「内容分類」
一覧表
MYテーマを内容分類から指定する際は下記の分類レベル1〜3 からお選びください。各キーワードの番号は分類番号です。
（お申込書などに記載する際は、
「番号＋キーワード」でお願いいたします。会社名をご指定の場合は、任意でご記載ください。）
※「企業名」一覧表はございません。
名称変更があった分類は青字、新規に追加した分類は赤字、移動した分類は

で表示

分類レベル １

分類レベル ２

分類レベル ３

L1:18

最終更新日：2014年8月28日

L2:212 政治

L3:978 国内政治、L3:2274 外交・防衛、L3:1124 海外政治・国際問題、L3:2275 法令・法律改正、L3:1125 その他
（政治）

政治・経済・社会

L2:207 国内財政

L3:808 税金・国債、L3:991 保険・年金・金利、L3:979 株・投資動向、L3:2276 景気対策、L3:975 その他
（国内財政）

経済一般、
政局に関する情報

L2:208 国内経済

L3:637 景気動向、L3:2276 景気対策、L3:979 株・投資動向、L3:1123 雇用、L3:972 その他
（国内経済）

L2:234 世界経済・貿易

L3:996 貿易全般、L3:977 為替、L3:1117 海外景気動向・対策、L3:2277 国際金融、L3:1118 その他
（世界経済・貿易）

L2:237 社会

L3:2279 社会問題、L3:2280 災害・事故、L3:1506 事件・犯罪・防犯、L3:1122 社会全般、L3:2278 海外の社会事情

L2:235 環境・エコロジー（政治・経済・社会） L3:720 政治・経済・社会関連のエコロジー
L2:303 知的財産・特許
（政治・経済・社会） L3:1285 政治・経済・社会の知的財産・特許

L1:1

企業・経営・
ビジネス
企業の経営方法や
業績、ビジネス一般に
関する情報

L2:209 その他
（政治・経済・社会）

L3:639 その他
（政治・経済・社会）

L2:238 経営方針

L3:321 オピニオン・経営戦略、L3:1127 企業統治・危機管理、L3:1128 環境方針、L3:2281 業務改善、L3:2282 経営論、L3:983 そ
の他
（経営方針）

L2:99 企業・組織

L3:453 社名変更・組織変更・本社移転、L3:491 合併・吸収、L3:2283 資本参加・業務提携、L3:336 新会社・新団体・起業、L3:577
その他
（企業・組織）

L2:3 財務

L3:984 業績、L3:1001 資金調達、L3:1041 投資・経費、L3:3 その他
（財務）

L2:4 人事

L3:4 経営陣・キーマン、L3:574 人材育成・活用・制度、L3:573 雇用・退職、L3:731 労働条件・給与・組合、L3:492 リストラ・レイオフ、
L3:575 その他
（人事）

L2:414 マーケティング戦略

L3:2284 企業ブランディング、L3:2285 商品企画、L3:2286 広告・宣伝・販促、L3:2290 その他
（マーケティング戦略）

L2:119 経営危機・再建

L3:492 リストラ・レイオフ、L3:452 倒産・解散、L3:1129 再建、L3:1130 その他
（経営危機・再建）

L2:163 ビジネススキル・ノウハウ

L3:1134 ビジネススキル・ノウハウ一般、L3:1131 営業・販売・マーケティングスキル、L3:1132 経理・財務スキル、L3:2291 マネジメン
トスキル、L3:2292 起業ノウハウ、L3:2293 語学

L2:5 事件・事故・クレーム

L3:5 企業・経営・ビジネスの事件・事故・クレーム

L2:281 オフィスセキュリティ

L3:1257 オフィスセキュリティ全般

L2:282 知的財産・特許（企業・経営・ビジネス） L3:1258 企業・経営・ビジネスの知的財産・特許
L2:283 産学連携・協同（企業・経営・ビジネス） L3:1259 企業・経営・ビジネスの産学連携・協同

L1:11

情報システム
情報システム部門、
IT業界関係者向けの
情報

L2:88 その他
（企業・経営・ビジネス）

L3:307 その他
（企業・経営・ビジネス）

L2:109 コンピュータ本体

L3:374 サーバーマシン、L3:375 メインフレーム・スーパーコンピュータ、L3:2294 法人向けパソコン・タブレット端末、L3:2295 アプ
ライアンス、L3:376 その他
（コンピュータ本体）

L2:173 企業向け情報機器

L3:1016 ファクシミリ、L3:132 コピー・OA複合機、L3:749 ハンディターミナル、L3:883 POS端末、L3:884 その他
（企業向け情報機器）

L2:250 RFID（ICタグなど）

L3:657 ICタグ、L3:946 スマートカード
（ICカード）
、L3:1163 その他
（RFID）

L2:176 サーバー OS

L3:1008 Windowsサーバー、L3:79 Linuxサーバー、L3:81 UNIX 、L3:377 その他
（サーバー OS）

L2:133 サーバーアプリケーション

L3:528 Web配信・配信補助サーバー、L3:649 アプリケーションサーバー、L3:403 データベース、L3:527 メールサーバー、L3:726
DNS 、L3:773 その他
（サーバーアプリケーション）

