
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

■ 調査票の「２．平成１８年度決算について」のうち、「問８．売上高の内訳」での項目の判定

と、「問９．御社の主たる事業について」の分類番号欄の記入にあたっては、必ず本冊子「業

種分類表」を参照の上、記入するようお願いします。 

 

 

調査票の「問８．売上高の内訳」では、御社の行っている事業が業種別内訳のどの項目にあて

はまるのかを答える際にご参照ください。 

 

また、調査票の「問９．御社の主たる事業について」の分類番号欄には、本冊子の該当する業

種の「分類番号・業種分類」欄の分類番号（３桁の数字）を記入してください。   

 

※ 詳細は、本冊子１ページをご覧ください。 

 

平成１９年（２００７年） 
 

中小企業実態基本調査 
 

＜業種分類表＞ 

～ 問８および、問９をご記入する際のお願い ～ 

     
経済産業省中小企業庁 事業環境部企画課調査室 

 
【お問い合わせ先】「中小企業実態基本調査」事務局 

 

・電  話：０１２０－４３４－３６９（フリーダイヤル） 

      ０３－５２９４－９３４０（直通） 

・受付時間：平日（月～金、祝日除く）９：００～１８：００ 

本冊子は、調査票の問８と問９をお答えする際に、お使いください。 
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問 8 売上高の内訳について、平成１８年度決算の損益計算書などを参照して記入してください。 

  

問 9 「問 8．売上高の内訳」で、最も大きい数字を記入した内訳項目（すなわち御社の主たる事業）についておうかがいします。 

御社の主たる事業について、その内訳を収入の多い順に、同封の『業種分類表（紫色の冊子）』の中から分類番号
（３桁）を３つ選び、その分類番号と収入割合を記入してください。それ以外（主業の内訳のうち上位３つ以外）のもの
は、その他の欄にまとめて記入してください。 

内訳 分類番号 事業の種類（分類番号が分からない場合に記入してください。） 割  合 

第 1 位 ４ ０ １ インターネット附随サービス業  ６ ０ ％

第 2 位 ３ ９ １ ソフトウェア業  ４ ０ ％

第 3 位       ％

その他 ９ ９ ２ 主たる業種のうち上記以外の事業   ％

合  計 １ ０ ０ ％

 

業種別内訳 割  合      分類表 

建設事業の収入    ％ ⇒ ４～５ページへ    （分類番号：０６１～０８９） 

製造品売上高    ％ ⇒ ６～２０ページへ  （分類番号：０９１～３２９） 

加工賃収入    ％ ⇒ ６～２０ページへ  （分類番号：０９１～３２９） 

情報通信事業の収入  ８ ０ ％ ⇒ ２１～２２ページへ （分類番号：３７１～４１５） 

運輸事業の収入    ％ ⇒ ２３～２４ページへ （分類番号：４３１～４８９） 

不動産事業の収入    ％ ⇒ ３２ページへ    （分類番号：６８１～６９４） 

※卸売の商品売上高    ％ ⇒ ２５～２８ページへ （分類番号：４９１～５４９） 

※小売の商品売上高    ％ ⇒ ２９～３１ページへ （分類番号：５５１～６０９） 

飲食事業の収入    ％ ⇒ ３３ページへ    （分類番号：７０１～７１３） 

宿泊事業の収入    ％ ⇒ ３３ページへ    （分類番号：７２１～７２９） 

サービス事業の収入  ２ ０ ％ ⇒ ３４～３９ページへ （分類番号：８０１～９０９） 

その他の事業の収入    ％ 

合  計 １ ０ ０ ％ 

     

⇒ ※ 当割合が一番大きい場合は今回の調査対象外です。 

（農業、林業、漁業、鉱業、電気・ガス・熱供給・水道業、 
金融・保険業、医療、福祉、教育、学習支援業、 
複合サービス事業、公務など） 

～ 分類番号の検索手順 ～ 

『情報系のＡ社の事例』 
１．Ａ社では、「サーバーハウジング」、「情報システム開発」、「デザイン」の３つの事業をおこなっています。 

Ａ社の売上高が１億円、各事業の売上が４ ,８００万円、３ ,２００万円、２ ,０００万円の場合、

売上の内訳をパーセンテージで表すと以下のようになります。 
   ＜売上の内訳＞：「サーバーハウジング：４８％」、「情報システム開発：３２％」、「デザイン：２０％」 
２．次に、業種分類表から調べてみると、サーバーハウジングと情報システム開発は、【情報通信業】にあたるの

で合計して８０（=４８＋３２）％が「情報通信事業の収入」と判定できます。また、デザインは、【サービ

ス業（他に分類されないもの）】にあたるため「サービス事業の収入」が２０％となります。 
  （⇒ 問８記入へ） 
３．次に、主たる事業である情報通信事業の分類番号「３７１」～「４１５」（分類表２１～２２頁）の中から、

売上の割合の高い順に、サーバーハウジングに該当する「４０１インターネット附随サービス業」、情報シス

テム開発に該当する「３９１ソフトウェア業」を記入し、主たる事業を１００％とした時のそれぞれの収入

割合は、以下の計算式より、６０％、４０％と算出し記入します。 （⇒ 問９記入へ） 
   ＜収入割合の計算式＞ 
     〔各事業の収入割合〕 ＝ 〔各事業の売上額〕÷〔主たる事業の売上額〕×１００  

・ サーバーハウジングの収入割合 ＝ 4,800 万円 ÷ (4,800 万円＋3,200 万円) × 100 ＝ ６０％ 
・ 情報システム開発の収入割合  ＝ 3,200 万円 ÷ (4,800 万円＋3,200 万円) × 100 ＝ ４０％ 

（注）「サービス事業の収入２０％（分類表３４～３９頁）」は、主たる事業ではないため問９では記入しません。

【 問８、問９ご回答の例 】 
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業種 主な内容例示 ページ番号 

 

【建設業】                                                                                          ･･･４ 

１．総合工事業  （一般土木、舗装、建築、リフォームなど） ･･･４ 

２．職別工事業  ※ 設備工事業を除く   （大工工事、鉄骨・鉄筋、左官、板金、塗装など）    ･･･４ 

３．設備工事業        （電気、電気通信、管工事、機械器具設置、熱絶縁など） ･･･５ 

   

【製造業】                                                                                            ･･･６ 

１．食料品製造業 （畜産・水産・農産製品、調味料、糖類、冷凍食品など） ･･･６ 

２．飲料・たばこ・飼料製造業            （清涼飲料、酒類、茶、製氷、たばこ、飼料など） ･･･７ 

３．繊維工業  ※ 衣服、その他の繊維製品を除く （製糸、紡績、織物、ニット生地、染色、レースなど） ･･･８ 

４．衣服・その他の繊維製品製造業          （織物製・ニット製外衣、下着、和装、寝具など） ･･･９ 

５．木材・木製品製造業 ※ 家具を除く （製材、造作材、合板、木製容器、コルク製品など） ･･･10 

６．家具・装備品製造業 （家具、宗教用具、建具、事務所用装備品など）  ･･･10 

７．パルプ・紙・紙加工品製造業             （パルプ、紙、段ボール、紙製容器、繊維板など） ･･･11 

８．印刷・同関連業    （印刷、製版、製本、校正刷など） ･･･11 

９．化学工業 （化学繊維、化学肥料、石けん、医薬品、化粧品など） ･･･12 

１０．石油製品・石炭製品製造業              （石油精製品、潤滑油、コークス、舗装材料など） ･･･13 

１１．プラスチック製品製造業                （プラスチック板・フィルム、発泡製品など） ･･･13 

１２．ゴム製品製造業 （タイヤ・チューブ、ゴムベルト、再生ゴムなど） ･･･14 

１３．なめし革・同製品・毛皮製造業 （なめし革、工業用革製品、革製履物、毛皮など） ･･･14 

１４．窯業・土石製品製造業                  （ガラス、セメント、陶磁器、研磨材など） ･･･15 

１５．鉄鋼業 （製鉄、製鋼、鉄素形材、鉄スクラップ加工処理など） ･･･16 

１６．非鉄金属製造業 （銅、亜鉛、電線、ケーブル、非鉄金属素形材など） ･･･16 

１７．金属製品製造業 （ブリキ缶、洋食器、暖房装置、金属線、ボルトなど） ･･･17 

１８．一般機械器具製造業 （ボイラ・原動機、農業用・建設用・事務用機械など） ･･･17 

１９．電気機械器具製造業 （民生用電気機械、電球、電子応用装置、電気計測器） ･･･18 

２０．情報通信機械器具製造業 （通信機械器具、電子計算機、印刷装置など） ･･･19 

２１．電子部品・デバイス製造業 （電子管、半導体素子、プリント回路など）   ･･･19 

２２．輸送用機械器具製造業 （自動車、鉄道車両、産業用運搬車両、自転車など） ･･･19 

２３．精密機械器具製造業 （測定器、医療用機械、光学機械、眼鏡、時計など） ･･･20 

２４．その他の製造業 （貴金属、楽器、運動用具、装飾品、漆器など） ･･･20 

   

【情報通信業】 ※ 信書送達業、公共放送業を除く                              ･･･21 

１．通信業 （固定電気通信、携帯電話業、無線呼出し業など） ･･･21 

２．放送業 （民間放送、有線放送、CATV、有線ラジオなど）     ･･･21 

３．情報サービス業 （ソフトウェア、データベースサービス、市場調査など） ･･･21 

４．インターネット附随サービス業 （電子認証、サーバーハウジング、ASPなど） ･･･22 

５．映像・音声・文字情報制作業 （映画撮影所、TV番組制作、音楽出版社、新聞社、出版

業、貸スタジオ業など）          

･･･22 

   

【運輸業】 ※ 鉄道業、航空運輸業を除く                                                             ･･･23 

１．道路旅客運送業   （バス、タクシー、人力車、そり運送など） ･･･23 

２．道路貨物運送業 （貨物自動車運送、集配利用運送など）  ･･･23 

３．水運業    （外航旅客・外航貨物航路、通船、河川水運など） ･･･23 

４．倉庫業    （普通倉庫、冷蔵倉庫など）           ･･･23 

５．運輸に附帯するサービス業        （港湾運送、運送代理店、こん包業、運輸施設提供など） ･･･24 

 
 

業種分類表 【目次】



 

 

- 3 - 

 

 

業種 主な内容例示 ページ番号

 

【卸売業】                                                                                 ･･･25 

１．各種商品卸売業 （総合商社、各種商品卸売、貿易商社など）           ･･･25 

２．繊維・衣服等卸売業 （繊維品卸、衣服・身の回り品卸など）  ･･･25 

３．飲食料品卸売業      （農畜産物・水産物卸、食料・飲料卸など）     ･･･26 

４．建築材料､鉱物･金属材料等卸売業       （建築・金属材料卸、化学製品卸、再生資源卸など） ･･･26 

５．一般機械器具卸売業 （自動車卸、一般機械器具卸、電気機械器具卸など） ･･･27 

６．その他の卸売業    （家具卸、医薬品・化粧品卸、紙・肥料・古本・花卸な

ど） 

･･･28 

   

【小売業】                                                                          ･･･29 

１．各種商品小売業 （百貨店、スーパー、よろず屋など）       ･･･29 

２．織物・衣服・身の回り品小売業 （呉服・洋服・靴・かばん・傘・ステッキ小売など） ･･･29 

３．飲食料品小売業 （食料品雑貨・酒・食肉・鮮魚・野菜・菓子小売など） ･･･29 

４．自動車・自転車小売業 （自動車・二輪自動車小売、自転車小売など）     ･･･30 

５．家具・じゅう器・機械器具小売業 （家具・洗濯機・パソコン・ガス器具・金物小売など） ･･･30 

６．その他の小売業  （医薬品・化粧品小売、農耕用品小売、燃料小売、書籍

小売、スポーツ用品・時計・宝石・ペット小売など） 

･･･31 

   

【不動産業】                                                                              ･･･32 

１．不動産取引業 （建物・土地売買、不動産代理・仲介など） ･･･32 

２．不動産賃貸業・管理業 （貸事務所・店舗、土地賃貸、アパート、駐車場など） ･･･32 

   

【飲食店・宿泊業】                                                                      ･･･33 

１．一般飲食店 （食堂、料理店、喫茶店、甘味処など）     ･･･33 

２．遊興飲食店 （料亭、スナック、居酒屋など）        ･･･33 

３．宿泊業      （旅館、ホテル、下宿屋など）         ･･･33 

   

【サービス業（他に分類されないもの）】 ※ 学術・開発研究機関、競輪・競馬等の競走場、競技団を除く ･･･34 

１．専門サービス業（他に分類されないもの） （法律・特許事務所、獣医、土木建築サービス、興信

所、翻訳、デザイン、著述・芸術家、写真館など） 

･･･34 

２．洗濯・理容・美容・浴場業         （クリーニング、床屋、銭湯、染物屋、エステなど） ･･･35 

３．その他の生活関連サービス業 (旅行、家事サービス、結婚相談所、写真現像、食品賃加

工、衣服裁縫、物品預り、火葬、靴磨き、運転代行など) 

･･･35 

４．娯楽業 （映画館、劇場、ダンスホール、ビリヤード場など）  ･･･36 

５．廃棄物処理業 （し尿収集、ごみ収集運搬、産業廃棄物処理など）  ･･･37 

６．自動車整備業   （自動車整備、車体修理、電装品整備など）    ･･･37 

７．機械等修理業 ※ 別掲を除く （機械修理、電気機械器具修理、家具修理など） ･･･37 

８．物品賃貸業   （産業・事務用機械器具賃貸、レンタカー、貸自転車、

レンタルビデオ、CD賃貸、貸衣しょうなど）      

･･･38 

９．広告業 （広告代理店、屋外・電柱広告、サンプル配布など）    ･･･38 

１０．その他の事業サービス業 （速記、複写、商品検査、ビルメンテナンス、警備など） ･･･38 

   

   

  ※ 業種分類の詳細説明は、各業種の一番最初のページをご覧ください。  

        （例えば、【小売業】の詳細説明は、２９ページをご覧ください。）  
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業種分類表 
 

分類番号・業種分類 主な内容例示 

【建設業】 
 ① 建設材料、その他の製品を生産・販売する事業所が、自己の生産品・販売品を用いる建設工事（機械装置の据付け、

解体、移設工事を除く）を併せ営む場合には、主な業務により製造業、卸売業、建設業に分類する。 

 ② 金属、非金属、石炭、石油、天然ガスなどの鉱物を採取するための試掘、坑道掘さく、さく井、排土作業を主とし

て請負う事業所は「鉱業」に分類されるため対象とはしない。 

 ③ 土地、建物などの不動産の賃貸業、代理業、仲介業、管理業、建物建売業（自ら労働者を雇用して建物を建設し、

それを分譲する場合を除く）、土地分譲業（自ら労働者を雇用して土地造成を行い、それを分譲する場合を除く）

は「不動産業」に分類する。 

 ④ 主として試錐（鉱山用を除く）、測量又は建設工事のコンサルタント、設計、監理を行う場合は「サービス業（他

に分類されないもの）」に分類する。 

  総合工事業 
  061 一般土木建築工事業 ▽［一般土木建築工事業］一般土木建築工事業 

  062 土木工事業（舗装工事業を ▽［土木工事業（別掲を除く）］土木工事業 

  除く） ［造園工事業］造園工事業、ゴルフ場工事業など 

   ［しゅんせつ工事業］しゅんせつ工事業 

  063 舗装工事業 ▽［舗装工事業］道路舗装工事業 

  064 建築工事業（木造建築工事 

  業を除く） 

   

▽［建築工事業（木造建築工事業を除く）］建築工事請負業、鉄骨造建築工事請

負業、コンクリートブロック造建築工事業、組立鉄筋コンクリート造建築工

事業、プレハブリケーション建築工事業など 

  065 木造建築工事業 ▽［木造建築工事業］木造建築工事業、木造住宅建築工事業など 

  066 建築リフォーム工事業 

   

