員 
× 不動産仲介人［331-01］ 

 
349 その他の営業の職業 

旅行・広告に関する営業、建設工事などの受注に関する営業、会員の募集、新聞購読の勧
誘、その他 341～347 に含まれない営業の仕事をいう。 
 
この小分類に該当する職業は、次のいずれかの細分類に分類する。 

349-01 旅行営業員 
349-02 広告営業員 
349-03 製造受注営業員 
349-04 会員勧誘員 
349-05 新聞拡張員 
349-99 他に分類されない営業の職業 
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349-01 旅行営業員 

他人を訪問し、個人・団体の国内旅行・海外旅行について取引上の勧誘・交渉・契約
締結などを行う仕事に従事するものをいう。 
なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 
(1)旅行会社のカウンターにおいてセット旅行・手配旅行の販売、鉄道・航空機・宿泊
の予約などを行う仕事に従事するもの［281-02］ 

(2)団体旅行に同行して参加者の世話などをする仕事に従事するもの［421-01］ 
○ 旅行営業員 
× 旅行会社カウンター係［281-02］、ツアーコンダクター［421-01］ 

 
349-02 広告営業員 

他人を訪問し、放送・印刷物などの媒体を通じて提供される広告について制作の勧誘、
取引上の交渉・契約締結などを行う仕事に従事するものをいう。 
○ アカウントエグゼクティブ（広告代理業）、広告会社営業部員 

 
349-03 製造受注営業員 

他人を訪問し、建設工事、印刷物の作成などについて取引上の勧誘・交渉・受注・契
約締結などを行う仕事に従事するものをいう。 
ただし、機械の製造受注に関する営業の仕事に従事するもの［344］を除く。 

○ 印刷営業員、建設工事営業員 
× 建設機械製造受注営業員［344-01］、電子応用装置製造受注営業員［344-02］、鉄道車両製造

受注営業員［344-99］ 
 
349-04 会員勧誘員 

ゴルフクラブ・スポーツクラブ等の会員を募集するため、他人を訪問し、取引上の勧
誘・交渉・契約締結などを行う仕事に従事するものをいう。 
○ 冠婚葬祭会員募集員、ゴルフ場会員募集員、スポーツクラブ会員募集員、リゾートクラブ会

員募集員、レジャークラブ会員募集員 
 
349-05 新聞拡張員 

他人を訪問し、新聞の購読について取引上の勧誘・交渉・契約締結などを行う仕事に
従事するものをいう。 
なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。 
(1)新聞購読料を集金する仕事に従事するもの［291-01］ 
(2)新聞配達の仕事に従事するもの［755-03］ 

○ 新聞販売拡張員 
× 新聞購読料集金人［291-01］、新聞配達員［755-03］ 
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349-99 他に分類されない営業の職業 

コンピュータ上で作動する各種のパッケージソフトウェアの販売に関する営業、商品
取引の勧誘、その他 349-01～349-05 に含まれない営業の仕事をいう。 
○ 外務員（商品取引業）、パッケージソフトウェア販売営業員 
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