L2:249 ストレージシステム・ソフト

L3:388 ネットワークストレージ、L3:533 バックアップ・リカバリ、L3:1162 その他
（ストレージシステム・NAS）

L2:152 システム設計・開発

L3:1155 システム設計ソフト/システム、L3:690 システム設計手法、L3:1156 プログラミング言語・開発ツール、L3:644 システム開発
手法、L3:2296 アプリ・ゲーム開発手法、L3:843 システム統合、L3:646 その他
（システム設計・開発）

L2:416 システムインフラサービス・ソフト

L3:2288 サーバー仮想化、L3:2289 デスクトップ仮想化、L3:403 データベース、L3:853 Webサービス、L3:1278 グリッドコン
ピューティング、L3:2297 法人向けクラウドサービス、L3:2298 データセンター、L3:2441 その他（システムインフラサービス・ソ
フト）

L2:111 システム運用管理

L3:390 IT資産管理、L3:391 システム管理ソフト、L3:531 クラスタリング・負荷分散ソフト、L3:533 バックアップ・リカバリ、L3:645
システム運用手法、L3:393 その他
（システム運用管理）

L2:115 情報共有システム

L3:648 EIPおよび構築ツール、L3:419 テレビ会議・パソコン会議、L3:489 文書管理システム、L3:389 グループウエア、L3:2299 社
内ブログ・SNS 、L3:2300 オフィスサイネージ、L3:418 その他
（情報共有システム）

L2:245 基幹業務システム

L3:413 ERP
（統合基幹業務支援）
、L3:412 SCM
（サプライチェーンマネジメント）
、L3:1092 人事管理システム、L3:415 会計システム・
ソフト、L3:416 プロジェクト・工程管理・生産管理システム、L3:417 その他
（基幹業務システム）

L2:246 営業支援システム

L3:411 CRM・SFA
（顧客支援システム）
、L3:836 コールセンター支援、L3:601 その他
（営業支援システム）

L2:247 調達・購買システム

L3:656 電子帳票システム、L3:844 電子調達システム、L3:169 マーケットプレイス、L3:842 その他
（調達・購買システム）

L2:157 データ分析・ナレッジマネジメント

L3:754 ナレッジマネジメントシステム、L3:755 テキストマイニング・データウエアハウス・ビッグデータ、L3:750 データ分析システム、
L3:648 EIPおよび構築ツール、L3:1164 その他
（データ分析・ナレッジマネジメント）

L2:248 特定業務システム

L3:629 電子納品システム、L3:1091 医療・製薬向け情報システム、L3:1161 金融業向け情報システム、L3:1160 その他
（特定業務シス
テム）

L2:179 電子政府

L3:913 住民基本台帳ネットワークシステム・マイナンバー、L3:914 電子投票、L3:915 電子申請、L3:623 電子入札、L3:177 その他
（電
子政府）

L2:137 情報システムセキュリティ・トラブル

L3:582 システムトラブル、L3:583 不正アクセス・情報保護、L3:548 コンピュータウイルス・対策、L3:551 バグ・セキュリティホール、
L3:590 サービス拒否攻撃（DoS）
、L3:557 情報暗号化技術・製品、L3:561 ユーザー認証・電子署名技術、L3:586 著作権管理・違法
コピー防止、L3:584 その他
（情報システムセキュリティ・トラブル）

L2:417 情報システム構築事例

L3:2301 情報システム構築事例全般

L2:144 IT関連スキルアップ・資格

L3:1166 ITスキル、L3:2302 IT関連キャリア、L3:604 IT関連資格、L3:1167 その他
（IT関連スキルアップ・資格）

L2:251 規格・法令
（情報システム）

L3:1168 情報システムの規格・法令全般

L2:418 情報工学

L3:2304 超高速コンピュータ、L3:2305 人工知能、L3:2303 その他
（情報工学）

L2:299 知的財産・特許
（情報システム）

L3:1279 情報システムの知的財産・特許

L2:300 産学連携・協同
（情報システム）

L3:1280 情報システムの産学連携・協同

L2:419 情報システム市場・業界動向

L3:2306 情報システムの市場・業界動向

L2:138 その他
（情報システム）

L3:563 その他
（情報システム）

分類レベル １

分類レベル ２

分類レベル ３

L1:16

L2:201 固定電話サービス

L3:130 固定電話サービス、L3:1017 IP電話サービス、L3:1044 その他
（固定電話サービス）

L2:223 携帯電話・PHSサービス

L3:2438 携帯電話・PHSサービス、L3:636 携帯電話用アプリ、L3:1186 携帯電話・PHS向け情報サービス、L3:1030 その他（携帯電
話・PHSサービス）

L2:110 WANサービス

L3:2307 専用線サービス、L3:447 広域Ethernetサービス、L3:466 VPNサービス、L3:392 その他
（WANサービス）

L2:252 企業向けインターネット接続インフラ

L3:143 xDSL接続サービス、L3:145 光回線接続サービス、L3:146 CATVインターネット、L3:1169 その他（企業向けインターネット
接続インフラ）