▽［建築リフォーム工事業］建築リフォーム工事業、住宅リフォーム工事業、木

造建築リフォーム工事業など 

  職別工事業（設備工事業を除く） 
  071 大工工事業 

   

▽［大工工事業（型枠大工工事業を除く）］大工工事業、造作大工業、堂宮大工業

（総合請負をしないもの）、木造りゅう骨工事請負業など 

   ［型枠大工工事業］型枠大工工事業、仮枠大工工事業など 

  072 とび･土工･コンクリート工 

  事業 

   

▽［とび工事業］とび工事業、足場組立業、建方業（とび工事を主とするもの）、

ひき屋工事業、メタルフォーム組立業、組立鉄筋コンクリート組立業、くい

打工事業、仕事師業（とび工事を主とするもの）など 

   

   

   

   

［土工・コンクリート工事業］土工工事業、機械土工工事業、コンクリート工

事業、コンクリート圧送工事業、コンクリート打設工事業、仕事師業（土工

工事を主とするもの）、地盤改良工事業、ウエルポイント工事業、薬液注入

工事業など 

   

   

   

［特殊コンクリート工事業］特殊コンクリート基礎工事業、場所打ちコンクリ

ートぐい工事業、独立コンクリート煙突工事業、プレストレストコンクリー

ト工事業、特殊コンクリート工事業など 

  073 鉄骨・鉄筋工事業 ▽［鉄骨工事業］鉄骨工事業、橋りょう工事業など 

   ［鉄筋工事業］鉄筋工事業 

  074 石工･れんが･タイル･ブロッ 

  ク工事業 

▽［石工工事業］石工業（建設工事を行うもの）、石工工事業、石垣築造業、道

路石工事業、軌道石工事業など 

   ［れんが工事業］れんが工事業 

   ［タイル工事業］タイル工事業 

   

   

［コンクリートブロック工事業］コンクリートブロック工事業、歩道用コンク

リートブロック工事業など 

  075 左官工事業 

   

▽［左官工事業］左官業、木舞業、漆くい工事業、磨き出し工事業、吹付工事業

など 

  076 板金・金物工事業 

   
▽［金属製屋根工事業］鉄板屋根ふき業、銅板屋根ふき業、アルミニウム屋根ふ

き業など 

   ［板金工事業］板金工事業 

   ［建築金物工事業］建築金物工事業 
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

  077 塗装工事業 

   

▽［塗装工事業（道路標示・区画線工事業を除く）］塗装工事業、鋼橋塗装工事

業、建築装飾工事業（塗装工事を主とするもの）、船舶塗装業など 

   ［道路標示・区画線工事業］道路標示・区画線工事業 

  078 床・内装工事業 ▽［床工事業］床張工事業、フローリング工事業、船舶床張請負業など 

   

   

［内装工事業］テックス工事業、練付工事業、壁紙工事業、室内装飾工事業な

  ど 

  079 その他の職別工事業 ▽［ガラス工事業］ガラス工事業 

   ［金属製建具工事業］金属製建具取付業など 

   ［木製建具工事業］つりこみ業（木製建具工事業）など 

   

   

   

［屋根工事業（金属製屋根工事業を除く）］屋根ふき業（板金を除く）、かわ

ら屋根ふき業、木羽屋根ふき業、とんとんぶき業、スレート屋根ふき業、か

や屋根ふき業など 

   ［防水工事業］防水工事業、アスファルト防水工事業、モルタル防水工事業な

  ど 

   ［はつり・解体工事業］はつり工事業、解体工事業など 

   

   

［他に分類されない職別工事業］サンドブラスト業、潜水工事業、建設揚重業、

炉解体業、カーテンウォール工事業、電気防蝕工事業など 

 
 設備工事業 

  081 電気工事業 ▽［一般電気工事業］送配電電線路工事業、電気設備工事業など 

   ［電気配線工事業］電気配線工事業、ネオン装置工事業、船内配線業など 

  082 電気通信・信号装置工事業 

   

   

   

▽［電気通信工事業（有線テレビジョン放送設備設置工事業を除く）］ 

   電気通信工事業、電話線路工事業、通信土木工事業、有線・無線電話機械設

備設置工事業、電信機械設備設置工事業、無線テレビジョン放送設備設置工

事業、有線・無線ラジオ放送設備設置工事業など 

   

   

［有線テレビジョン放送設備設置工事業］有線テレビジョン放送設備設置工事

  業 

   ［信号装置工事業］信号装置工事業、火災報知機工事業など 

  083 管工事業(さく井工事業を除 ▽［一般管工事業］一般管工事業 

  く) 

   

［冷暖房設備工事業］冷暖房設備工事業、温湿度調節装置・乾燥装置工事業、

冷凍冷蔵・製氷装置工事業など 

   

   

［給排水・衛生設備工事業］給排水設備工事業、給水設備工事業、排水設備工

事業、消火設備工事業、衛生設備工事業、井戸ポンプ工事業など 

   ［その他の管工事業］ガス配管工事業、配管工事業など 

  084 機械器具設置工事業 

   

▽［機械器具設置工事業（昇降設備工事業を除く）］機械器具設置工事業､収じん

装置工事業、索道架設工事業、計装工事業、自動ドア設置工事業など 

   ［昇降設備工事業］昇降設備工事業 

  089 その他の設備工事業 ▽［築炉工事業］築炉工事業 

   ［熱絶縁工事業］保温保冷工事業、熱絶縁工事業、ボイラ熱絶縁工事業など 

   ［道路標識設置工事業］道路標識設置工事業 

   ［さく井工事業］さく井工事業、さく泉工事業、井戸掘業など 
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

【製造業】 
 ① 情報通信業との関係 

・ 新聞社・出版社に属する事業所であって、印刷のみを行っているものは「製造業」に分類する。ただし、新聞社・

出版社で自ら印刷を行う場合であっても、主として発行、出版の業務を行っている場合は「情報通信業」とする。

・ 情報を記録した物を大量に複製・製造する場合は「製造業」とする。ただし、マスターテープなど原盤を制作する

場合は「情報通信業」とする。 

 ② 卸売業、小売業との関係 

・ 主として家庭消費者に直接販売するため製造小売を行うものは製造業とせず、「小売業」に分類する。 

・ 自らは製造を行わないで、自己の所用に属する原材料を下請工場などに支給して製品を造らせ、これを自己の名称

で販売する製造問屋は製造業とはせず、「卸売業」に分類する。 

 ③ サービス業（他に分類されないもの）との関係 

・ 修理を専業としている事業所は製造業とせず、「サービス業(他に分類されないもの)…修理業」に分類する。また、

修理のために同一事業所で補修品を製造している場合も「サービス業(他に分類されないもの)…修理業」とする。

ただし、船舶修理、鉄道車両の修理又は改造（鉄道業の自家用を除く）、航空機及び航空機用原動機のオーバーホ

ールを行う事業所は、過去１年間に製造行為を行っていなくても「製造業」とする｡また、機械修理工場といわれ

るものであっても、金属工作機械又は金属加工機械を据え付け、多種多様な機械及び部分品の製造加工と修理とを

行っている場合は「製造業」とする。 

・ 他の業者が所有する原材料に加工処理を加えて加工賃を受け取る賃加工業も「製造業」に分類される。ただし、直

接個々の家庭消費者からの委託による賃加工業は製造業としない。 

・ と畜場は「サービス業(他に分類されないもの)」に分類する。ただし、肉製品製造のために一貫作業として、と殺

を行うものは「製造業」とする。 

 
 食料品製造業 

  091 畜産食料品製造業 

   

▽［肉製品製造業］ソーセージ・ハム・ベーコン等の肉製品（缶詰・瓶詰・つぼ詰

を含む） 

   

   

［乳製品製造業］牛乳、バター、チーズ、粉乳、練乳、クリーム、アイスクリー

ムなどの乳製品（缶詰・瓶詰・つぼ詰を含む） 

   

   

［その他の畜産食料品製造業］加工卵、乾燥卵、液卵、はちみつ処理加工、食鳥

処理加工など 

  092 水産食料品製造業 

   

▽［水産缶詰・瓶詰製造業］魚缶詰・瓶詰、かに缶詰・瓶詰、海藻缶詰・瓶詰、水

産缶詰・瓶詰、水産つくだ煮瓶詰など 

   

   

［海藻加工業］こんぶ、とろろこんぶ、酢こんぶ、焼のり、味付のり、わかめ、

あらめ、ふのり、ひじき、海藻類つぼ詰、天屋、寒天など 

   

   

［水産練製品製造業］かまぼこ、焼ちくわ、揚げかまぼこ、はんぺん、魚肉ハム・

ソーセージ、水産練製品など 

   ［塩干・塩蔵品製造業］塩蔵魚介類、塩魚など 

   ［冷凍水産物製造業］冷凍魚介類など 

   ［冷凍水産食料品製造業］冷凍水産食品、冷凍すり身など 

   

   

［その他の水産食料品製造業］素干魚介類､煮干魚介類､くん製魚介類、節類、削

節類、塩辛製品、水産つくだ煮、水産漬物など 

  093 野菜缶詰・果実缶詰・農産 

  保存食料品製造業 

   

▽［野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業（野菜漬物を除く）］ 

   果実・野菜の水煮、果実シロップ漬け、ジャム、マーマレード、果実バター、

果実・野菜ジュース原液及びスープ、乾燥野菜・果実など 

   ［野菜漬物製造業(缶詰､瓶詰､つぼ詰を除く)］野菜漬物、果実漬物など 

  094 調味料製造業 ▽［味そ製造業］味そ、粉味そなど 

   ［しょう油・食用アミノ酸製造業］しょう油、食用アミノ酸など 

   

   

［うま味調味料製造業］グルタミン酸ナトリウム、イノシン酸ナトリウムなどの

うま味調味料など 

   

   

［ソース製造業］ウスターソース、マヨネーズ、トマトソース、トマトケチャッ

プ、トマトピューレなど 

   ［食酢製造業］食酢 

   

   

［その他の調味料製造業］香辛料、固形カレー、七味とうがらし、カレー・とう

がらし・にっけい・わさび・にんにく粉、こしょう、濃縮そば汁など  
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

  095 糖類製造業 ▽［砂糖製造業］甘しゃ糖、てん菜糖など 

   ［砂糖精製業］砂糖精製、氷砂糖、角砂糖、糖みつなど 

   

   

［ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業］ぶどう糖、異性化糖、グルコース、水

あめ、麦芽糖など 

  096 精穀・製粉業 ▽［精米業］精米 

   ［精麦業］精麦 

   ［小麦粉製造業］小麦粉 

   

   

［その他の精穀・製粉業］米粉、大豆粉、そば粉、とうもろこし粉、きな粉、

豆粉、みじん粉、はったい粉、香せんなど 

  097 パン・菓子製造業 ▽［パン製造業］食パン、菓子パンなど 

   

   

［生菓子製造業］洋生菓子、和生菓子、ゼラチン菓子、カステラ、蒸しパン､

ドーナッツなど 

   

   

［ビスケット類・干菓子製造業］ビスケット、干菓子、クラッカー、乾パン、

せんべい（小麦粉、でんぷんなどを原料とするもの）など 

   ［米菓製造業］米菓、あられ、うるちせんべいなど 

   

   

［その他のパン・菓子製造業］キャンディー・チョコレート、油菓、砂糖漬け、

氷菓、ウエハース、チューインガム、砂糖菓子など 

  098 動植物油脂製造業 

   

   

▽［植物油脂製造業］植物油、大豆油、菜種油、ごま油、落花生油、あまに油、

えごま油、米油、つばき油、ひまし油、きり油、オリーブ油、やし油、カポ

ック油、パーム油、綿実油、食用油、サラダオイル、食用精製油など 

   ［動物油脂製造業］牛脂、豚脂、さなぎ油、鯨油、魚油、内臓油など 

  099 その他の食料品製造業 

   

▽［でんぷん製造業］でんぷん、馬鈴薯でんぷん、かんしょでんぷん、コーンス

ターチなど 

   

   

［めん類製造業］製めん、うどん、そうめん、そば、マカロニ、手打めん、即

席めん、中華めんなど 

   ［豆腐・油揚製造業］豆腐、油揚、しみ豆腐など 

   ［あん類製造業］生あん、練あん、乾燥あんなど 

   ［冷凍調理食品製造業］冷凍調理食品 

   ［そう菜製造業］そう菜、和風そう菜、洋風そう菜、中華そう菜など 

   

   

   

   

   

   

［他に分類されない食料品製造業］パン種、ふくらし粉、イースト、きのこ種

菌、酵母剤、クロレラ、椎茸種駒、こうじ、麦芽、いり豆、こんにゃく、ふ・

焼ふ、ゆば、玄米乳、甘酒、納豆、即席ココア、春さめ、麦茶、はま茶、こ

ぶ茶、プレミックス食品、最中かわ、バナナ熟成加工、粉末ジュース、煎餅

生地、野菜つくだ煮、果糖、レトルト食品、もち（あんもちを除く）、弁当、

サンドイッチ、調理パン、なめ味そ、パン粉、フラワーペーストなど 

 
 飲料・たばこ・飼料製造業 

  101 清涼飲料製造業 

   

▽［清涼飲料製造業］サイダー、ラムネ、炭酸水、ジュース、シロップ、ミネラ

ルウォーター、果実飲料、茶系飲料、コーヒー飲料など 

  102 酒類製造業 ▽［果実酒製造業］りんご酒、ぶどう酒、いちご酒、みかん酒など 

   ［ビール製造業］ビール 

   ［清酒製造業］清酒、濁酒など 

   

   

［蒸留酒・混成酒製造業］ウイスキー、焼ちゅう、ブランデー、合成清酒、味

りん、白酒、リキュール、薬味酒など 

  103 茶・コーヒー製造業 ▽［製茶業］荒茶（緑茶、紅茶）、茶再製（緑茶、紅茶、輸出茶）など 

   

   

［コーヒー製造業］荒びきコーヒー、インスタントコーヒー、コーヒー豆ほう

せん（焙煎）など 

  104 製氷業 ▽［製氷業］氷（天然氷を除く）、人造氷など 

  105 たばこ製造業 ▽［たばこ製造業］たばこ 

   ［葉たばこ処理業］葉たばこ処理 

  106 飼料・有機質肥料製造業 

   

▽［配合飼料製造業］配合飼料、動物性たん白･植物性たん白質混合飼料、フィッ

シュソリュブル吸着飼料、観賞魚用飼料、ドッグフードなど 

   ［単体飼料製造業］酵母飼料、魚粉飼料、羽毛粉飼料、貝殻粉飼料など 

   

   

［有機質肥料製造業］海産肥料、骨粉肥料、魚肥、植物かす肥料、腐葉土、堆

肥、バーク堆肥など 
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

  繊維工業（衣服、その他の繊維製品を除く） 
  111 製糸業 ▽［製糸業］器械生糸、座繰生糸、玉糸、野蚕糸、副蚕糸など 

  112 紡績業 ▽［綿紡績業］綿紡績、落綿紡績、特紡紡績など 

   ［化学繊維紡績業］スフ紡績、アセテート紡績、合成繊維紡績など 

   ［毛紡績業］そ毛紡績、紡毛紡績、毛紡績など 

   ［その他の紡績業］絹・亜麻・ちょ麻・黄麻・手・和紡紡績など 

  113 ねん糸製造業 

   

   

▽［ねん糸製造業（かさ高加工糸製造業を除く）］絹ねん糸、レーヨンねん糸、

綿ねん糸、スフねん糸、毛ねん糸、麻ねん糸､合成繊維ねん糸､カタン糸、

刺しゅう糸、意匠より糸、縫糸、金銀ねん糸など 

   ［かさ高加工糸製造業］かさ高加工糸 

  114 織物業 ▽［綿・スフ織物業］綿織物、スフ織物、和紡織物、タオル地織物など 

   ［絹・人絹織物業］絹織物、絹紡織物、人絹織物など 

   ［毛織物業］そ毛織物、紡毛織物、織フェルトなど 

   ［麻織物業］亜麻織物、ちょ麻織物、黄麻織物、ホース織物など 

   ［その他の織物業］抄繊紙織物など 

  115 ニット生地製造業 ▽［丸編ニット生地製造業］丸編ニット生地、丸編ニット半製品など 

   ［たて編ニット生地製造業］たて編ニット生地 

   ［横編ニット生地製造業］横編ニット生地、横編ニット半製品など 

  116 染色整理業 

   

