
製造

建設

情報

運輸

金融

証券アナリスト

不動産 住宅・不動産営業

営業 管理

マンション管理フロント
マンション管理員
駐車場管理

ビデオレンタル店店員
レンタカー店舗スタッフ

エコノミスト

農業
林業
漁業

薬学研究者

高分子化学技術者

分析化学技術者

バイオテクノロジー技術者

調査・
研究

企画・調査担当

植物工場の研究開発

食品技術者

専門
サービス

生産・品質管理技術者

企画・
設計

精密機器技術者 産業用ロボット開発技術者

機械設計技術者 半導体技術者

電子機器技術者

製版オペレーター、DTPオペレーター

航空機開発エンジニア（ジェットエンジン）

自動車技術者

陶磁器技術者 ファインセラミックス製造技術者

非鉄金属製錬技術者

商品企画開発（チェーンストア）

生産・工程管理事務

インダストリアルデザイナー

不動産鑑定士

木材製造 紙器製造合板製造 家具製造建具製造

乳製品製造 しょうゆ製造冷凍加工食品製造

工場労務作業員

ビール製造

織布工/織機オペレーターパタンナー 紡績機械オペレーター

印刷オペレーター 製本オペレーター

製造

光学機器組立 生産用機械組立 医療用画像機器組立半導体製造

製品包装作業員

石油精製オペレーター 化学製品製造オペレーター

タイヤ製造 プラスチック成形 靴製造 ガラス食器製造 陶磁器製造 石工

非破壊検査技術者

NC工作機械オペレーター 鉄鋼製造オペレーター めっき工 溶接工 金型工金属プレス工

食品・飲料

化学製品

機械

印刷

繊維

木材・紙

鉄鋼・金属

その他

土木・建築工学研究者

調査・
研究

植物工場の設計、施工

建築設計技術者土木設計技術者
CADオペレーター

太陽光発電の設計・施工

設計

プラント設計技術者

原子力技術者

宇宙開発技術者

電気

建設

宇宙

建設機械オペレーター
建築施工管理技術者 土木施工管理技術者 潜水士 建築板金

建築塗装工 とび 大工

送電線工事 電気工事士 検針員

ダンプカー運転手

施工

建設

電気

太陽光発電のメンテナンス
発電所運転管理

保守管理

電気

データサイエンティスト 情報工学研究者

気象予報士
通訳者

通信・情報
サービス

放送・映像・
音声・文字

プログラマー

テクニカルライター

アナウンサー映像編集者 舞台照明スタッフCG制作

新聞記者 テクニカルイラストレーター

放送ディレクター テレビ・ラジオ放送技術者

広報コンサルタント

ネット通販の企画開発

アニメーターグラフィックデザイナー Webデザイナー

システムエンジニア（業務用システム）

デジタルビジネスイノベーターITコンサルタントプロジェクトマネージャー（IT）

ソフトウェア開発（パッケージソフト） 電気通信技術者

AIエンジニア

設計・
製作

翻訳者コピーライター

動画制作

通信・情報
サービス

放送・映像・
音声・文字

運用管理

運用・管理（IT）

ヘルプデスク（IT）

セキュリティエキスパート（オペレーション）

通信・情報サー
ビス

船員

航空整備士

電車運転士

タクシー運転手トラック運転手

パイロット

航海士

運転 整備 保管

鉄道車両清掃鉄道

道路

水運

航空

倉庫作業員　　積卸作業員　こん包作業員

ピッキング作業員
港湾荷役作業員

サービス・
管制

駅務員

ディスパッチャー（航空機運航管理者）

客室乗務員空港グランドスタッフ

航空管制官

引越作業員 宅配便配達員産業廃棄物収集運搬作業員

鉄道

道路

航空

鉄道運転計画・運行管理鉄道

計画・
管理

調査・
研究

調査

稲作農業者 果樹栽培者

花き栽培者

ハウス野菜栽培者

植物工場の栽培管理

酪農従事者

沿岸漁業従事者 水産養殖従事者

生産

農業

林業

漁業

林業作業

農業技術者畜産技術者

林業技術者

水産技術者

研究・
開発

農業

林業

漁業

植物工場の研究開発

総務事務

人事事務

経理事務

企業法務担当

内部監査人

受付事務

IR広報担当

コンプライアンス推進担当

共通の
仕事

人事コンサルタント 経営コンサルタント 中小企業診断士

M&Aマネージャー、M&Aコンサルタント/M&Aアドバイザー
知的財産コーディネーター知的財産サーチャー マーケティング・リサーチャー

サービス

企業間で行われる仕事 －知らない職業を探してみよう－

※ 個人向けサービスを行う業界（宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉、複合サービス事業等）、公務は除いています。
※ 職業は例として抜粋しています。

産業用ロボットの設置・設定

自動車営業 商社営業

医薬情報担当者（MR）

紡織設備管理・保全

印刷営業

せり人

世の中には、普段の暮らしの中で目にしない仕事がたくさんあります。この図では、主にBtoB（企業間取引）に関わる仕事をサポートする仕事・研究する仕事・設計する仕事・作る仕事・提供する仕事に分類しています。知らない職業をクリックして、どんな仕事なのか見てみましょう！

サポートする仕事

事業の管理・運営を
サポートする仕事

研究する仕事

新たなモノやサービスを
調査・研究する仕事

設計する仕事

モノやサービスを
企画・設計する仕事

作る仕事

モノやサービスを
構築・作成する仕事

提供する仕事

モノやサービスを顧客に
販売・提供する仕事

販売・
提供

第一次
産業

第二次
産業

調査・
研究

顧客企業

第三次
産業

図解

営業

営業（IT）

タクシー配車オペレーター

鉄道線路管理

銀行支店長

アクチュアリー

銀行等窓口事務

損害保険事務代理店営業（保険会社）

証券外務員 ディーラー

銀行・信用金庫渉外担当

保険営業（生命保険、損害保険）

ファンドマネージャー

ファイナンシャル・プランナー

サービス

銀行

保険

証券

独立系ファイナンシャル・アドバイザー（IFA）

タンクローリー乗務員

セキュリティエキスパート（脆弱性診断）
データエンジニア
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