L2:254 その他
（通信サービス）

L3:131 その他
（通信サービス）

L2:132 ネットワーク機器・通信端末

L3:524 ルーター、L3:525 スイッチングハブ、L3:1282 無線LAN製品、L3:2308 ファイアウォール・VPN装置、L3:2309 内線電話シス
テム、L3:1016 ファクシミリ、L3:419 テレビ会議・パソコン会議、L3:1172 伝送路設備・部品、L3:526 その他（ネットワーク機器・通
信端末）

通信・ネットワーク・
放送
電話や通信サービス、
情報ネットワーク、
放送に関する情報

（VoIPなど）
、L3:2310 ネットワーク・LAN規格全般、L3:741 無線LAN規格、
L2:82 通信・インターフェース技術・規格・プ L3:546 通信プロトコル全般、L3:547 音声伝送プロトコル
L3:959 伝送規格全般、L3:2443 インターフェース技術・規格全般、L3:536 Webページ記述言語（HTMLなど）
、L3:537 データ交換
ロトコル
フォーマット
（XMLなど）
、L3:1173 その他
（通信・インターフェース技術・規格・プロトコル）

L2:255 放送サービス

L3:137 地上波テレビ放送、
L3:1175 BS/CS放送、
L3:1176 CATV放送、
L3:744 ラジオ放送・インターネットラジオ、
L3:1174 その他
（放
送サービス）

L2:420 放送技術・規格

L3:2311 放送技術・規格全般

L2:256 トラブル
（通信・ネットワーク・放送） L3:2312 通信インフラのトラブル、L3:1177 企業ネットワークのトラブル、L3:2313 放送トラブル
L2:421 構築事例・ノウハウ
（通信・ネットワー L3:2314 通信インフラ構築事例、L3:2315 企業ネットワーク構築事例、L3:2316 放送システム構築事例、L3:2317 ネットワーク構築
手法・ノウハウ、L3:1283 無線LAN構築・利用法、L3:2318 その他
（通信・ネットワーク・放送の構築事例・ノウハウ）
ク・放送）
L2:257 法令・政策（通信・ネットワーク・放送） L3:1180 通信・ネットワーク・放送関連の法令・政策全般
L2:259 スキルアップ・資格（通信・ネットワー L3:2319 通信ネットワーク資格、L3:2320 通信ネットワークのスキルアップ、L3:1183 その他（通信・ネットワーク・放送のスキルアップ・
資格）
ク・放送）
L2:422 通信工学

L3:2321 通信工学全般

L2:302 知的財産・特許
（通信・ネットワーク・
L3:1284 通信・ネットワーク・放送の知的財産・特許
放送）
L2:423 通信・ネットワーク・放送市場・業界
L3:2322 通信事業者の市場・業界動向、L3:2323 ネットワーク市場・業界動向、L3:2324 放送事業の市場・業界動向
動向
L2:205 その他
（通信・ネットワーク・放送）

L1:4

インターネット
サービス
インターネット関連
サービス・製品

L3:998 その他
（通信・ネットワーク・放送）

L2:29 個人向けインターネット接続インフラ L3:143 xDSL接続サービス、L3:145 光回線接続サービス、L3:146 CATVインターネット、L3:155 その他（個人向けインターネット接
続インフラ―有線ブロードバンド）
（有線ブロードバンド）
L2:126 個人向け無線インターネット接続
L3:501 公衆無線LANサービス、L3:2325 WiMAX 、L3:502 その他
（個人向け無線インターネット接続サービス）
サービス
L2:127 個人向けインターネット接続インフラ L3:503 ネット接続サービス（携帯・PHS）、L3:1186 携帯電話・PHS向け情報サービス、L3:510 その他（個人向けインターネット接続
インフラ―携帯・PHS）
（携帯・PHS）
L2:128 個人向けインターネット接続インフラ
L3:1088 その他
（個人向けインターネット接続インフラ）
（その他）
L2:33 EC

L3:303 オンラインショップ／モール、L3:174 ネット決済・電子マネー、L3:344 オンライン株取引、L3:612 オンライン銀行、L3:172 ネッ
トオークション、L3:175 その他
（EC）

L2:31 マルチメディア配信

L3:160 音楽・映像配信、L3:163 PtoPファイル交換サービス・ソフト、L3:301 その他
（マルチメディア配信）

L2:424 クラウドサービス

L3:2326 個人向けクラウドサービス、L3:2297 法人向けクラウドサービス

L2:32 ニュース・情報配信

L3:167 情報提供サービス、L3:166 検索サービス、L3:308 その他
（ニュース・情報配信）

L2:260 ネット上のコミュニケーション

L3:2327 ソーシャルネットワーキングサービス
（SNS）
、L3:2328 ネットゲーム、L3:931 インターネット電話、L3:1184 その他（ネット上
のコミュニケーション）