▽［綿・スフ・麻織物機械染色業］綿・スフ・麻織物及び綿・スフ・麻風合成

繊維織物機械無地染、同機械整理仕上など 

   

   

［絹・人絹織物機械染色業］絹・レーヨン織物及び絹・レーヨン風合成繊維

織物機械無地染、同機械なっ染、同機械整理仕上など 

   

   

［毛織物機械染色整理業］毛織物及び毛風合成繊維織物機械漂白、同機械無

地染、同機械なっ染、同機械整理仕上など 

   ［織物整理業］織物幅出、織物乾燥 

   

   

   

［織物手加工染色整理業］手なっ染、注染、和ざらし、紋染、手描染、引染、

印はんてん染、旗染、長板本染、精錬・漂白、浸染、手加工染色整理仕上、

織物手加工修整など 

   ［綿状繊維・糸染色整理業］綿状繊維･糸漂白、同染色、同整理仕上など 

   

   

［ニット・レース染色整理業］ニット・レース及びニット生地・同製品・編

レース漂白、同染色、同整理仕上など 

   ［繊維雑品染色整理業］タオル・細幅織物・組ひも・綱網染色整理など 

  117 綱・網製造業 ▽［綱製造業］トワイン、ロープ、コードなど 

   ［漁網製造業］漁網、漁網地など 

   ［その他の網地製造業］網地（漁網を除く）など 

  118 レース・繊維雑品製造業 ▽［刺しゅうレース製造業］刺しゅう・ケミカル・ギュピヤーレースなど 

   ［編レース製造業］編レース 

   

   

［ボビンレース製造業］リバー・ボビンカーテン・トーションレース、プレ

ンネットなど 

   ［組ひも製造業］組ひも、さなだひも、靴ひも（繊維製のもの）など 

   ［細幅織物業］光輝畳縁、リボン、織マーク､テープ､ゴム糸入織物など 

   ［その他のレース･繊維雑品製造業］巻･編･よりひも､モール､ふさ類など 

  119 その他の繊維工業 ▽［整毛業］整毛、反毛、洗毛化炭、トップなど 

   ［製綿業］製綿、中入綿、布団綿など 

   ［フェルト・不織布製造業］プレスフェルト・乾式不織布など 

   

   

［じゅうたん・その他の繊維製床敷物製造業］じゅうたん、だん通、繊維製

床敷物など 

   

   

   

［上塗りした織物・防水した織物製造業］油布､タイプライタリボン(布ベー

ス）、トレーシング・ブラインドクロス、絶縁布、ガムテープ、擬革布、

アスファルトルーフィング（布ベース）など 

   

   

［繊維製衛生材料製造業］脱脂綿、繊維製生理用品、ガーゼ・ほう帯、眼帯、

衛生マスクなど 

   

   

   

［他に分類されない繊維工業］麻製繊、べっちんせん毛、コールテンせん毛、
真綿、絹ラップ、ペニー、分繊糸、金銀糸（ねん糸を除く）、たて糸のり
付（サイジング）、整経、おさ・そうこう通し、カバードヤーン、ジャカ
ードカード（紋紙）、模様形、巻糸、電着植毛など 
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

  衣服・その他の繊維製品製造業 
  121 織物製（不織布製及びレー 

  ス製を含む）外衣・シャツ 

  製造業（和式を除く） 

▽［成人男子・少年服製造業］織物製成人男子・少年服、織物製制服（学校服

を除く）、織物製外とう、織物製成人男子・少年用ジャンパー・ズボンな

ど 

   

   

［成人女性・少女服製造業］織物製成人女子・少女服、織物製成人女子・少

女用外とう、ブラウスなど 

   ［乳幼児服製造業］織物製乳幼児服・ロンパース･ズボン･スカートなど 

   

   

［シャツ製造業（下着を除く）］織物製ワイシャツ・開襟シャツ・アロハシ

ャツなど 

   

   

［事務用・作業用・衛生用・スポーツ用衣服製造業］織物製事務服・作業服・

衛生衣・スポーツ用衣服・エプロン・割ぽう着など 

   ［学校服製造業］織物製学生服など 

  122 ニット製外衣・シャツ製造 

  業 

   

▽［ニット製外衣（アウターシャツ類、セーター類などを除く）］ニット製成

人男子・少年・成人女性・少女・乳幼児服、ニット製ジャケット・ブレザ

ー・ジャンパーなど 

   

   

［ニット製アウターシャツ製造業］Ｔシャツ、ニット製スポーツシャツ・解

禁シャツなど 

   ［セーター製造業］セーター、カーディガン、ベストなど 

   

   

［その他のニット製外衣・シャツ製造業］ニット製事務服・作業服・スポー

ツ用衣服（アウターシャツ類を除く）・学校服など 

  123 下着類製造業 

   

▽［織物製下着製造業］織物製下着・アンダーシャツ（ワイシャツ等を除く）・

ズボン下・パンツ・ペチコート・スリップ・キャミソールなど 

   

   

［ニット製下着製造業］ニット製下着・アンダーシャツ（アウターシャツを

除く）・ズボン下・パンツ・ペチコート・スリップ・キャミソールなど 

   ［織物製寝着類製造業］織物製パジャマ･ナイトガウン･ネグリジェなど 

   

   

［ニット製寝着類製造業］ニット製パジャマ・ネグリジェ・ナイトガウンな

  ど 

   ［補整着製造業］ブラジャー、ガードル、ブラスリップなど 

  124 和装製品・足袋製造業 

   

▽［和装製品製造業］帯、コート、浴衣、寝間着、柔道着、剣道着、半てん、

ショール、半えり、帯揚げ、帯締め、羽織ひも、ふろしき、ふくさなど 

   ［足袋製造業］足袋、足袋カバー、はだし足袋など 

  125 その他の衣服・繊維製身の ▽［ネクタイ製造業］ネクタイ 

  回り品製造業 ［スカーフ・マフラー製造業］スカーフ、マフラー、ネッカチーフなど 

   ［ハンカチーフ製造業］ハンカチーフ 

   ［靴下製造業］靴下、タイツ、パンティストッキングなど 

   ［手袋製造業］布製・ニット製・繊維製手袋など 

   ［帽子製造業］フェルト帽子･帽体､ニット製･織物製･レース製帽子など 

   

   

［毛皮製衣服・身の回り品製造業］毛皮製品、毛皮コート・ジャケット・え

り巻き・チョッキ・マッフ・装飾品、毛皮製衣服など 

   

   

   

   

［他に分類されない衣服・繊維身の回り品製造業］サスペンダー、ガーター、

アームバンド、ズボン吊、靴下止め、衣服用ベルト（繊維製のもの）、繊

維製靴・スリッパ・草履・同附属品、よだれ掛、おしめカバー、衛生バン

ド、なめし革製衣服、布製甲被など 

  129 その他の繊維製品製造業 

   

   

▽［寝具製造業］フォームラバー製・ポリウレタン製寝具、布団、寝具用カバ

ー、寝台掛、まくら、羽根布団、寝袋、シーツ、マットレス、タオルケッ

トなど 

   ［毛布製造業］毛布、敷毛布、こたつ掛毛布、ひざ掛毛布など 

   ［帆布製品製造業］テント、シート、日よけ、ほろなど 

   

   

［繊維製袋製造業］麻・綿・スフ・合成繊維袋、ヘッシャンバッグ、ガンニ

ーバッグなど 

   ［刺しゅう業］刺しゅう製品など 

   ［タオル製造業］タオル、フェイスタオル、バスタオルなど 

   

   

   

［他に分類されない繊維製品製造業］どん帳、テーブル掛、テーブルセンタ

ー、ドイリー、ナプキン、手ぬぐい、布きん、ぞうきん、巻脚はん、のぼ

り、引幕、ウエイスト・防災用手袋､カーテン､蚊帳など 
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

 
 木材・木製品製造業（家具を除く） 

  131 製材業、木製品製造業 

   

▽［一般製材業］製材、製板、挽材、仕組板製材、木材小割（薪を除く）､唐木、

まくら木、支柱、腕木、賃びき（家庭向けを除く）など 

   ［単板（ベニヤ板）製造業］単板（ベニヤ板） 

   ［床板製造業］床板 

   ［木材チップ製造業］木材チップ 

   

   

   

   

［他に分類されない特殊製材業］屋根板･まき､経木､経木箱仕組材､経木マット･

さなだ･モール､エキセルシャー､木毛､たる･おけ材､たが､たる丸､和たる･洋

たる用材､げた材､鉛筆軸板､木管素地､竹ひご､さらし･成形竹､竹･とう･きり

ゅう･枝づる加工基礎資材､野球用バット素材など 

  132 造作材・合板・建築用組立 ▽［造作材製造業（建具を除く）］木製サッシ･ドアフレーム､造作材など 

  材料製造業 ［合板製造業］合板、竹合板、単板積層材（LVL）、化粧ばり合板など 

   ［集成材製造業］集成材、台形集成材、積層材、幅はぎ板など 

   ［建築用木製組立材料製造業］木製組立建築材料など 

   ［パーティクルボード製造業］パーティクルボード 

   ［銘板・銘木製造業］銘板、銘木、床柱、磨き丸太など 

  133 木製容器製造業（竹、とう 

  を含む） 

▽［竹・とう・きりゅう等容器製造業］竹製容器、かご、ざる、行李、ベニヤか

ご、竹･とう･きりゅう製品（容器製造を主とするもの）など 

   ［折箱製造業］折箱、経木折箱、ささ折箱、杉折箱など 

   

   

［木箱製造業（折箱を除く）］製函、木箱、ベニヤ箱、輸送用木製ドラム缶、

包装木箱、工具木箱、取枠・巻枠、木製梱包容器など 

   ［たる製造業］和･酒･味噌･醤油･洋･ビール･くぎ･薬品･漬物たるなど 

   ［おけ製造業］おけ､たらい､木製飯びつ､水･化学用･肥料用･風呂桶など 

  139 その他の木製品製造業（竹､ 

  とうを含む） 

▽［木材薬品処理業］木材防腐・木材耐火・まくら木薬品･電柱薬品処理､木材注

薬、木材乾燥（天日乾燥を含む）、木材履物台木いぶしなど 

   ［靴型等製造業］靴型（金属製、プラスチック製を含む）、靴芯など 

   

   

［コルク加工基礎資材・コルク製品製造業］コルク栓、コルクタイル、生圧搾

コルク板、炭化コルク板、コルクカーペットなど 

   

   

   

   

   

   

   

［他に分類されない木製品製造業（竹、とうを含む）］木製履物、げた台、塗

りげた(漆塗りを除く)、木製サンダル、曲輪、曲物、櫃、せいろ、木製彫刻

物、木・竹製旗ざお、とう・竹製柄、櫂、洗濯板、寄木細工(家具、置物を除

く)、つまようじ、くり物、漆器素地（木製くり物）、竹製・とう製敷物、木・

竹製はし（漆塗りを除く）、割ばし、茶せん、ふるい、米びつ、重箱（漆器

製を除く）、木管(紡績用を除く)、洋服掛、木製品塗装(鉛筆軸を除く)、木

ごて、よしず、角せいろなど 

 
 家具・装備品製造業 

  141 家具製造業 

   

   

▽［木製家具製造業（漆塗りを除く）］たんす、和机、食卓、座卓、木製火鉢、

鏡台、水屋、客間・居間用洋家具、音響機器用木製キャビネット、ミシンテ

ーブル(脚を除く)、食器戸棚、書架、育児用洋家具など 

   

   

［金属製家具製造業］金属製家具、キャビネット、ロッカー、ベッド、いす、

テーブル、保管庫、戸棚など 

   

   

［マットレス・組スプリング製造業］マットレス（ベッド用）、組スプリング

（クッション用）、スプリングクッションなど 

  142 宗教用具製造業 ▽［宗教用具製造業］仏壇、神棚及びその附属品など 

  143 建具製造業 

   

▽［建具製造業］建具（主として戸、障子を製造するもの）、戸・障子、欄間（銘

板を除く）、ふすま、ふすま骨、ふすま縁など 

  149 その他の家具・装備品製造 

  業 

▽［事務所用・店舗用装備品製造業］陳列ケース（網棚、台を含む）、事務所用

備品・つい立・間仕切りなど 

   

   

［窓用・扉用日よけ製造業］日よけ・ブラインド・カーテン部品（部品・附属

品を含む）、よろい戸（金属製を除く）など 

   

   

［日本びょうぶ・衣こう・すだれ製造業］びょうぶ、すだれ、衣こう･つい立（和

式のもの）、業務用・広告用掛軸など 

   ［鏡縁・額縁製造業］鏡縁、額縁、画・写真入れ額縁、さお縁など 

   

   

［他に分類されない家具・装備品製造業］石製家具、黒板、プラスチック製家

具・装備品、強化プラスチック製家具など 
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

 
 パルプ・紙・紙加工品製造業 

  151 パルプ製造業 

   

   

▽［パルプ製造業］溶解サルファイト・溶解クラフト・サルファイト・ケミグ

ランド・クラフト・セミケミカル・砕木パルプ、木材以外のパルプ（ソー

ダパルプ、わらじパルプなど）など 

  152 紙製造業 

   

▽［洋紙製造業］新聞用紙、印刷用紙、筆記・図画用紙、包装用紙、薄葉洋紙、

雑種洋紙、衛生用洋紙、印画紙用原紙、湿式不織布など 

   ［板紙製造業］黄･白･色板紙､段ボール原紙､チｯプボール､建材原紙など 

   

   

［機械すき和紙製造業］機械すき障子紙､せんか紙､薄葉和紙､雑種紙､衛生用

紙 (ちり紙を含む)、紙ひも原紙、書道用紙、家庭用薄葉紙など 

   

   

［手すき和紙製造業］手すき障子紙、こうぞ紙、改良紙、温床紙、傘紙、工

芸紙、がんぴ紙など 

  153 加工紙製造業 

   

   

   

   

   

▽［塗工紙製造業］ろう加工紙、油脂加工紙、プラスチック加工紙、包装加工

紙、ターポリン紙、防錆紙、カーボン紙、アスファルトルーフィング（紙

ベース）、ラミネート紙（紙ベース）、絶縁紙、絶縁紙テープ、ろう紙、

油紙、人造竹皮、ソリッドファイバー、バルカナイズドファイバー、プラ

スチック塗装紙､紙製ブックバインディングクロス､織物製ブックバインデ

ィングクロス、プラスチック加工ブックバインディングクロスなど 

   ［段ボール製造業］段ボール 

   ［壁紙・ふすま紙製造業］壁紙、ふすま紙など 

  154 紙製品製造業 

   

▽［事務用紙製品製造業］帳簿類、事務用書式類、封筒・事務用紙袋、事務用

箋、手帳、表紙類、計算機用紙製品、事務用角底袋など 

   

   

［学用紙製品製造業］ノート・学習帳、図画用紙、手工・工作用紙、原稿用

紙・方眼紙、紙鋏など 

   ［日用紙製品製造業］便箋､祝儀用･写真用紙製品､日記帳･卓上日記など 

   

   

［その他の紙製品製造業］正札、名刺台紙、私製はがき、包装紙、カード、

荷札など 

  155 紙製容器製造業 

   

▽［重包装紙袋製造業］セメント袋、小麦粉袋、石灰袋、肥料袋､砂糖袋､米麦

用袋、石炭袋、重包装袋など 

   ［角底紙袋製造業］角底紙袋、ショッピングバッグ、手提紙袋など 

   ［段ボール箱製造業］段ボール箱 

   ［紙器製造業］印刷箱、貼箱、簡易箱、紙製コップ・皿など 

  159 その他のパルプ・紙・紙加 ▽［セロファン製造業］セロファン 

  工品製造業 ［繊維板製造業］硬質・半硬質・軟質・吸音繊維板など 

   ［紙製衛生材料製造業］紙製衛生材料など 

   

   

   

   

   

   

［他に分類されないパルプ・紙・紙加工品製造業］紙タオル･ナプキン､紙ひ

も･テープ､紙切断整理､セロファン袋､紙製ストロー､抄繊紙糸､紙管､巻取

紙断裁加工､小形紙袋(重包装･角底紙袋を除く)、ガムテープ(紙ベース)､紙

おむつ､紙製生理用品､ソリッド･バルカナイズドファイバー(箱､管､筒)､ソ

リッドファイバードラム､バルカナイズドファイバー製ボビン･糸巻､絶縁

用バルカナイズドファイバー製品など 

 
 印刷・同関連業 

  161 印刷業 

   

   

▽［印刷業］グラビア印刷、スクリーン印刷、軽印刷（タイプオフセット印刷）、

シール印刷、ビジネスフォーム印刷、建築材印刷、軟包装印刷、金属印刷、

布地印刷、印刷製本など 

  162 製版業 

   

   

▽［製版業］写真製版、写真植字（電算植字、手動植字を含む）、デジタル刷

版、刷版焼付、グラビア製版、スクリーン製版、フレキソ製版、版下作成、

鉛版、活字製造、紙型鉛版、銅版彫刻、木版彫刻、印刷用プラスチック版

など 

  163 製本業、印刷物加工業 ▽［製本業］製本 

   ［印刷物加工業］印刷物加工・光沢加工・裁断・折り加工・箔押しなど 

  169 印刷関連サービス業 ▽［印刷関連サービス業］校正刷、刷版研磨、印刷物結束、印刷校正など 
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

 
 化学工業 

  171 化学肥料製造業 

   

   

▽［窒素質・りん酸質肥料製造業］アンモニア、アンモニア誘導品､硫安､硝安、

硝酸、尿素、塩安、石灰窒素、過リン酸石灰、溶性りん肥、焼成りん肥な

ど 

   ［複合肥料製造業］複合肥料（化成・配合肥料など） 

   

   

［その他の化学肥料製造業］けい酸質肥料、苦土質肥料、マンガン質肥料、

ほう素質肥料など 

  172 無機化学工業製品製造業 

   

▽［ソーダ工業］ソーダ灰、か性ソーダ、液体塩素、塩酸、塩酸ガス、さらし

粉、重炭酸ナトリウム、塩化アンモニウム(ソーダ灰と併産)など 

   

   

［無機顔料製造業］無機顔料、酸化チタン、カーボンブラック、べんがら、

黄鉛、窯業顔料、炭酸カルシウム（体質顔料用）など 

   

   

［圧縮ガス・液化ガス製造業］圧縮・液体酸素、圧縮水素、ドライアイス、

溶解アセチレン、ネオンガス、アルゴン、液体炭素ガスなど 

   ［塩製造業］塩、製塩、食卓塩、精製塩、かん水（濃縮塩水）など 

   

   

   

   

   

   

   

   

［その他の無機化学工業製品製造業］硫酸､クロム塩､バリウム塩､りん化合物

(電炉処理のりん酸を除く)､ほう酸､ふっ化水素酸､硫酸塩､ひ酸塩（殺虫剤

を除く）､臭素､臭化物､金属カリウム､カリウム塩､金属カルシウム､カルシ

ウム塩､マグネシウム塩､海水マグネシア､無機塩類､硝酸銀､明ばん､二硫化

炭素､活性炭､よう素､他に分類されないナトリウム塩、触媒､シアン化ナト

リウム､シアン化水素､フェロシアン化ナトリウム､プラスチック安定剤(有

機系及び無機系混成のものを除く)､カーバイト(カルシウムカーバイト)､

人造黒鉛､りん酸(電炉によるもの)など 

  173 有機化学工業製品製造業 

   

   

   

▽［石油化学系基礎製品製造業（一貫して生産される誘導品を含む）］ 

   エチレン・プロピレン並びに連産品（ブタン、ブチレン、分解ガソリン等）

及びこれら一貫生産による誘導品、ベンゼン･トルエン･キシレン、酢酸､ア

セチレン･エチレン及びこれら一貫生産による誘導品など 

   

   

   

   

［脂肪族系中間物製造業（脂肪族系溶剤を含む）］合成エチルアルコール・

ブタノール等のアルコール類、アルデヒド類、ケトン類、脂肪族有機酸及

びそのエステル、酸化エチレン・同誘導品、酸化プロピレン・同誘導品、

ハロゲン化物、脂肪族系モノマー、ノネン・ドデセン・同誘導品など 

   

   

［発酵工業］エチルアルコール・くえん酸・乳酸・石油たん白（発酵法によ

るもの）など 

   

   

   

   

   

［環式中間物・合成染料・有機顔料製造業］テレフタル酸・ジメチルテレフ

タレート・スチレン（モノマー）などの合成繊維又はプラスチックの原料、

ベンゼン系誘導品、ナフタリン系･アントラセン系誘導品､複素環式化合物

及びその誘導体、合成染料及び染料中間物、医薬品・農薬中間物、有機顔

料など 

   

   

   

［プラスチック製造業］フェノール樹脂・ユリア樹脂などの熱硬化性樹脂、

ポリエチレン・塩化ビニル樹脂などの熱可塑性樹脂（共重合樹脂を含む）、

セルローズ系プラスチックなどの半合成樹脂など 

   ［合成ゴム製造業］合成ゴム、合成ラテックスなど 

   

   

   

   

［その他の有機化学工業製品製造業］メタン誘導品、メタンハロゲン化物、

軽油製品、タール酸類、クレオソート油、ピッチ、精製コールタール、こ

はく酸など他に分類されない有機酸・有機酸の金属塩、高級アルコール、

可塑剤、有機添加剤、人工甘味剤、合成なめし剤、有機過酸化物など 

  174 化学繊維製造業 

   

▽［レーヨン・アセテート製造業］レーヨンフィラメント、スフ（ビスコース

短繊維）、アセテート長繊維、アセテート短繊維など 

   

   

［合成繊維製造業］ナイロン･ビニロン･ポリ塩化ビニリデン･ポリ塩化ビニ

ル･ポリエステル･ポリエチレン･アクリル･プリプロピレン繊維など 
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

  175 油脂加工製品・石けん・合 ▽［脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業］脂肪酸､硬化油､グリセリンなど 

  成洗剤・界面活性剤・塗料 ［石けん・合成洗剤製造業］石けん、合成洗剤など 

  製造業 

   

［界面活性剤製造業（石けん、合成洗剤を除く）］界面活性剤(石けん､合成

洗剤を除く)、繊維用油剤など 

   

   

［塗料製造業］ボイル油、油性塗料、油ワニス、エナメル類、水系塗料､船底

塗料、ラッカー、電気絶縁塗料、合成樹脂塗料、シンナー類など 

   ［印刷インキ製造業］印刷インキ、新聞インキなど 

   ［洗浄剤・磨用剤製造業］洗浄剤､磨用剤､つや出し、塗装ワックスなど 

   ［ろうそく製造業］ろうそく 

  176 医薬品製造業 

   

▽［医薬品製造業］医薬品原薬、医薬品製剤、生物学的製剤、製薬・漢方製剤、

動物用医薬品など 

  177 化粧品・歯磨・その他の化 

  粧用調整品製造業 

   

▽［化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業］仕上用・皮膚用化粧品（香

水、オーデコロンを含む）、頭髪用化粧品、日焼け止め、日焼け用化粧品、

脱毛料、ひげそり用化粧品、歯磨、ひげそりクリームなど 

  179 その他の化学工業 ▽［火薬類製造業］産業用火薬類、無煙火薬、弾薬原料となる爆薬など 

   

   

［農薬製造業］無機殺虫・殺菌剤、除虫菊乳剤、ニコチン製剤、硫黄系・水

銀系・りん系の殺虫・殺菌剤など 

   ［香料製造業］天然香料、合成香料、調合香料など 

   

   

［ゼラチン・接着剤製造業］動物系ゼラチン、動植物系接着剤、合成樹脂系

接着剤など 

   

   

［写真感光材料製造業］写真フィルム・感光紙・乾板等の感光材料、写真用

化学薬品（写真用として包装したもの）など 

   

   

［天然樹脂製品・木材化学製品製造業］テレピン油、しょう脳、天然染料、

ロジン、なめし剤など 

   ［試薬製造業］試薬（診断用試薬を除く） 

   

   

［他に分類されない化学工業製品製造業］筆記用・スタンプ用インキ、デキ

ストリン、家庭用防臭剤、防水剤、骨炭、浄水剤、イオン交換樹脂など 

 
 石油製品・石炭製品製造業 

  181 石油精製業 

   

▽［石油精製業］ガソリン、ナフサ、ジェット燃料油、灯油、軽油、潤滑油、

重油、パラフィン、アスファルト、液化石油ガス（ＬＰＧ）など 

  182 潤滑油・グリース製造業 ▽［潤滑油製造業］潤滑油・機械油(購入原料によるもの)、工作油剤など 

  (石油精製業によらないもの) ［グリース製造業］グリース(購入原料によるもの) 

  183 コークス製造業 ▽［コークス製造業］コークス(成形コークスを含む)、半成コークスなど 

  184 舗装材料製造業 

   

▽［舗装材料製造業］舗装材料、舗装用混合物、れき青乳剤、アスファルトブ

ロック、舗装用ブロック、タールブロックなど 

  189 その他の石油製品･石炭製品 ▽［練炭・豆炭製造業］練炭、豆炭、ピッチ練炭、成型炭など 

  製造業 

   

   

［他に分類されない石油製品・石炭製品製造業］石油コークス、再生燃料油、

廃油再生品（潤滑油､グリース以外のもの）、膨潤炭、微粉炭､ガラ焼、カ

ルサインコークスなど 

 
 プラスチック製品製造業 

  191 プラスチック板・棒・管・ ▽［プラスチック板・棒製造業］プラスチック板、プラスチック棒 

  継手・異形押出製品製造業 ［プラスチック管製造業］プラスチック管 

   ［プラスチック継手製造業］プラスチック継手 

   

   

［プラスチック異形押出製品製造業］プラスチック異形押出製品、プラスチ

ック雨どい・同附属製品など 

   

   

［プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品加工業］プラスチック板・

棒・管・継手・異形押出製品加工など 
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

  192 プラスチックフィルム・シ ▽［プラスチックフィルム製造業］プラスチックフィルム 

  ート・床材・合成皮革製造 ［プラスチックシート製造業］プラスチックシート 

  業 

   

［プラスチック床材製造業］プラスチックタイル、プラスチック床材、塩化

ビニルタイルなど 

   ［プラスチック合成皮革製造業］合成皮革 

   

   

［プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革加工業］プラスチックフ

ィルム・シート・床材・合成皮革加工など 

  193 工業用プラスチック製品製 

  造業 

   

▽［工業用プラスチック製品製造業（加工業を除く）］テレビジョン・ラジオ

キャビネット、電気掃除機の器体、冷蔵庫内装用品、扇風機の羽根、自動

車バンパー・ダッシュボード・ホイールキャップなど 

   ［工業用プラスチック製品加工業］工業用プラスチック製品加工 

  194 発泡・強化プラスチック製 

  品製造業 

▽［軟質プラスチック発泡製品製造業（半硬質性を含む）］軟質ポリウレタン・

ポリエチレン・塩化ビニルフォームなど 

   

   

   

［硬質プラスチック発泡製品製造業］硬質ポリウレタン・ポリスチレン・塩

化ビニルフォーム、ポリスチレンペーパー、板状・棒状・管状発泡製品な

ど 

   

   

［強化プラスチック製板・棒・管・継手製造業］強化プラスチック製板・棒・

管・継手、強化プラスチック製波板など 

   

   

［強化プラスチック製容器・浴槽等製造業］強化プラスチック製容器・浴槽・

浄化槽・保安帽・がい子・橋脚・コンテナなど 

   

   
［発泡・強化プラスチック製品加工業］発泡・強化プラスチック製品加工な

  ど 

  195 プラスチック成形材料製造 

  業（廃プラスチックを含む） 

▽［プラスチック成形材料製造業］プラスチック配合成形材料、再生プラスチ

ック、塩化ビニルコンパウンドなど 

   ［廃プラスチック製品製造業］廃プラスチック製品 

  199 その他のプラスチック製品 

  製造業 

▽［プラスチック製日用雑貨・食卓用品製造業］プラスチック製台所・食卓・

浴室用品、プラスチック製漆器下地、プラスチック製バケツなど 

   ［プラスチック製容器製造業］プラスチック製容器 

   

   

［他に分類されないプラスチック製品製造業］プラスチｯク製テープ類､漁業

用器具、止水板、包装材料、絶縁材料、人工芝など 

   

   

［他に分類されないプラスチック製品加工業］プラスチック製品加工業（他

に分類されないもの）など 

 
 ゴム製品製造業 

  201 タイヤ・チューブ製造業 ▽［自動車用タイヤ・チューブ製造業］自動車タイヤ・チューブなど 

   

   

［自転車用タイヤ・チューブ製造業］自転車タイヤ・チューブ、リヤカータ

イヤ・チューブ、一輪車タイヤ・チューブなど 

  202 ゴム製・プラスチック製履 ▽［ゴム製履物・同附属品製造業］地下足袋、ゴム製履物・同附属品など 

  物・同附属品製造業 ［プラスチック製履物・同附属品製造業］プラスチック製履物・同附属品など

  203 ゴムベルト・ゴムホース・ ▽［ゴムベルト製造業］ゴムベルト 

  工業用ゴム製品製造業 ［ゴムホース製造業］ゴムホース 

   ［工業用ゴム製品製造業］一般工業用ゴム製品など 

  209 その他のゴム製品製造業 ▽［ゴム引布・同製品製造業］ゴム引布・同製品 

   ［医療・衛生用ゴム製品製造業］ゴム製医療・衛生用品など 

   ［ゴム練生地製造業］更生タイヤ練生地など 

   ［更生タイヤ製造業］更生タイヤ 

   ［再生ゴム製造業］再生ゴム 

   

   

［他に分類されないゴム製品製造業］フォームラバー、糸ゴム、ゴムバンド、

ゴム手袋（医療用を除く）、ゴムタイル、ウェットスーツなど 

 
 なめし革・同製品・毛皮製造業 

  211 なめし革製造業 ▽［なめし革製造業］なめし革 

  212 工業用革製品製造業（手袋 

  を除く） 

▽［工業用革製品製造業（手袋を除く）］ベルト、パッキン、紡織機用エプロ

ンバンド、織機用ピッカーなど 
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

  213 革製履物用材料・同附属品 

  製造業 

▽［革製履物用材料・同附属品製造業］靴材料（革製）、靴底（革製）、靴革

ひも（完成したもの）、革製履物材料、靴中敷物（革製）など 

  214 革製履物製造業 ▽［革製履物製造業］革靴、サンダル(革製)、スリッパ(革製)など 

  215 革製手袋製造業 ▽［革製手袋製造業］革製手袋、手袋（合成皮革製のもの）など 

  216 かばん製造業 

   
▽［かばん製造業］革製・繊維製・プラスチック製かばん（合成皮革を含む）・

ゴム引布製かばん、金属製・バルカナイズドファイバー製トランクなど 

  217 袋物製造業 

   

   

▽［袋物製造業（ハンドバッグを除く）］革製袋物、プラスチック製袋物（合

成皮革を含む）、繊維製袋物、紙・ストロー製袋物､金属製袋物､ビーズ・

人造真珠製袋物、携帯用袋物、ゴム引布製袋物、財布など 

   ［ハンドバッグ製造業］革製･プラスチック製･繊維製ハンドバッグなど 

  218 毛皮製造業 ▽［毛皮製造業］毛皮、毛皮縫製、毛皮染色・仕上など 

  219 その他のなめし革製品製造 

  業 

   

▽［その他のなめし革製品製造業］室内用革製品、吊革、腕時計用革バンド、

革製首輪・肩帯、帽子つば革、服装用革ベルト、ケン(すじ)、革と、カッ

トガット、革クッション、馬具など 

 
 窯業・土石製品製造業 

  221 ガラス・同製品製造業 ▽［板ガラス製造業］板ガラス 

   ［板ガラス加工業］すり･合わせ･強化･曲げ･複層･自動車用ガラスなど 

   