L2:181 eラーニング

L3:919 eラーニング全般

L2:231 eマーケティング

L3:1185 広告メール、L3:598 インターネット広告、L3:1109 その他
（eマーケティング）

L2:221 事件・事故
（インターネット関連）

L3:2329 サイバー攻撃・サイバーテロ、
L3:1022 ネット詐欺、
L3:1188 Webサイト改ざん、
L3:550 迷惑メール、
L3:1023 その他
（インター
ネット関連の事件・事故）

L2:156 法令・制度
（インターネットサービス） L3:1208 インターネットサービス関連の法令・制度
L2:289 知的財産・特許（インターネットサー
L3:1265 インターネットサービスの知的財産・特許
ビス）
L2:425 インターネットサービス市場・業界
L3:2330 インターネットサービス市場・業界動向
動向

L1:5

エレクトロニクス
電子機器・部品や
半導体の設 計・製 造
に関する情報

L2:122 その他
（インターネットサービス）

L3:481 その他
（インターネットサービス）

L2:38 CPU・LSI製品・技術

L3:274 CPU・マイコン、L3:631 IC・LSI 、L3:276 メモリー、L3:738 素材
（半導体関連）
、L3:277 その他
（CPU・LSI製品・技術）

L2:46 ディスプレイ製品・技術

L3:746 液晶ディスプレイ技術、L3:620 EL技術、L3:745 プラズマディスプレイ技術、L3:206 その他
（ディスプレイ製品・技術）

L2:47 ストレージ製品・技術

L3:887 光ディスク関連技術、L3:1204 半導体記憶装置、L3:1205 ハードディスク（磁気記録技術）
、L3:207 その他（ストレージ製品・
技術）

L2:42 光デバイス製品・技術

L3:622 撮像素子、L3:688 発光ダイオード（LED）
、L3:689 レーザー関連技術、L3:1095 光ファイバー関連技術、L3:202 その他（光
デバイス製品・技術）

L2:105 エレクトロニクス設計・製造

L3:1090 設計（エレクトロニクス）
、L3:352 エレクトロニクス製造技術・装置、L3:1082 検査技術・装置（エレクトロニクス）
、L3:1102
その他
（エレクトロニクス製造）

L2:230 その他電子部品

L3:1087 その他電子部品

L2:269 不具合・トラブル
（エレクトロニクス） L3:1230 エレクトロニクスの不具合・トラブル全般
L2:292 知的財産・特許
（エレクトロニクス） L3:1266 エレクトロニクスの知的財産・特許
L2:293 産学連携・協同
（エレクトロニクス） L3:1267 エレクトロニクスの産学連携・協同
L2:428 エレクトロニクス市場・業界動向

L3:2340 エレクトロニクスの市場・業界動向

L2:123 その他
（エレクトロニクス）

L3:483 その他
（エレクトロニクス）

分類レベル １

分類レベル ２

分類レベル ３

L1:2

L2:84 パソコン本体・ホームサーバー

L3:329 Windowsデスクトップパソコン、L3:330 Windowsノートパソコン・タブレットPC、L3:332 Macintosh 、L3:756 ホームサー
バー、L3:2331 タブレット、L3:461 その他
（パソコン本体・ホームサーバー）

L2:23 携帯電話・モバイル情報端末

L3:2331 タブレット、L3:2332 スマートフォン、L3:350 携帯電話機、L3:272 PHS端末、L3:115 PDA 、L3:119 ハンディ GPS 、
L3:2333 ウエアラブル端末、L3:885 電子辞書・電子ブック端末、L3:469 その他
（携帯電話・モバイル情報端末）

L2:12 プリンタ

L3:47 インクジェットプリンタ、L3:46 ページプリンタ、L3:633 OA複合機
（プリンタ＋ファクスなど）
、L3:49 その他
（プリンタ）

L2:13 ディスプレイ

L3:50 液晶ディスプレイ、L3:51 ELディスプレイ、L3:53 プロジェクタ、L3:54 その他
（ディスプレイ）

L2:8 パソコン・デジタルギア用記憶装置

L3:18 ハードディスクドライブ・NAS 、L3:21 リムーバブルディスクドライブ、L3:455 メモリーカード、L3:25 その他（パソコン・デジタ
ルギア用記憶装置）

パソコン・
デジタルギア
一般ユーザー向けの
パソコン本体や周辺機
器、各種デジタル機器、
関連サービスの情報

L2:9 個人向けネット接続機器

L3:26 ADSLモデム・TA 、L3:1189 ルーター（個人向け）
、L3:32 その他
（個人向けネット接続機器）

L2:261 動画像入力機器

L3:313 ビデオキャプチャボード・機器、L3:56 スキャナ、L3:737 PCカメラ、L3:1190 その他
（動画像入力機器）

L2:262 パソコン操作デバイス

L3:1191 パソコン操作デバイス全般

L2:187 デジタルカメラ

L3:120 デジタルスチルカメラ、L3:121 デジタルビデオカメラ、L3:737 PCカメラ、L3:934 その他
（デジタルカメラ）

L2:24 デジタルメディアプレーヤ

L3:124 デジタル音楽・AVプレーヤ、L3:702 ボイスレコーダー、L3:125 その他
（デジタルメディアプレーヤ）

L2:25 ゲーム機

L3:471 ゲーム専用機、L3:127 ゲームソフト、L3:472 その他
（ゲーム）

L2:26 その他デジタル玩具

L3:128 ロボット
（玩具）
、L3:129 その他
（デジタル玩具）

L2:263 クライアント向けOS

L3:1193 Windows 、L3:78 MacOS 、L3:1194 Linux 、L3:2334 iOS 、L3:2335 Android 、L3:82 その他
（クライアント向けOS）