   

［ガラス製加工素材製造業］光学ガラス素地､電球･電子管用ガラスバルブ､ア

ンプル用ガラス管､ガラス繊維原料用･電子機器用基盤ガラスなど 

   ［ガラス容器製造業］ビール･酒･牛乳･清涼飲料･滋養飲料･醤油瓶など 

   

   

   

［理科学用・医療用ガラス器具製造業］フラスコ、ビーカー、標本鉢、シリ

ンダ、培養皿、乳鉢、吸い飲み、洗浄用品、耐酸瓶、アルコール瓶、一般

薬瓶、試薬瓶など 

   

   

［卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業］コップ、皿、鉢、醤油及びソース

差し、バター入れ、耐熱ガラス製厨房用器具、花瓶など 

   

   

［ガラス繊維・同製品製造業］ガラス繊維・ガラス繊維製品、石英系光ファ

イバーケーブルなど 

   

   

［その他のガラス・同製品製造業］照明用器具ガラス、眼鏡用・時計用ガラ

ス、漁業用ガラス浮玉、建設用ガラス製品、石英ガラス製品など 

  222 セメント・同製品製造業 ▽［セメント製造業］ポルトランドセメント、高炉セメントなど 

   ［生コンクリート製造業］生コンクリート 

   

   

   

［コンクリート製品製造業］コンクリートパイル・ポール・管、空洞・土木

用コンクリートブロック、道路用・プレストレストコンクリート製品、テ

ラゾー、建築用プレキャストコンクリートパネルなど 

   

   

［その他のセメント製品製造業］石綿セメント製・木材セメント製・セメン

トモルタル製・気泡コンクリート製の板・ブロックなど 

  223 建設用粘土製品製造業（陶 ▽［粘土かわら製造業］粘土かわら 

  磁器製を除く） ［普通れんが製造業］普通れんが､築炉外張り･建築舗装用れんがなど 

   ［陶管製造業］陶管、土管など 

   

   

［その他の建設用粘土製品製造業］テラコッタ、ストーブライニング用品、

粘土がわら白生地など 

  224 陶磁器・同関連製品製造業 ▽［衛生陶器製造業］浴槽、洗面手洗器、便器、水槽、これら附属品など 

   ［食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業］食卓用・ちゅう房用陶磁器 

   ［陶磁器製置物製造業］陶磁器製置物・花瓶・ランプなど 

   ［電気用陶磁器製造業］陶磁器製絶縁材料、碍子、電気用陶磁器など 

   ［理化学用・工業用陶磁器製造業］理化学用・工業用陶磁器 

   ［陶磁器製タイル製造業］陶磁器製タイル、モザイクタイル加工など 

   ［陶磁器製絵付業］陶磁器絵付・加工、陶磁器製玩具絵付など 

   ［陶磁器用はい土製造業］陶土精製、陶磁器製粘土・はい土など 

   ［その他の陶磁器・同関連製品製造業］庭園用品、植木鉢、陶瓶など 

  225 耐火物製造業 ▽［耐火物製造業］耐火れんが、耐火断熱れんがなど 

   ［不定形耐火物製造業］不定形耐火物、耐火モルタルなど 

   

   

［その他の耐火物製造業］マグネシアクリンカー、合成ムライト、高炉用ブ

ロック、粘土質るつぼなど 
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

  226 炭素・黒鉛製品製造業 ▽［炭素質電極製造業］炭素質電極、黒鉛電極など 

   ［炭素繊維製造業］炭素繊維 

   

   

［その他の炭素・黒鉛製品製造業］炭素棒、電気機械用黒鉛ブラシ、特殊炭

素製品、黒鉛るつぼ、精製黒鉛、黒鉛製品など 

  227 研磨材・同製品製造業 

   

▽［研磨材・同製品製造業］研磨材、研削と石、研磨布紙、再生研磨材、研削

と石加工、天然と石など 

  228 骨材・石工品等製造業 

   

▽［骨材・石工品等製造業］砕石、人工骨材、石工品、けいそう土・同製品、鉱

物・土石粉砕等処理など 

  229 その他の窯業・土石製品製 

  造業 

▽［ほうろう鉄器製造業］ほうろう鉄器、ほうろう引きちゅう房用品・衛生用品・

化学用品・タンク類など 

   ［七宝製品製造業］七宝製品 

   ［人造宝石製造業］人造宝石、模造宝石、模造真珠など 

   

   

［ロックウール・同製品製造業］ロックウール(岩綿､鉱さい綿)､ロックウール

製品(板･帯･筒･ブランケット･フェルト･マット･化粧板等)など 

   ［石綿製品製造業］石綿布糸・パッキン・ブレーキライニングなど 

   ［石こう（膏）製品製造業］焼石こう、石こうプラスタ・ボードなど 

   ［石灰製造業］生石灰、消石灰、焼成ドロマイトなど 

   ［鋳型製造業（中子を含む）］鋳型、中子など 

   

   

［他に分類されない窯業・土石製品製造業］石筆、白墨、雲母板、気硬性セメ

ント、うわ薬など 

 
 鉄鋼業 

  231 製鉄業 ▽［製鉄業］高炉による製鉄、高炉によらない製鉄、フェロアロイなど 

  232 製鋼・製鋼圧延業 ▽［製鋼・製鋼圧延業］製鋼・製鋼圧延（転炉・電気炉を含む） 

  233 製鋼を行わない鋼材製造業 

  （表面処理鋼材を除く） 

   

▽［製鋼を行わない鋼材製造業（表面処理鋼材を除く）］熱間圧延(鋼管､伸鉄を

除く）、冷間圧延（鋼管、伸鉄を除く）､冷間ロール成型形鋼、鋼管、伸鉄、

磨棒鋼、引抜鋼管、伸線、溶接形鋼など 

  234 表面処理鋼材製造業 

   

   

▽［表面処理鋼材製造業］亜鉛鉄板、めっき鋼管、ブリキ、針金（線材から一貫

作業によらないもの）、亜鉛めっき硬鋼線、ビニル鋼板、ティンフリースチ

ールなど 

  235 鉄素形材製造業 ▽［鉄素形材製造業］銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鋼、鍛工品、鍛鋼など 

  239 その他の鉄鋼業 

   

▽［その他の鉄鋼業］鉄鋼シャースリット、鉄スクラップ加工処理、鋳鉄管、鉄

粉、純鉄粉、純鉄圧延、ペレットなど 

 
 非鉄金属製造業 

  241 非鉄金属第１次製錬・精製 

  業 

   

   

   

   

   

▽［非鉄金属第１次製錬・精製業］銅（主として鉱石から製造するもの）、亜鉛

（主として鉱石から製造するもの）、アルミニウム（主として鉱石又はアル

ミナから製造するもの）、鉛（主として鉱石から製造するもの）、金、銀、

白金、貴金属、ニッケル（主として鉱石又はニッケルマットから製造するも

の）、ニッケル地金、チタン（主として鉱石から製造するもの）、ウラン、

トリウム､すず､アンチモン、水銀、マンガン、クロム、タングステン、モリ

ブデン、マグネシウム、ゲルマニウム、シリコン、タンタルなど 

  242 非鉄金属第２次製錬・精製 

  業（非鉄金属合金製造業を 

  含む） 

▽［非鉄金属第２次製錬・精製業（非鉄金属合金製造業を含む）］鉛再生、減摩

合金、活字合金、亜鉛再生・同合金、アルミニウム再生・同合金、すず再生・

同合金、水銀再生、ニッケル再生・同合金など 

  243 非鉄金属・同合金圧延業  

  （抽伸、押出しを含む） 

   

   

▽［非鉄金属・同合金圧延業（抽伸、押出しを含む）］伸銅品、アルミニウム・

同合金圧延（抽伸、押出しを含む）、鉛・同合金圧延、鉛・同合金伸線、貴

金属・同合金圧延、亜鉛・同合金圧延、チタン・同合金圧延、すず・同合金

圧延、マグネシウム・同合金圧延など 

  244 電線・ケーブル製造業 

   

▽［電線・ケーブル製造業］電線・ケーブル、光ファイバーケーブル（通信複合

ケーブルを含む）など 

  245 非鉄金属素形材製造業 

   

▽［非鉄金属素形材製造業］銅・同合金鋳物、非鉄金属鋳物、アルミニウム・同

合金ダイカスト、非鉄金属ダイカスト、非鉄金属鍛造品など 

  249 その他の非鉄金属製造業 

   

▽［その他の非鉄金属製造業］核燃料成形加工・濃縮、使用済核燃料再処理、非

鉄金属粉末（粉末や金を除く）、非鉄金属シャーリングなど 
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

 
 金属製品製造業 

  251 ブリキ缶・その他のめっき 

  板等製品製造業 

▽［ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業］缶詰用缶、１８リットル缶、

ブリキ缶、ブリキ製容器、バケツ、エアゾール缶など 

  252 洋食器・刃物・手道具・金 

  物類製造業 

   

   

   

   

▽［洋食器・刃物・手道具・金物類製造業］洋食器、機械刃物、利器工匠具・

手道具（やすり、のこぎり、食卓用刃物を除く）、作業工具、やすり、手

引のこぎり・のこ刃、農業用器具（農業用機械を除く）、建築用金物、架

線金物、袋物用金具、家具用金具、建具用金具、自動車用金物、車両用金

具、船舶用金具、かばん金具、戸車（金属製）、ドアクローザ・ヒンジ、

錠前、かぎ、金庫錠など 

  253 暖房装置・配管工事用附属 

  品製造業 

   

   

▽［暖房装置・配管工事用附属品製造業］ガス機器・石油機器、温風・温水暖

房装置、調理用機器・同装置（電気式を除く）、太陽熱利用温水装置、焼

却器、焼却炉（産業用を除く）、配管工事用附属品(バルブ､コックを除く)

など 

  254 建設用・建築用金属製品製 

  造業（製缶板金業を含む） 

▽［建設用金属製品製造業］鉄骨、鉄塔、鋼橋、貯蔵槽、金属柵、鋼板煙突な

    ど 

   

   

   

   

［建築用金属製品製造業］シャッタ、建築用板金製品､建築用ラス製品､金属

扉、組立家屋（プレハブ）用金属製品、金属製日よけ、金属製ブラインド、

サッシ（金属製のもの）、金属製よろい戸、建築装飾用金属製品、金属屋

根製品など 

   

   

   

［製缶板金業］温水缶、蒸気缶、鉄鋼板加工（溶接、折曲げ、ろう付けなど）、

ガス容器（ボンベ）、板金製タンク、板金製煙突、コンテナ(金属製のもの)、

アッパータンク、ドラム缶、梱包容器（スチール）など 

  255 金属素形材製品製造業 

   

▽［金属素形材製品製造業］アルミニウム・同合金プレス製品、金属プレス製

品、粉末や金製品など 

  256 金属被覆・彫刻業、熱処理 

  業（ほうろう鉄器を除く） 

   

   

   

▽［金属被覆・彫刻業、熱処理業（ほうろう鉄器を除く）］金属製品塗装、溶

融めっき（表面処理鋼材製造を除く）、金属彫刻、電気めっき（表面処理鋼

材製造を除く）、金属熱処理、電解研磨、金属張り、陽極酸化処理、研磨、

メタリコン（修理業を除く）、金属防せい(錆) 処理加工、シリコン研磨・

加工など 

  257 金属線製品製造業（ねじ類 ▽［金属線製品製造業（ねじ類を除く）］くぎ、金網、鋼索、溶接棒など 

  を除く）  

  258 ボルト・ナット・リベット 

  ・小ねじ・木ねじ等製造業 

▽［ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業］ボルト・ナット・

リベット、ビス、木ねじ、犬くぎ、割ピン、座金、かすがいなど 

  259 その他の金属製品製造業 

   

   

   

   

▽［その他の金属製品製造業］金庫、金属製スプリング、金属製ヘルメット、

ドラム缶更生、１８リットル缶更生、金属製ネームプレート、フレキシブルチ

ューブ、金属製押出しチューブ、金属製パッキング、ガスケット、ガス灯、

カーバイト灯、反射鏡（金属製のもの）、打ちはく、石油灯、金属製はし

ご（可搬式のもの）、脚立など 

 
 一般機械器具製造業 

  261 ボイラ・原動機製造業 

   

   

▽［ボイラ・原動機製造業］ボイラ、蒸気機関・タービン・水力タービン（舶

用を除く）、はん用内燃機関、水車（水力タービンを除く）、風力機関、圧縮

空気機関、特殊車両エンジンなど 

  262 農業用機械製造業（農業用 

  器具を除く） 

   

▽［農業用機械製造業（農業用器具を除く）］動力耕うん機、は種機械、刈取

機械、砕土機械、噴霧機・散粉機、脱穀機械、除草機械、飼料・穀物乾燥

機、育すう装置、ガーデントラクタ、農業用トラクタなど 

  263 建設機械・鉱山機械製造業 

   

   

▽［建設機械・鉱山機械製造業］建設機械・同装置・部分品・附属品、鉱山機械・

同装置・部分品・附属品、さく井機械、油田用機械器具、ロードローラ、

建設用クレーン、建設用ショベルトラックなど 
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

  264 金属加工機械製造業 

   

▽［金属工作機械製造業］旋盤、ボール盤、フライス盤、研削盤､歯切盤､歯車

仕上げ機械､マシニングセンタ､放電加工機械など 

   

   

［金属加工機械製造業］圧延機械、線引機、製管機、プレス機械、せん断機、

鍛造機械、ガス溶接機、巻線機、空気ハンマなど 

   

   

［金属工作機械・金属加工機械用部分品・附属品製造業］金属工作機械部分

品、金属加工機械部分品、金属圧延用ロールなど 

   

   

［機械工具製造業（粉末や金業を除く）］特殊鋼工具、冶金工具、ダイヤモ

ンド工具、超硬工具、動力付手持工具、空気動工具など 

  265 繊維機械製造業 

   

▽［繊維機械製造業］化学繊維機械・紡績機械、製織機械・編組機械、染色整理仕

上機械、繊維機械部分品・取付具・附属品、縫製機械など 

  266 特殊産業用機械製造業 

   

   

   

▽［特殊産業用機械製造業］食品機械・同装置、木材加工機械、パルプ装置・

製紙機械、印刷・製本・紙工機械、鋳造装置、プラスチック加工機械・同

附属装置、半導体製造装置、真空装置･真空機器、繰綿機械､帽子製造機械、

皮革処理機械、ゴム製品製造機械、石工機械など 

  267 一般産業用機械・装置製造 

  業 

   

   

▽［一般産業用機械・装置製造業］ポンプ･同装置、空気圧縮機・ガス圧縮機・

送風機、エレベータ・エスカレータ、荷役運搬設備、動力伝導装置（玉軸

受、ころ軸受を除く）、工業窯炉、油圧・空圧機器、化学機械・同装置、

潜水装置、潤滑装置、駐車装置、焼却炉など 

  268 事務用・サービス用・民生 

  用機械器具製造業 

   

▽［事務用機械器具製造業］事務用印刷機械、電子式卓上計算機､複写機､電子

会計機（プログラム内蔵方式でないもの）、エアシュータ、事務用レジス

タ、製図機械器具など 

   

   

［冷凍機・温湿調整装置製造業］冷凍機、製氷機、冷蔵装置、業務用エアコ

ンディショナ、冷却塔、温度・湿度調整装置、空気調整装置など 

   ［娯楽機械製造業］アミューズメント機器､遊園施設機械､遊戯機械など 

   

   

［自動販売機製造業］自動販売機・同部分品、自動サービス機・同部分品な

  ど 

   

   

［その他の事務用・サービス用・民生用機械器具製造業］営業用洗濯装置、

家庭用浄水器、自動車整備・サービス機器、自動ドアなど 

  269 その他の機械・同部分品製 

  造業 

   

   

▽［その他の機械・同部分品製造業］消火器具・消火装置、弁･同附属品､パイ

プ加工・パイプ附属品加工、玉軸受･ころ軸受、ピストンリング､金型・同

部分品・附属品、包装・荷造機械、産業用ロボット、各種機械・同部分品

製造修理（注文製造・修理）など 

 
 電気機械器具製造業 

  271 発電用・送電用・配電用・ 

  産業用電気機械器具製造業 

   

   

   

▽［発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具製造業］発電機・電動機・

その他の回転電気機械、変圧器類（電子機器用を除く）、開閉装置・配電

盤・電力制御装置、配線器具・配線附属品、電気溶接機、内燃機関電装品、

蓄電器（電子機器用を除く）、電熱装置（窯炉用）､電磁石、車両用集電装

置、整流器、電気炉、赤外線乾燥装置など 

  272 民生用電気機械器具製造業 

   

▽［ちゅう房機器製造業］電子レンジ、電磁調理器、電気がま､トースタ､ホッ

トプレート、ジャーポット、食器洗い機、電気冷蔵庫など 

   

   

［空調・住宅関連機器製造業］扇風機、換気扇、電気温水器、除湿器、家庭

用エアコンディショナ、空気清浄機など 

   

   

［衣料衛生関連機器製造業］家庭用電気洗濯機、衣類乾燥機、電気アイロン、

電気掃除機、ハンドクリーナーなど 

   

   

［その他の民生用電気機械器具製造業］電気こたつ、電気毛布、電気カーペ

ット、電気かみそり、電気マッサージ器具、ヘアードライヤなど 

  273 電球・電気照明器具製造業 

   

▽［電球製造業］映写機用ランプ、ネオンランプ、蛍光灯、白熱電球、自動車

用電球、フラッシュランプ、赤外線ランプ、殺菌灯など 

   

   

［電気照明器具製造業］天井灯照明器具、電気スタンド、集魚灯器具、坑内

安全灯（蓄電池を除く）、乗物用照明器具、放電灯器具など 
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  274 電子応用装置製造業 ▽［Ｘ線装置製造業］医療用・歯科用Ｘ線装置、Ｘ線探傷機など 

   

   

［ビデオ機器製造業］磁気録画装置、画像再生装置､ＤＶＤプレーヤー､ビデ

オカメラ、防犯カメラなど 

   

   

［医療用電子応用装置製造業］医療用粒子加速装置、医療用放射線物質応用

装置、超音波画像診断装置、超音波ドプラ診断装置など 

   

   

   

［その他の電子応用装置製造業］粒子加速装置、放射性物質応用装置、弾性

波応用装置、超音波応用装置、電磁応用探知装置、電気探知機、高周波電

力応用装置、電子顕微鏡など 

  275 電気計測器製造業 ▽［電気計測器製造業］電気計測器、工業計器、医療用計測器など 

  279 その他の電気機械器具製造 

  業 

   

▽［その他の電気機械器具製造業］蓄電池、乾電池、湿電池、水銀電池、アル

カリ電池、磁気テープ・磁気ディスク、電球用口金、導入線、接点、ジュメッ

ト線、永久磁石、太陽電池など 

  情報通信機械器具製造業 
  281 通信機械器具・同関連機械 

  器具製造業 

▽［有線通信機械器具製造業］電話機、交換機、印刷電信機、ファクシミリ、

複写電送装置、搬送装置、有線放送装置など 

   

   

   

［無線通信機械器具製造業］ラジオ放送装置、テレビジョン放送装置、固定

局通信装置、可搬形通信装置、車両用通信装置､船舶用通信装置､航空用通

信装置、携帯用通信装置、ロラン装置、方向探知器など 

   

   

［ラジオ受信機・テレビジョン受信機製造業］ラジオ受信機、テレビジョン受信

 機 

   

   

   

［電気音響機械器具製造業］ステレオセット、テープレコーダ、ハイファイ

用増幅器、オーディオディスクプレーヤ、拡声装置、スピーカーシステム、

ピックアップ、マイクロホン、ヘッドホンなど 

   ［交通信号保安装置製造業］電気信号装置、鉄道信号装置、分岐器など 

   

   

［その他の通信機械器具・同関連機械器具製造業］火災警報装置、盗難警報

装置、発光信号装置、通報信号装置など 

  282 電子計算機･同附属装置製造 

  業 

▽［電子計算機製造業］デジタル形電子計算機、ハイブリッド形電子計算機、

電子会計機、半導体設計用装置など 

   ［パーソナルコンピュータ製造業］パーソナルコンピュータ 

   ［記憶装置製造業］記憶装置 

   ［印刷装置製造業］ラインプリンタ、ページプリンタなど 

   

   

［その他の附属装置製造業］ＣＲＴディスプレイ、液晶ディスプレイ、スキ

ャナー、端末装置、その他の入力装置など 

  電子部品・デバイス製造業 
  291 電子部品・デバイス製造業 

   

   

   

   

   

▽［電子部品・デバイス製造業］電子管、半導体素子、集積回路、抵抗器・コ

ンデンサ・変成器・複合部品、音響部品・磁気ヘッド・小形モータ、コネ

クタ・スイッチ・リレー、スイッチング電源・高周波組立部品・コントロ

ールユニット、プリント回路、整流器（電力用を除く）､磁性材部分品（粉

末や金によるもの）、ソケット（電球用を除く）、振動子、液晶素子、ダ

イヤル、インターホン部品、センサなど 

 
 輸送用機械器具製造業 

  301 自動車・同附属品製造業 ▽［自動車製造業（二輪自動車を含む）］自動車、自動車シャシーなど 

   ［自動車車体・附随車製造業］自動車車体、ボデー、トレーラなど 

   

   

   

［自動車部分品・附属品製造業］自動車用エンジン・同部分品、ブレーキ・

同部分品、クラッチ車軸、ラジエータ、デファレンシャルギヤ、トランス

ミッション、車輪、オイルフィルタ、オイルストレーナなど 

  302 鉄道車両・同部分品製造業 ▽［鉄道車両・同部分品製造業］機関車、客車、電車、気動車、貨車など 

  303 船舶製造・修理業、舶用機 

  関製造業 

▽［船舶製造・修理業、舶用機関製造業］船舶製造･修理、船体ブロック､舟艇、

ヨット製造・修理、舶用機関、舶用内燃機関など 

  304 航空機・同附属品製造業 

   

▽［航空機・同附属品製造業］航空機、航空機用原動機、プロペラ､胴体､主翼、

フラップ、空気制御板、昇降だ、安定板、尾翼組立部品など 
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  305 産業用運搬車両・同部分品 

  ・附属品製造業 

   

▽［産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業］フォークリフトトラック・同部

分品・附属品、動力付運搬車、構内トレーラ、構内運搬車、ショベルトラック

（建設用を除く）、ハンドトラックなど 

  309 その他の輸送用機械器具製 

  造業 

   

▽［その他の輸送用機械器具製造業］自転車製造組立、車いす製造組立、自転車

部分品（玉軸受を除く）、自転車フレーム、空気入りポンプ、荷牛馬車、人

力車、荷車、そり、リヤカー、ロケット、人工衛星など 

 
 精密機械器具製造業 

  311 計量器・測定器・分析機器 

  ・試験機製造業 

   

▽［計量器・測定器・分析機器・試験機製造業］一般長さ計、体積計、はかり、

圧力計、流量計、液面計、精密測定器、分析機器、試験機、体温計、寒暖計、

水銀温度計、回転計、速さ計、光度計、照度計など 

  312 測量機械器具製造業 

   

▽［測量機械器具製造業］測角測量機、水準測量機、写真測量機、磁気コンパス

など 

  313 医療用機械器具・医療用品 

  製造業 

▽［医療用機械器具・医療用品製造業］医療用機械器具､歯科用機械器具､動物用

医療機械器具、医療用品、歯科材料など 

  314 理化学機械器具製造業 ▽［理化学機械器具製造業］研究用科学機械器具、教育用理化学機械器具など 

  315 光学機械器具・レンズ製造 

  業 

▽［光学機械器具・レンズ製造業］顕微鏡・望遠鏡等、写真機･同附属品､映画用

機械・同附属品、光学機械用レンズ・プリズムなど 

  316 眼鏡製造業（枠を含む） 

   

▽［眼鏡製造業（枠を含む）］眼鏡レンズ（個人注文によるものを除く）､眼鏡枠、

眼鏡、サングラスなど 

  317 時計・同部分品製造業 ▽［時計・同部分品製造業］時計・同部分品、時計側 

 
 その他の製造業 

  321 貴金属・宝石製品製造業 

   

   

▽［貴金属・宝石製品製造業］貴金属・宝石製装身具（ジュエリー）製品､貴金属・

宝石製装身具（ジュエリー）附属品・同材料加工、貴金属製ナイフ･フォーク･

スプーン、洋食器(貴金属製品)､貴金属製仏具など 

  322 楽器製造業 ▽［楽器製造業］ピアノ、ギター、その他の楽器・楽器部品・同材料 

  323 がん具・運動用具製造業 

   

▽［がん具・運動用具製造業］娯楽用具･がん具､人形､児童乗物､スポーツ用具（衣

服、靴を除く）、運動用具（衣服、靴を除く）、釣道具など 

  324 ペン・鉛筆・絵画用品・そ 

  の他の事務用品製造業 

   

   

▽［ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業］万年筆、シャープペンシ

ル、ペン先、ボールペン、マーキングペン、鉛筆、毛筆・絵画用品、手押ス

タンプ、形板、そろばん、ステープラ（ホチキス）、穴あけ器、鉛筆削器、墨、

朱肉など 

  325 装身具・装飾品・ボタン・ 

  同関連品製造業（貴金属・ 

  宝石製を除く） 

▽［装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業(貴金属・宝石製を除く)］ 

   装身具・装飾品、造花・装飾用羽毛、ボタン、針・ピン・ホック・スナップ・

同関連製品、かつらなど 

  326 漆器製造業 ▽［漆器製造業］漆塗りの家具、じゅう器、食器、箱、美術品など 

  327 畳・傘等生活雑貨製品製造 

  業 

▽［畳・傘等生活雑貨製品製造業］麦わら帽子、パナマ類帽子､わら工品､畳、う

ちわ、扇子、ちょうちん、ほうき、傘、喫煙用具、魔法瓶など 

  328 武器製造業 

   

▽［武器製造業］銃、砲、銃弾、弾薬（銃砲弾以外）､特殊装甲車両（銃砲を搭載

する構造を有する装甲車両であって無限軌道装置のもの）など 

  329 他に分類されない製造業 

   

   

▽［他に分類されない製造業］煙火、看板・標識、パレット、モデル・模型(紙製

を除く)､工業用模型、情報記録物(新聞、雑誌等の印刷物を除く)、獣毛整理

業(羊毛、羊毛類似の毛を除く)、人体保護具、鳥獣魚類はく製、真珠核など
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【情報通信業】 
 ① 製造業との関係 

・ 主として新聞発行又は書籍等の出版を行う事業所は情報通信業とするが、主として新聞又は書籍等の印刷及びこれ

に関連した補助的業務を行う事業所は「製造業」に分類する。 

・ 情報記録物（新聞、書籍等の印刷物を除く）の原版を制作する事業所は情報通信業とするが、自ら原版の制作を行

わず、情報記録物の大量複製のみを行う事業所は「製造業」に分類する。 

 ② 運輸業との関係 

・ 情報記録物、新聞、書籍等の運送を行う事業所は「運輸業」に分類する。 

 ③ 小売業との関係 

・ 情報記録物、新聞、書籍等を購入して販売する事業所は「小売業」に分類する。 

 ④ サービス業（他に分類されないもの）との関係 

・ 情報記録物、書籍等を賃貸する事業所は「サービス業(他に分類されないもの)」に分類する。 

・ 広告代理業など主として依頼人のために広告することを業とする事業所は「サービス業(他に分類されないもの)」

に分類する。 

・ 個人で詩歌、小説などの文芸作品の創作、文芸批評、評論などの専門的なサービスを行う事業所は「サービス業(他

に分類されないもの)」に分類する。 

・ 工業デザイン、クラフトデザイン、インテリアデザインなどの工業的・商業的デザインに関する専門的なサービス

を行う事業所は「サービス業(他に分類されないもの)」に分類する。 

 
 通信業 

  371 信書送達業 （対象外） 

  372 固定電気通信業 

   

▽［地域電気通信業（有線放送電話業を除く）］固定通信により地域内における

電気通信役務を提供している事業者 

   

   

［長距離電気通信業］固定通信により長距離（県の間・国際間等）の電気通信

  役務を提供している事業者など 

   

   

［有線放送電話業］有線放送電話農業協同組合、有線放送電話共同施設協会、

有線放送電話協会（有線放送電話事業を営むもの） 

   ［その他の固定電気通信業］音声蓄積サービス業、ファックス蓄積サービス業

  373 移動電気通信業 

   

▽［移動電気通信業］携帯電話業、ＰＨＳ業、衛星携帯電話業、無線呼出し業、

  船舶電話業 

  374 電気通信に附帯するサービ 

  ス業 

▽［電気通信に附帯するサービス業］電気通信業務受託会社、船舶電話業務受託

会社、空港無線電話業務受託会社、移動無線センター 

 
 放送業 

  381 公共放送業（有線放送業を （対象外） 

  除く）  

  382 民間放送業（有線放送業を 

  除く） 
▽［テレビジョン放送業（衛星放送業を除く）］テレビジョン放送事業者（ラジ

オ放送事業者を兼営するものを含む） 

   

   

［ラジオ放送業（衛星放送業を除く）］中波ラジオ放送事業者、超短波（ＦＭ）

  放送事業者、コミュニティＦＭ放送事業者、短波放送事業者 

   

   

［衛星放送業］衛星放送事業者、委託放送事業者、受託放送事業者、顧客管理

代行事業者（放送設備を有するもの） 

   ［その他の民間放送業］文字単営放送事業者 

  383 有線放送業 

   
▽［有線テレビジョン放送業］有線テレビジョン放送業、ＣＡＴＶ業、ケーブル

テレビ業、共同聴視業 

   

   

［有線ラジオ放送業］有線ラジオ業、有線音楽放送業、街頭放送業、告知放送

業 

 
 情報サービス業 

  391 ソフトウェア業 

   

▽［受託開発ソフトウェア業］受託開発ソフトウェア業、プログラム作成業、情

報システム開発業、ソフトウェア作成コンサルタント業 

   

   

［パッケージソフトウェア業］パッケージソフトウェア業、ゲーム用ソフトウ

ェア作成業 

 

情
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  392 情報処理・提供サービス業 

   

   

▽［情報処理サービス業］受託計算サービス業、計算センター、タイムシェアリ

ングサービス業、マシンタイムサービス業、データエントリー業、パンチサ

ービス業 

   

   

［情報提供サービス業］データベースサービス業（不動産情報、交通運輸情報、

  気象情報、科学技術情報などの提供サービス業） 

   ［その他の情報処理・提供サービス業］市場調査業、世論調査業など 

 
 インターネット附随サービス業 

  401 インターネット附随サービ 

  ス業 

   

▽［インターネット附随サービス業］サーバーハウジング業、ＡＳＰ（アプリケ

ーション・サービス・プロバイダ）、電子認証業、情報ネットワーク・セキ

ュリティ・サービス業、ポータルサイト運営業 

 
 映像・音声・文字情報制作業 

  411 映像情報制作・配給業 

   

▽［映画・ビデオ制作業(テレビ番組制作業を除く)］映画撮影所、小型映画制作

業、映画制作業、ビデオ制作業など 

   ［テレビ番組制作業］テレビ番組制作業､テレビコマーシャル制作業など 

   

   

   

［映画・ビデオ・テレビ番組配給業］映画フィルム配給業（映画制作業から独

  立しているもの）、映画配給業、ケーブルテレビ番組配給業、有線テレビジ

ョン放送番組配給業など 

  412 音声情報制作業 ▽［レコード制作業］レコード会社、音楽出版会社など 

   ［ラジオ番組制作業］ラジオ番組制作業 

  413 新聞業 ▽［新聞業］新聞社、新聞発行業、新聞印刷発行業 

  414 出版業 

   