L2:264 パソコン用ソフト

L3:98 インターネット関連ソフト、L3:1196 動画像編集再生ソフト、L3:96 オフィスソフト、L3:1195 その他
（パソコン用ソフト）

L2:426 モバイル端末用アプリ・サービス

L3:1186 携帯電話・PHS向け情報サービス、L3:636 携帯電話用アプリ、L3:2336 スマートフォン・タブレット用アプリ・サービス、
L3:2337 その他
（モバイル端末用アプリ・サービス）

L2:265 パソコンユーザー向けサービス

L3:602 ユーザーサポート、L3:1197 その他
（パソコンユーザー向けサービス）

L2:267 環境・エコロジー（パソコン・デジタ
L3:1200 パソコン・デジタルギア関連のエコロジー
ルギア）
L2:268 不具合・トラブル（パソコン・デジタ
L3:1202 ソフトウエアの不具合、L3:1203 ハードウエアの不具合、L3:1201 その他
（パソコン・デジタルギアの不具合・トラブル）
ルギア）
L2:288 知的財産・特許
（パソコン・デジタル
L3:1264 パソコン・デジタルギア関連の知的財産・特許
ギア）
L2:427 パソコン・デジタルギア市場・業界
L3:2339 パソコン・デジタルギアの市場・業界動向
動向

L1:6

車・機械・家電・
工業製品
車、家電、メカトロニクス
に関する情報

L2:120 その他
（パソコン・デジタルギア）

L3:462 その他
（パソコン・デジタルギア）

L2:191 車・バイク
（製造）

L3:968 エンジン・モーター、L3:614 電池、L3:210 その他部品
（車・バイク）
、L3:626 ITS・自動車情報システム、L3:1073 生産体制
（車・
バイク）
、L3:938 その他
（車・バイク－製造）

L2:49 車・バイク
（製品・販売）

L3:209 新型・モデルチェンジ、L3:1081 燃料電池車、L3:916 ハイブリッドカー、L3:894 電動自動車・バイク、L3:869 その他
（車・バイ
ク－製品・販売）

L2:101 その他乗り物製造

L3:2341 自転車、L3:338 飛行機・ロケット、L3:485 船舶、L3:486 鉄道、L3:487 その他
（その他乗り物製造）

L2:50 白物家電

L3:2342 調理家電、L3:2343 洗濯機・掃除機、L3:2344 エアコン・ストーブ・空気清浄機、L3:2345 照明機器、L3:217 その他（白物
家電）

L2:439 AV家電

L3:786 テレビ、L3:123 HD・DVD・BDプレーヤ/レコーダ、L3:756 ホームサーバー、L3:1033 ホームシアターシステム、L3:2346 ステ
レオ・音響システム、L3:121 デジタルビデオカメラ、L3:124 デジタル音楽・AVプレーヤ、L3:940 その他
（AV家電）

L2:243 ロボット

L3:219 ロボット
（産業）
、L3:128 ロボット
（玩具）
、L3:1153 その他
（ロボット）

L2:161 工業製品・グッズ

L3:780 光学製品、L3:1271 時計、L3:1272 文房具、L3:783 その他
（工業製品・グッズ）

L2:429 生産用機械

L3:219 ロボット
（産業）
、L3:2347 農業用機械、L3:2348 建設機械、L3:2349 鉱業機械、L3:2355 食品加工機械、L3:2350 その他
（生
産用機械）

L2:430 業務用機械・汎用機械

L3:2351 改札機・自販機・両替機・CD・ATM 、L3:2352 娯楽用機械、L3:732 発電機、L3:2353 タービン・ポンプ、L3:2354 その他
（業
務用機械・汎用機械）

L2:51 設計・製造
（機械関連）

L3:218 CAD/CAM/CAE、L3:619 製造機械・工具、L3:219 ロボット（産業）
、L3:607 工業デザイン、L3:770 規格（機械関連）
、
L3:220 その他
（機械関連の設計・製造）

L2:52 ナノテクノロジー

L3:1493 ナノ素材・マテリアル、
L3:1494 ナノデバイス
・MEMS 、
L3:1495 ナノテクノロジー理論・基礎、
L3:221 その他
（ナノテクノロジー）

L2:149 素材・部材

L3:1037 金属材料、L3:1268 繊維、L3:1269 ゴム、L3:2357 樹脂・プラスチックス、L3:1270 ガラス・セラミックス、L3:614 電池、
L3:632 その他
（車・機械・家電・工業製品の素材・部材）