   

▽［出版業］書籍出版・印刷出版業、教科書出版・印刷出版業、辞典出版・印刷

出版業、パンフレット出版・印刷出版業、雑誌・定期刊行物出版・印刷出版

業など 

  415 映像・音声・文字情報制作 

  に附帯するサービス業 

▽［ニュース供給業］ニュース供給業、新聞社支局（印刷発行を行わないもの）、

  民間放送局支局（放送設備のないもの）など 

   

   

   

   

［その他の映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業］映画出演者あっ

せん業、映画フィルム現像業、タイトル書き業、ポストプロダクション業、

  貸スタジオ業（映画撮影・録音用）、レコーディングスタジオ、レコーディ

  ングエンジニアなど 
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

【運輸業】 
 ① 鉄道業の自家用の修理工場、倉庫などは「鉄道業」に分類される。ただし、鉄道業の製造工場、発電所、研究所、

病院、保養所などは、それぞれの活動にしたがって鉄道業以外の産業に分類する。 

  ② 鉄道業が営む百貨店、遊園地又は不動産業などの事業所は、それぞれの活動にしたがって鉄道業以外の産業に分類

する。 

 ③ 鉄道車両の修理、改造を行う事業所は「製造業」に分類する。 

 ④ 工場、鉱山、森林などにおける自家専用の鉄道、索道の事業所は、鉄道業以外の産業に分類する。 

 
 鉄道業 （対象外） 

 
 道路旅客運送業 

  431 一般乗合旅客自動車運送業 ▽［一般乗合旅客自動車運送業］乗合バス 

  432 一般乗用旅客自動車運送業 ▽［一般乗用旅客自動車運送業］ハイヤー業、タクシー業 

  433 一般貸切旅客自動車運送業 ▽［一般貸切旅客自動車運送業］貸切バス 

  439 その他の道路旅客運送業 ▽［特定旅客自動車運送業］特定旅客自動車運送業 

   

   

［他に分類されない道路旅客運送業］無償旅客自動車運送業､人力車業､輪タク

  業、乗合馬車業、そり運送業、かご運送業など 

 
 道路貨物運送業 

  441 一般貨物自動車運送業 

   

▽［一般貨物自動車運送業（特別積合せ貨物運送業を除く）］一般貨物自動車運

送業 

   ［特別積合せ貨物運送業］特別積合せ貨物運送業 

  442 特定貨物自動車運送業 ▽［特定貨物自動車運送業］特定貨物自動車運送業 

  443 貨物軽自動車運送業 ▽［貨物軽自動車運送業］貨物軽自動車運送業 

  444 集配利用運送業 ▽［集配利用運送業］集配利用運送業（第二種利用運送業） 

  449 その他の道路貨物運送業 

   

▽［その他の道路貨物運送業］無償貨物自動車運送業､自転車貨物運送業､リヤカ

ー貨物運送業など 

 
 水運業 

  451 外航海運業 ▽［外航旅客海運業］外航旅客定期航路業、外航旅客不定期航路業 

   ［外航貨物海運業］外航貨物定期航路業、外航貨物不定期航路業 

  452 沿海海運業 

   

   

▽［沿海旅客海運業］国内旅客定期航路業、国内旅客不定期航路業（旅客定員旅

客１２人以下の船舶によるものを含む）、自動車航送業（旅客定員１３人以

上の旅客船によるもの） 

   

   

［沿海貨物海運業］内航貨物定期航路業、内航貨物不定期航路業、自動車航送

業（旅客定員１３人以上の船舶によるものを除く） 

  453 内陸水運業 ▽［港湾旅客海運業］通船業、港湾内遊覧船業 

   ［河川水運業］河川水運業、河川渡船業、河川遊覧船業 

   ［湖沼水運業］湖沼水運業、湖沼渡船業、湖沼遊覧船業 

  454 船舶貸渡業 ▽［船舶貸渡業］船舶貸渡業 

   ［内航船舶貸渡業］内航船舶貸渡業 

 
 航空運輸業 （対象外） 

  倉庫業 

  471 倉庫業(冷蔵倉庫業を除く) 

   

▽［倉庫業（冷蔵倉庫業を除く）］普通倉庫業（野積倉庫、サイロ倉庫、タンク

倉庫、水面木材倉庫、トランクルームを含む）など 

  472 冷蔵倉庫業 ▽［冷蔵倉庫業］冷蔵倉庫業 
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

 
 運輸に附帯するサービス業 

  481 港湾運送業 ▽［港湾運送業］一般港湾運送業、港湾荷役業、はしけ運送業、いかだ運送業 

  482 貨物運送取扱業（集配利用 

  運送業を除く） 

▽［利用運送業（集配利用運送業を除く）］利用運送業（第一種利用運送業）な

ど 

   ［運送取次業］運送取次業 

  483 運送代理店 ▽［運送代理店］海運代理店、航空運送代理店 

  484 こん包業 ▽［こん包業（組立こん包業を除く）］荷造業、貨物こん包業など 

   ［組立こん包業］組立こん包業、工業製品組立こん包業、輸出こん包業など 

  485 運輸施設提供業 ▽［鉄道施設提供業］鉄道施設提供業（第三種鉄道事業者） 

   ［道路運送固定施設業］自動車道業、有料道路・有料橋経営業 

   ［自動車ターミナル業］バスターミナル業、トラックターミナル業 

   ［貨物取扱固定施設業］荷さばき施設提供業 

   ［桟橋泊きょ業］ふ頭業 

   ［飛行場業］国際空港、地方空港、ヘリポート 

  489 その他の運輸に附帯するサ ▽［海運仲立業］海運仲立業 

  ービス業 

   

   

   

   

［他に分類されない運輸に附帯するサービス業］検数業、検量業、船積貨物鑑

  定業、水先業、サルベージ業、海難救助業、航路標識事務所（灯台）、航空無

  線標識所（航空灯台）、通運計算業、綱取業、曳船業、港湾運送関連業（他

  に分類されないもの）、観光協会、道路パトロール業、鉄道線路補修業、水

  路測量業、海上交通センター、通関業など 
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

【卸売業】 
 ① 卸売業とは、主として次の業務を行うものをいう。 

・ 小売業又は他の卸売業に商品を販売するもの。 

・ 建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等の産業用使用者に商品を大量又は多額に販売す

るもの。 

・ 主として業務用に使用される商品（事務用機械及び家具、病院･美容院･レストラン･ホテルなどの設備､産業用機械

(農業用器具を除く)、建設材料(木材、セメント、板ガラス、かわらなど)など）を販売するもの。 

・ 製造業の会社が別の場所に経営している自己製品の卸売事業所（主として統括的管理的事務を行っている事業所を

除く） 

・ 他の事業所のために商品の売買の代理行為を行い、又は仲立人として商品の売買の斡旋をするもの。 

  ② 卸売業に含まれる主な業態は次のとおり。 

・ 卸売業（卸売商、産業用大口配給業、卸売を主とする商事会社、買継商、仲買人、農産物集荷業、製造業の会社の

販売事務所、貿易商など） 

・ 製造問屋（自らは製造を行わないで、自己の所有に属する原材料を下請工場などに支給して製品をつくらせ、これ

を自己の名称で卸売するもの） 

・ 代理商、仲立業（エイジェント、ブローカー、コミッションマーチャント） 

 
 各種商品卸売業 

  491 各種商品卸売業 

   

   

▽［各種商品卸売業（従業者１００人以上のもの）］総合商社（従業者が常時１０

０人以上のもの）、各種商品卸売業（従業者が常時１００人以上のもの）、貿

易商社（各種商品を取り扱う事業所で従業者が常時１００人以上のもの） 

   

   

   

［その他の各種商品卸売業］総合商社（従業者が常時１００人未満のもの）、各

種商品卸売業（従業者が常時１００人未満のもの）、貿易商社（各種商品を取

り扱う事業所で従業者が常時１００人未満のもの） 

 
 繊維・衣服等卸売業 

  501 繊維品卸売業（衣服・身の 

  回り品を除く） 

▽［生糸・繭卸売業］生糸、野蚕糸（天蚕糸、さく蚕糸など）、副蚕糸、繭、野繭

（天蚕、さく蚕など）など 

   

   

［繊維原料卸売業（生糸、繭を除く）］綿花、麻類、原毛、獣毛、化学繊維、レ

ーヨンパルプ、羊毛など 

   

   

   

［糸卸売業］綿糸（織物用）、人絹糸（織物用）、スフ糸（織物用）、合成繊維

  糸（織物用）、毛糸（織物用）､絹糸（織物用）､麻糸（織物用）、特和紡糸 

  （織物用）など 

   

   

   

［織物卸売業（室内装飾繊維品を除く）］綿･スフ織物、絹･人絹織物、毛織物、

  合成繊維織物、化繊布、和紡織物､フェルト地､ニット生地、反物、麻織物、 

  ふとん地など 

  502 衣服・身の回り品卸売業 

   

   

   

   

   

▽［衣服・身の回り品卸売業］男子服、婦人・子供服、下着類、寝具類、靴、履物、

かばん・袋物、和服、和装用下着、印半てん、半てん、タオル、手ぬぐい、ハン

カチーフ、ふろしき、足袋、手袋（繊維・革製）、おむつカバー、和傘、洋傘、

小間物、うちわ、扇子、ボタン、ライター、きせる、縫糸、刺しゅう糸、組ひ

も、リボン、指輪（貴金属製を除く）、装身具（貴金属製を除く）、水引（元結

を含む）、洋品雑貨、帽子、かつら、手編毛糸、化粧道具など 
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

 
 飲食料品卸売業 

  511 農畜産物・水産物卸売業 

   

   

   

▽［農畜産物・水産物卸売業］米穀、麦類、雑穀、豆類、小麦粉、穀粉、でん粉、

野菜、果実、木の実、食肉、生鮮魚介類、冷凍魚、原皮、原毛皮、原羽毛、種実

  （製油用）、家畜、家きん（愛がん用を除く）､卵、はちみつ、わら類（加工

  品を除く）、生のり、海藻など 

  512 食料・飲料卸売業 

   

   

   

   

   

▽［食料・飲料卸売業］砂糖、味そ、しょう油、酒類、乾物、缶詰食品､瓶詰食品、

つぼ詰食品、菓子・パン類卸売業、飲料、茶類､酪農製品､水産練製品、おでん

材料、うどん・そば・中華そば、乾めん、納豆、氷、アイスキャンディー、ア

イスクリーム、酢、ソース､醸造調味料､イースト菌、ベーキングパウダー、食

塩、塩蔵肉、塩蔵魚､くん製品､ハム・ベーコン・ソーセージ、食用油、液卵、

冷凍調理食品、レトルト食品、食用油脂、豆腐、塩、なめ味そ、加工豆など 

 
 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 

  521 建築材料卸売業 

   

   

   

   

▽［建築材料卸売業］木材・竹材、セメント、板ガラス、れんが､かわら､タイル、

スレート、ヒューム管・セメントポール、石材、人造石、大理石、大谷石、コ

ンクリートブロック、砂利、砕石、土・砂､壁土､漆くい、石灰、繊維板、陶

管、衛生用陶磁器、サッシ、パネル等建築部材、プラスチック板・管（建築

用）など 

  522 化学製品卸売業 

   

   

   

   

   

▽［化学製品卸売業］塗料、染料、顔料、着色剤、食品染料、油脂､ろう､工業製

品（硫酸、硝酸、塩酸、防腐剤、溶剤、にがりなど）、硫黄、ソーダ、なめ

し革剤、接着剤、現像薬、農薬､コールタール、コールタール製品、カーバ

  イト、プラスチック、工業用アルコール、圧縮ガス、液体ガス、油煙、カー

  ボンブラック、工業塩、筆記用インキ、靴墨、界面活性剤、仕上剤、火薬、

爆薬、火工品、花火（煙火）など 

  523 鉱物・金属材料卸売業 

   

▽［石油卸売業］石油、揮発油、潤滑油、灯油、軽油、重油、機械油、液化石油

ガス（ＬＰＧ）、プロパンガス、天然ガスなど 

   

   

   

［鉱物卸売業（石油を除く）］石炭、コークス､鉄鉱､銅鉱､マンガン鉱､タング

  ステン鉱、ボーキサイト、砂鉄、モリブデン鉱、石灰石､石綿､雲母、けい石、

  ほたる（蛍）石、明ばん石、粘土、陶磁器用原料など 

   

   

   

［鉄鋼卸売業］鉄鋼、鋼材、鉄、鋼管、帯鉄鋼、鉄板、鉄線、薄鉄板、発条、

鋼索、ドラム缶、ブリキ、亜鉛鉄板、鉄管、連鎖、トタン、鋳・鍛鋼品、溶接

棒など 

   

   

   

   

［非鉄金属卸売業］銅地金、銅板、銅管、銅棒、金地金、銀地金、白金地金、

  アルミニウム地金、アルミニウム板、アルミニウム管、アルミニウム棒、真

  ちゅう（鍮）、鉛地金、鉛板、鉛管､はんだ､すず（錫）地金、すず（錫）管、

  金属はく（箔）、銅・アルミニウム線（電線を除く）など 

  524 再生資源卸売業 

   

   

   

▽［再生資源卸売業］空缶、空瓶、空袋、空紙袋、空箱、鉄スクラップ廃車処理

（解体を主とするもの）、非鉄金属スクラップ、古紙、紙くず、繊維ウエィス

ト､くず繊維､ぼろ(繊維くず)、カレット（ガラスくず）、古ゴム、くずゴム、

建場業、仕切場、プラスチック再生資源など 
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

 
 一般機械器具卸売業 

  531 一般機械器具卸売業 

   

   

   

   

   

   

   

   

▽［一般機械器具卸売業］農業用機械器具、建設機械・鉱山機械、金属加工機械、

事務用機械器具、繊維機械、製材機械、醸造機械、製じょう（縄）機、ミシ

ン、製めん（麺）機械器具、缶詰製造機械、乾燥機、理髪理容機械（電気式

を除く）、自動販売機、ドライクリーニング用機械器具、ポンプ、製氷機械

器具、製本機械器具、製糸機械器具、造船機械器具、治具・工具類、製菓機

械器具、船具、配管・暖房工事用品（ボイラ、ラジエータ、油燃器、配管工事

用真ちゅう製品、送風器、排気用品など）、建築用配管・暖房装置（スチーム

装置、ガス使用装置、配管装置、空気調節装置など）、娯楽用機械器具、煙突、

クレーン(荷役運搬用)など 

  532 自動車卸売業 

   

▽［自動車卸売業（二輪自動車を含む）］乗用車、トラック、トレーラ、二輪自

動車、スクータ、中古自動車など 

   

   

   

［自動車部分品・附属品卸売業（中古品を除く）］自動車部分品・附属品、オ

  ートバイ部分品・附属品、自動車電装品、自動車タイヤ、カーアクセサリー、

  カーエアコン、カーステレオなど 

   

   
［自動車中古部品卸売業］自動車中古部品、自動車解体業（部品取りを主とす

  るもの） 

  533 電気機械器具卸売業 

   

   

   

   

▽［家庭用電気機械器具卸売業］テレビジョン受信機、ラジオ受信機、電気音響

機械器具（ステレオ、テープレコーダなど）、電気冷蔵庫、電気掃除機、電

気洗濯機（家庭用）、電気ストーブ、電気カミソリ、照明器具、ルームエア

コン、扇風機、電気医療機械器具（家庭用）、ビデオテープレコーダ、電子

レンジ、電球、録音・録画テープ（記録されていないもの）、電気毛布など

   

   

   

   

   

   

［電気機械器具卸売業］無線通信機械器具、テレビジョン発信機、拡声装置、

有線通信機械器具、電話機、交換機、電信機、警報機､発電機､電動機、変圧

  器、整流器、充電器、電線、電らん、ヘアドライヤ（業務用）、電気洗濯機

(業務用)、電気炉、蓄電池、ネオンサイン装置、配線器具（ソケット、スイ

ッチ、がい(碍)子、パイプなど）、架線金物、コンピュータ・パーソナルコ

ンピュータなど 

  539 その他の機械器具卸売業 

   