L2:153 環境・エコロジー（車・機械）

L3:684 環境・自然保護（車・機械）
、L3:685 リサイクル・廃棄物処理、L3:1081 燃料電池車、L3:916 ハイブリッドカー、L3:894 電動
自動車・バイク、L3:677 その他
（車・機械関連のエコロジー）

L2:244 修理・クレーム

L3:757 車・機械・家電・工業製品の修理・クレーム全般

L2:294 知的財産・特許（車・機械・家電・工
L3:1273 車・機械・家電・工業製品の知的財産・特許
業製品）
L2:295 産学連携・協同（車・機械・家電・工
L3:1274 車・機械・家電・工業製品の産学連携・協同
業製品）
L2:431 車・機 械・家電・工業製品の市場・
L3:2358 自動車・バイクの市場・業界動向、L3:2359 家電の市場・業界動向、L3:2360 機械・工業製品の市場・業界動向
業界動向
（車・機械・家電・工業製品）
L2:104 その他
（車・機械・家電・工業製品） L3:343 その他

L1:7

建設・不動産
建築・土木に関する
設計・施工技術や事例、
不動産事業などの情報

L2:432 建設・建築

L3:774 商業建築設計・デザイン、L3:2361 住宅設計・デザイン、L3:223 建設施工技術・ツール、L3:927 建築施工コスト、L3:230 建
築資材、L3:962 住宅・商業建築・オフィス設備、L3:779 リフォーム・修理、L3:1053 建設事業・事例、L3:1275 住宅・施設向け防犯・
防災

L2:433 土木・都市開発

L3:1139 土木設計・デザイン、L3:2439 土木施工コスト、L3:2362 都市計画、L3:1140 土木施工技術・ツール、L3:1052 土木事業・事例、
L3:2363 都市開発・不動産開発事例、L3:2364 土木・都市開発の防災、L3:2365 土木インフラメンテナンス

L2:160 不動産事業

L3:2362 都市計画、L3:2363 都市開発・不動産開発事例、L3:2366 不動産運用、L3:2367 不動産管理、L3:1234 不動産事業の市場・
業界動向、L3:777 その他
（不動産事業）

L2:155 建築・土木事業・不動産事例

L3:1053 建設事業・事例、
L3:1052 土木事業・事例、
L3:2363 都市開発・不動産開発事例、
L3:695 その他
（建築・土木事業・不動産事例）

L2:56 建築トラブル

L3:707 不良・トラブル
（建築・土木関連）
、L3:225 事故・災害
（建築・土木関連）
、L3:1206 その他
（建築トラブル）

L2:240 環境・エコロジー（建設・不動産）

L3:1144 省エネルギー（建設・不動産）
、L3:1145 環境・自然保護
（建設・不動産）
、L3:1143 その他
（建設・不動産関連のエコロジー）

L2:55 規格・法令・資格（建設・不動産）

L3:2371 建築関連の資格、L3:2372 不動産関連の資格、L3:748 建設・不動産関連の規格・法令

L2:434 建築・不動産の市場・業界動向

L3:2369 建設・建築の市場・業界動向、L3:2370 土木・都市開発の市場・業界動向、L3:1234 不動産事業の市場・業界動向

L2:117 その他
（建設・不動産）

L3:445 その他
（建設・不動産）

分類レベル １

分類レベル ２

分類レベル ３

L1:8

L2:61 病気・怪我と治療・検査

L3:233 身体の疾患、L3:798 精神の疾患、L3:1338 症例、L3:882 その他
（病気・怪我）

L2:60 医薬品

L3:667 創薬、L3:232 薬品、L3:1286 処方・服薬、L3:651 その他
（医薬品）

L2:66 医療機器・用品・システム

L3:238 医療機器・用品、L3:1091 医療・製薬向け情報システム、L3:1096 その他
（医療機器・用品・システム）

L2:147 病院・薬局・施設経営

L3:616 病院・薬局・施設紹介、L3:799 病院・薬局・施設経営ノウハウ、L3:724 診療・薬剤報酬、L3:1135 その他
（病院・薬局・施設経営）

L2:63 看護・介護

L3:800 看護・介護機器、L3:1325 介護サービス、L3:235 その他
（介護・看護）

L2:65 バイオ技術

L3:647 遺伝子・細胞、L3:2374 醸造・発酵・酵母、L3:964 たんぱく質解析、L3:669 バイオ新素材、L3:2375 バイオ燃料、L3:593 そ
の他
（バイオ技術）

L2:142 バイオ・医療トラブル

L3:594 医療事故、L3:1136 食の安全、L3:1137 その他
（バイオ・医療トラブル）

L2:67 法令
（医療・バイオ）

L3:239 医療・バイオの法令全般

L2:435 医療関連資格・スキルアップ

L3:2376 医師資格、L3:2377 看護師資格、L3:2378 薬剤師資格、L3:2379 その他（医療関連資格）
、L3:2380 医療・薬剤・看護・介
護の知識、L3:1138 その他
（医療関連スキルアップ）

L2:297 知的財産・特許
（医療・バイオ）

L3:1276 医療・バイオの知的財産・特許

L2:298 産学連携・協同
（医療・バイオ）

L3:1277 医療・バイオの産学連携・協同

L2:124 その他
（医療・バイオ）

L3:488 その他
（医療・バイオ）

L2:443 第一次産業

L3:2412 農業、L3:2413 酪農業・畜産業、L3:2414 林業、L3:2415 水産業、L3:2416 鉱業・化学原料、L3:2417 第一次産業の事故・災害・
トラブル、L3:2411 第一次産業の産学連携・協同、L3:2418 第一次産業の市場・業界動向、L3:2419 その他
（第一次産業）

L2:444 エネルギー事業

L3:2420 火力発電、L3:2421 原子力発電、L3:2422 水力・風力・地熱発電、L3:2423 太陽光・太陽熱発電、L3:2424 ガス事業、
L3:1074 エネルギー資源・燃料、L3:2425 送電事業、L3:2426 エネルギー管理、L3:2407 エネルギー事業の環境・エコロジー、
L3:2432 エネルギー事業の事故・災害・トラブル、L3:2433 エネルギー事業の知的財産・特許、L3:2410 エネルギー事業の産学連携・
協同、L3:2431 エネルギー事業の市場・業界動向、L3:300 その他
（エネルギー事業）

L2:445 水道・水事業

L3:2430 上下水道事業、L3:2408 水道・水事業の環境・エコロジー、L3:2427 水道・水事業の事故・災害・トラブル、L3:2428 水道・
水事業の産学連携・協同、L3:2429 その他
（水道・水事業）

L2:69 メディア・音楽・スポーツ

L3:245 テレビ番組・映画・演劇、L3:2381 出版・新聞、L3:2382 広告、L3:247 音楽、L3:311 スポーツ、L3:305 その他
（メディア・音楽・
スポーツ）

L2:143 行楽

L3:713 旅行、L3:2383 ホテル・宿泊、L3:832 アミューズメント施設、L3:2384 商業・複合施設、L3:2385 博物館・美術館・動物園・
水族館・植物園、L3:596 その他
（行楽）

医療・バイオ
医学、バイオテクノロジー
に関する情報

L1:47

第一次産業・
エネルギー事業・水事業
農業、林業、漁業、鉱業
およびエネルギー事業、
水事業に関する情報

L1:9

サービス・流通・
生活・文化

食品業界や金融商品、
L2:186 ゲーム
エンターテインメント産業、
L2:241 金融・保険
生活関連などの情報

L3:471 ゲーム専用機、L3:127 ゲームソフト、L3:2328 ネットゲーム、L3:472 その他
（ゲーム）
L3:1149 金融商品・サービス、L3:1150 保険商品・サービス、L3:1147 その他
（金融・保険）

L2:242 旅客・運輸サービス

L3:1151 旅客サービス、L3:1152 運輸サービス、L3:1148 その他
（旅客・運輸サービス）

L2:436 教育サービス

L3:2386 大学、L3:2387 学習塾・予備校、L3:2388 教養・生涯学習、L3:2389 スポーツ・フィットネスクラブ、L3:2390 その他
（教育サー
ビス）

L2:270 人材サービス

L3:1232 人材派遣サービス、L3:1231 その他
（人材サービス）

L2:437 専門サービス業

L3:2391 弁護士・特許・会計士事務所、L3:2392 動物病院・獣医、L3:2393 各種コンサルタント業、L3:2394 その他
（専門サービス業）

L2:271 卸・小売サービス

L3:1146 食料品店・スーパー、L3:2395 百貨店、L3:2396 コンビニエンスストア、L3:2397 卸・商社、L3:1233 その他
（卸・小売サービス）

L2:272 ファッション・衣料

L3:2398 ファッション、L3:2399 衣料、L3:1236 その他
（ファッション・衣料）

L2:68 食品・外食産業

L3:242 食材・食品・飲料、L3:1146 食料品店・スーパー、L3:241 レストラン・飲食店、L3:997 食品表示・トレーサビリティ、L3:1136
食の安全、L3:342 その他
（食品・外食産業）

L2:441 食品衛生

L3:997 食品表示・トレーサビリティ、L3:1136 食の安全、L3:866 その他
（食品衛生）

L2:438 住まい・暮らし

L3:2400 住居購入・引っ越し、L3:2401 家具・雑貨、L3:2402 家事、L3:2403 育児・家庭内教育、L3:2404 生き方、L3:2405 その他
（住
まい・暮らし）

L2:440 健康維持・美容

L3:666 健康維持・用品・食品、L3:2406 ストレスケア・心の健康、L3:236 ダイエット・美容、L3:1064 その他
（健康維持・美容）

L2:72 その他
（サービス・流通・生活・文化）

L3:248 その他
（サービス・流通・生活・文化）

ビズボードスペシャル（L1:35）

「ビズボードスペシャル」は複数の分野に渡るキーワードを一つにパッケージ化したものです。
（内容分類と同様に、
「番号＋キーワード」でお申込書などにご記入ください。）

L2:279 環境・エコロジー

L2:286 産学連携・協同

L3:684 環境・自然保護（車・機械）
、L3:685 リサイクル・廃棄物処理、L3:1128 環境方針、L3:1144 省エ
ネルギー（建設・不動産）
、L3:1145 環境・自然保護
（建設・不動産）
、L3:1143 その他
（建設・不動産関連
のエコロジー）
、L3:1081 燃料電池車、L3:916 ハイブリッドカー、L3:894 電動自動車・バイク、L3:1200
パソコン・デジタルギア関連のエコロジー、L3:677 その他（車・機械関連のエコロジー）
、L3:720 政治・
経済・社会関連のエコロジー、L3:2407 エネルギー事業の環境・エコロジー、L3:2408 水道・水事業の
環境・エコロジー、L3:1255 その他
（環境・エコロジー）

L3:1259 企業・経営・ビジネスの産学連携・協同、L3:1280 情報システムの産学連携・協同、L3:1267 エ
レクトロニクスの産学連携・協同、L3:1274 車・機械・家電・工業製品の産学連携・協同、L3:1277 医療・
バイオの産学連携・協同、L3:2410 エネルギー事業の産学連携・協同、L3:2411 第一次産業の産学連携・
協同、L3:1262 その他
（産学連携・協同）

L2:446 資格・スキル

L3:1037 金属材料、L3:1268 繊維、L3:1270 ガラス・セラミックス、L3:738 素材（半導体関連）
、L3:669
バイオ新素材、L3:2409 木材、L3:632 その他
（車・機械・家電・工業製品の素材）
、L3:1263 その他
（素材）

L3:1134 ビジネススキル・ノウハウ一般、L3:1131 営業・販売・マーケティングスキル、L3:1132 経理・
財務スキル、L3:2291 マネジメントスキル、L3:2292 起業ノウハウ、L3:2293 語学、L3:1166 ITスキル、
L3:2302 IT関連キャリア、L3:604 IT関連資格、L3:1167 その他（IT関連スキルアップ・資格）
、L3:2319
通信ネットワーク資格、L3:2320 通信ネットワークのスキルアップ、L3:1183 その他（通信・ネットワーク・
放送のスキルアップ・資格）
、L3:2371 建築関連の資格、L3:2372 不動産関連の資格、L3:2376 医師資
格、L3:2377 看護師資格、L3:2378 薬剤師資格、L3:2379 その他
（医療関連資格）
、L3:2380 医療・薬剤・
看護・介護の知識、L3:1138 その他
（医療関連スキルアップ）

L2:447 事例
L3：2301 情報システム構築事例全般、L3:2314 通信インフラ構築事例、L3:2315 企業ネットワーク構築
事例、L3:2316 放送システム構築事例、L3:1053 建設事業・事例、L3:1052 土木事業・事例、L3:2363
都市開発・不動産開発事例、L3:695 その他
（建築・土木事業・不動産事例）

L2:449 学術系

L2:448 法令
L3:2275 法令・法律改正、L3:1168 情報システムの規格・法令全般、L3:1180 通信・ネットワーク・放送
関連の法令・政策全般、L3:1208 インターネットサービス関連の法令・制度、L3:748 建設・不動産関連
の規格・法令、L3:239 医療・バイオの法令全般、L3:2437 その他
（法令）

L2:285 知的財産・特許
L3:1285 政治・経済・社会の知的財産・特許、L3:1258 企業・経営・ビジネスの知的財産・特許、L3:1279
情報システムの知的財産・特許、L3:1284 通信・ネットワーク・放送の知的財産・特許、L3:1265 インター
ネットサービスの知的財産・特許、L3:1264 パソコン・デジタルギア関連の知的財産・特許、L3:1266 エ
レクトロニクスの知的財産・特許、L3:1273 車・機械・家電・工業製品の知的財産・特許、L3:1276 医療・
バイオの知的財産・特許、L3:2433 エネルギー事業の知的財産・特許、L3:1261 その他
（知的財産・特許）

お問い合わせ

L2:287 素材

L3:2304 超高速コンピュータ、L3:2305 人工知能、L3:2303 その他（情報工学）
、L3:2321 通信工学全
般、L3:2434 自然科学、L3:2435 考古学・歴史、L3:2436 その他
（学術系）

L2:442 市場・業界動向
L3:2306 情報システムの市場・業界動向、L3:2322 通信事業者の市場・業界動向、L3:2323 ネットワー
ク市場・業界動向、L3:2324 放送事業の市場・業界動向、L3:2330 インターネットサービス市場・業界
動向、L3:2339 パソコン・デジタルギアの市場・業界動向、L3:2340 エレクトロニクスの市場・業界動
向、L3:2358 自動車・バイクの市場・業界動向、L3:2359 家電の市場・業界動向、L3:2360 機械・工業
製品の市場・業界動向、L3:1234 不動産事業の市場・業界動向、L3:2369 建設・建築の市場・業界動向、
L3:2370 土木・都市開発の市場・業界動向、L3:2418 第一次産業の市場・業界動向、L3:2431 エネルギー
事業の市場・業界動向

日経BP社 デジタルマーケティング部 「日経BPビズボード」担当

〒108-8646 東京都港区白金 1-17-3 bzbsales@nikkeibp.co.jp