   

▽［輸送用機械器具卸売業（自動車を除く）］自転車、自転車部分品、自転車タ

イヤ・チューブ、荷車、リヤカー、運搬車（電気式を除く）､手押車、運搬用

トラクタ、船舶、航空機、ヨット、モータボートなど 

   

   

   

   

   

［精密機械器具卸売業］学術用機械器具、理化学機械器具、実験用機械器具、

測定用機械器具、測量用機械器具、度量衡器、計量器、はかり（秤）、尺器、

写真機械器具（撮影機、映写機を含む）、光学機械器具（望遠鏡、双眼鏡、顕

微鏡、拡大鏡など）、光学レンズ、時計、眼鏡（枠を含む）、体温計、寒暖計、

サングラスなど 

   

   

［医療用機械器具卸売業（歯科用機械器具を含む）］電気医療機械器具（業務

用）､レントゲン装置､歯科医療機械器具､吸入器(医療用)など 
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

 
 その他の卸売業 

  541 家具・建具・じゅう器等卸 

  売業 

   

   

▽［家具・建具卸売業］事務用家具、木製家具、金属製家具、洋家具、和家具、

ベッド、たんす、長持、机、いす、戸棚､本棚､浴槽､立流し､木製火鉢、金火

鉢、指物、戸障子、ふすま、びょうぶ、金属製建具、つい立、衣こう（桁）、

冷蔵庫（電気式を除く）、日おい（覆）、鏡、額縁など 

   

   

   

   

   

［荒物卸売業］荒物雑貨（たわし､掃除用ブラシ､ざる､しゃくし(杓子)､小揚子、

  七輪、あんか（行火）、ひしゃくなど）、ほうき（箒）、しゅろほうき、はし、

  竹細工、かご、わら工品､こうり､バスケット､しの竹（敷物・家具用を除く）、

 つる細工、荷造ひも、線香､マッチ､ろうそく、バケツ（プラスチックのもの）

  など 

   

   

［畳卸売業］畳、畳表、畳床、い表、花むしろ、ござ、上敷、七島表､とま､と

う敷物、竹敷物など 

   ［室内装飾繊維品卸売業］じゅうたん、カーペット、カーテンなど 

   

   

［陶磁器・ガラス器卸売業］家庭用陶磁器、瀬戸物、焼物、七宝焼、土器、素

焼物、かめ、つぼ、ガラス器など 

   

   

   

［その他のじゅう器卸売業］魔法瓶、プラスチック製容器、プラスチック製食

  器、漆器、金属製食器（貴金属製を含む）（ナイフ､フォーク､スプーン、皿

  など）など 

  542 医薬品・化粧品等卸売業 ▽［医薬品卸売業］医薬品、漢方薬、朝鮮人参、生薬など 

   

   

［医療用品卸売業］医療材料、歯科材料、衛生材料、紙おむつ、聴診器用ゴム

管、衛生用ゴム製品、コルセット（医療用）など 

   

   

［化粧品卸売業］化粧品、香水、おしろい、整髪料、香油、化粧水、クリーム、

石けん（化粧、洗顔、薬用のもの）、シャンプー、歯磨、白髪染など 

   ［合成洗剤卸売業］合成洗剤、石けん（化粧、洗顔、薬用を除く） 

  549 他に分類されない卸売業 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

▽［他に分類されない卸売業］紙・紙製品、金物、肥料・飼料、スポーツ用品・

娯楽用品・がん具、たばこ、ジュエリー製品、代理商､仲立業､種苗、種実（製

油用）、植木、花、愛がん用動物、愛がん用家きん、観賞用魚、文房具、教

育標本、印象・印判、朱肉、香料、書籍､雑誌､古本・古雑誌、写真フィルム、

印画紙、美術品・骨とう品、き章・バッジ、楽器、と（砥）石、金剛砂、なめ

し革製品、生ゴム、ラテックス、ゴムホース、ゴムベルト、ゴム手袋、きわ

（際）物、土産物細工、製紙用パルプ、ミュージックテープ（録音済のもの）、

コンパクトディスク（録音済のもの）、ビデオテープ（録画済のもの）、ガ

ラス繊維、仮設トイレ、絵具（油絵・水彩用）、時計バンド、木炭、まき（薪）、

豆炭、オガライト（オガタンを含む）、たどんなど 
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

【小売業】 
 ① 小売業とは、主として次の業務を行うものをいう。 

・ 個人用又は家庭用消費のために商品を販売するもの。 

・ 産業用使用者に少量又は少額に商品を販売するもの。 

  ② 次に掲げるものは小売業として分類されるので注意が必要。 

・ 商品を販売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所は「小売業」に分類する。なお、修理を専業としている事業所

は「サービス業（他に分類されないもの）」に分類する。 

・ 製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売するいわゆる製造小売業（菓子屋、パン屋などにこの例が

多い）は製造業とせず、「小売業」に分類する。 

・ ガソリンスタンドは「小売業」に分類する。 

・ 行商、旅商、露天商は一定の事業所又は恒久的な事業所を持たないものが多いが、その業務の性格上「小売業」に

分類する。 

・ 官公庁、会社、工場、団体、劇場、遊園地などの中にある売店で当該事業所の経営に係わるものはその事業所に含

めるが、その売店が当該事業所以外のものによって経営される場合には別の独立した事業所として「小売業」に分

類する。 

 
 各種商品小売業 

  551 百貨店、総合スーパー 

   

▽［百貨店、総合スーパー］百貨店・デパートメントストア（従業者が常時５０

人以上のもの)､総合スーパー(従業者が常時５０人以上のもの) 

  559 その他の各種商品小売業 

  （従業者が常時５０人未満 

  のもの） 

   

▽［その他の各種商品小売業（従業者が常時５０人未満のもの）］百貨店・デパ

ートメントストア（従業者が常時５０人未満のもの）、ミニスーパー（衣、

食、住にわたって小売りするもの）、よろず屋（衣、食、住にわたって小売

りするもの） 

 
 織物・衣服・身の回り品小売業 

  561 呉服・服地・寝具小売業 ▽［呉服・服地小売業］呉服、和服、反物、帯、服地、小ぎれ、裏地など 

   ［寝具小売業］ふとん、丹前、ナイトガウン､マットレス､パジャマなど 

  562 男子服小売業 

   

▽［男子服小売業］洋服、注文服（材料店持ちのもの）、学生服、オーバーコー

ト、レインコート、ジャンパー、作業服、ズボンなど 

  563 婦人・子供服小売業 

   

▽［婦人服小売業］婦人服、婦人服仕立、婦人用事務服、レインコート、毛皮コ

ート、洋裁店、ブティックなど 

   ［子供服小売業］子供服、子供服仕立、ベビー服など 

  564 靴・履物小売業 

   

▽［靴・履物小売業］靴、ゴム靴、合成皮革靴、プラスチック成形靴、布製靴、地下

足袋、靴ひも、靴墨､げた､草履､スリッパ､サンダルなど 

  569 その他の織物・衣服・身の 

  回り品小売業 

▽［その他の織物・衣服・身の回り品小売業］かばん･袋物、洋品雑貨・小間物、

洋傘、和傘、ステッキ、白衣など 

 
 飲食料品小売業 

  571 各種食料品小売業 ▽［各種食料品小売業］各種食料品、食料品雑貨など 

  572 酒小売業 ▽［酒小売業］酒 

  573 食肉小売業 

   

▽［食肉小売業（卵、鳥肉を除く）］肉、獣肉、塩蔵肉、冷凍肉､肉製品､魚肉ハ

ム･ソーセージなど 

   ［卵、鳥肉］卵、鳥肉 

  574 鮮魚小売業 

   

▽［鮮魚小売業］鮮魚、貝類、かき、川魚、食用かえる、冷凍魚、海藻（生のもの）

など 

  575 野菜・果実小売業 ▽［野菜・果物小売業］野菜、果物 

  576 菓子・パン小売業 

   

   

▽［菓子・パン小売業（製造小売を含む）］洋菓子、和菓子、干菓子、だ菓子、

せんべい、あめ、ケーキ、まんじゅう、もち、焼いも、甘ぐり、アイスクリ

  ーム・アイスキャンディー、ドーナッツ、パンなど 
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

  577 米穀類小売業 ▽［米穀類小売業］米麦、雑穀、豆類など 

  579 その他の飲食料品小売業 ▽［コンビニエンスストア（飲食料品を中心とするものに限る）］ 

   ［牛乳小売業］牛乳 

   ［飲料小売業］清涼飲料、乳酸菌飲料、茶類飲料など 

   ［茶類小売業］茶、こぶ茶、コーヒー、ココア、豆茶、麦茶、紅茶など 

   

   

［料理品小売業］そう菜、折詰、仕出弁当、給食センター、調理パン、ハンバ

  ーガー店(持ち帰り)､持ち帰り弁当､ピザ(宅配･持ち帰り)など 

   

   

［豆腐・かまぼこ等加工食品小売業］豆腐、こんにゃく、納豆、つくだ煮、漬

  物、たい味そ、ちくわ、おでん材料など 

   

   

［乾物小売業］乾物、干魚、干ぴょう、ふ（麩）、乾燥野菜､乾燥果物､こうや

（高野）豆腐、干しのり、くん製、海藻（乾燥したもの）など 

   

   
［他に分類されない飲食料品小売業］氷、乾めん類、インスタントラーメン、

缶詰、夕食材料宅配、乳製品、調味料など 

 
 自動車・自転車小売業 

  581 自動車小売業 ▽［自動車小売業］自動車(新車) 

   ［中古自動車小売業］中古自動車 

   

   

［自動車部分品・付属品小売業］自動車部分品・附属品､自動車タイヤ､カーア

クセサリー、カーエアコン、カーステレオなど 

   

   

［二輪自動車小売業（原動機付自転車を含む）］二輪自動車、スクータ、原動

  機付自転車、二輪自動車部分品・附属品 

  582 自転車小売業 

   

▽［自転車小売業］自転車･同部分品・附属品、自転車タイヤ･チューブ、中古自

転車、リヤカーなど 

 
 家具・じゅう器・機械器具小売業 

  591 家具･建具･畳小売業 

   

▽［家具小売業］家具、洋家具、和家具、いす、机、卓子、ベッド、つい立、び

ょうぶ、浴槽、額縁、本箱、鏡台、じゅうたん、カーテンなど 

   ［建具小売業］建具、木製建具、金属製建具、建具屋 

   ［畳小売業］畳、ござ、花むしろなど 

   ［宗教用具小売業］仏具、神具など 

  592 機械器具小売業 

   

   

   

   

▽［電気機械器具小売業］テレビジョン受信機、電気洗濯機、電気ストーブ、電

気アイロン、電気冷蔵庫、電気掃除機、電球、ステレオ、テープレコーダ、

扇風機、電気医療機械器具、電気井戸ポンプ、ＣＤプレーヤー、ビデオテー

プレコーダ、ビデオカメラ、録音・録画テープ（記録されていないもの）、電

話機、電気毛布など 

   

   

［電気事務機械器具小売業］パーソナルコンピュータ、フレキシブルディスク、

パソコンソフト（ゲーム用ソフトを除く）など 

   

   

［その他の機械器具小売業］ガス器具、ミシン・編機・同部分品、石油ストー

ブ、度量衡器、タイプライタ、金庫、浄水器など 

  599 その他のじゅう器小売業 

   

   

   

   

   

▽［その他のじゅう器小売業］金物、刃物、鉄器、アルミニウム製品、錠前、魔

法瓶、荒物、日用雑貨（荒物を主とするもの）、ほうき、ざる、はし、ふるい、

たわし、竹かご、バスケット、竹細工、わら製品、縄、しゅろ細工、ろうそ

く、マッチ、こうり（行李）、ポリバケツ、荷造りひも、農業用ビニールシ

ート、陶磁器、ガラス器、漆器、茶道具、プラスチック製食器、華道具、貴

金属製食器など 
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

 
 その他の小売業 

  601 医薬品・化粧品小売業 

   

▽［医薬品小売業（調剤薬局を除く）］薬局、薬店、漢方薬､製薬､薬種、医薬品

配置、紙おむつ、アルコール（医薬用）など 

   ［調剤薬局］薬局･ファーマシー（調剤を主とするもの）、調剤薬局 

   

   

［化粧品小売業］化粧品、香水、香油、おしろい、整髪料、石けん（化粧、洗

顔、薬用のもの）、歯磨、シャンプー、白髪染など 

  602 農耕用品小売業 

   

▽［農耕用機械器具小売業］農業用機械器具、すき・くわ・かま、鳥獣害防除器

具、畜産用機器、耕うん機、ハンドトラクタ、コンバインなど 

   ［苗・種子小売業］種苗、苗木、種子など 

   ［肥料・飼料小売業］肥料、飼料、農薬、園芸用土など 

  603 燃料小売業 

   

▽［ガソリンスタンド］ガソリンスタンド、給油所、液化石油ガス（ＬＰＧ）ス

タンド 

   ［燃料小売業］薪炭、練炭、豆炭、石炭、プロパンガス、灯油など 

  604 書籍・文房具小売業 ▽［書籍・雑誌小売業］書籍、洋書取次、古本、楽譜など 

   ［新聞小売業］新聞販売、新聞取次 

   

   

［紙・文房具小売業］洋紙、板紙、和紙、ふすま紙、障子紙、帳簿類、ノート、

鉛筆、ペン、すずり、筆、製図用具､そろばん､絵画用品など 

  605 スポーツ用品・がん具・娯 

  楽用品・楽器小売業 

   

▽［スポーツ用品小売業］運動具、スポーツ用品、ゴルフ用品、釣具、狩猟用具、

スポーツ用靴（スキー靴、登山靴、スパイクシューズなど）、運動衣（野球用ユ

ニフォーム、剣道着など）、ジェットスキー、サーフボード、登山用品など 

   

   

［がん具・娯楽用品小売業］おもちゃ、人形、模型がん具、囲碁､将棋､マージ

ャン、トランプ、テレビゲーム機、ゲーム用ソフトなど 

   

   

［楽器小売業］和洋楽器、ピアノ、和楽器、三味線、レコード・ミュージック

テープ、コンパクトディスク（音楽用のもの） 

  606 写真機・写真材料小売業 

   

▽［写真機・写真材料小売業］写真機、撮影機、映写機、写真感光材料、写真フ

ィルムなど 

  607 時計・眼鏡・光学機械小売 

  業 

▽［時計・眼鏡・光学機械小売業］時計、眼鏡、コンタクトレンズ、双眼鏡、望

遠鏡など 

  609 他に分類されない小売業 ▽［たばこ・喫煙具専門小売業］たばこ、喫煙具 

   ［花・植木小売業］花屋、切花、フローリスト、植木、盆栽など 

   

   

［建築材料小売業］木材、セメント、板ガラス、ブロック、プラスチック建材

など 

   

   

［ジュエリー製品小売業］宝石、金製品、銀製品、白金製品、装身具（貴金属

製のもの）など 

   ［ペット・ペット用品小売業］愛がん用動物、鑑賞用魚、ペットフードなど 

   ［骨とう品小売業］骨とう品 

   

   

   

［中古品小売業］中古衣服、古道具、中古家具、古建具、古楽器、古写真機、

古運動用具、中古靴、古レコード、中古電気機械器具、中古ＣＤ、中古電気

事務機械器具、中古ゲーム用ソフトなど 

   

   

   

   

   

   

［他に分類されないその他の小売業］美術品（骨とう品を除く）､名刺､印章、

印判、帆布、造花、標本、旗ざお、物干しざお、碑石・墓石、石工（個人の

注文によって彫刻、仕上げを行い販売するもの）、荷車（中古のものを含む）、

古切手、郵趣品（記念切手・同収集品）、古銭、合成洗剤、石けん（化粧、洗

顔、薬用以外のもの）、コンパクトディスク（音楽用以外のもの）、絵画、

金・銀・白金地金など 
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

【不動産業】 
 ① 映画館、劇場、スポーツ施設などを賃貸する事業所は「サービス業(他に分類されないもの)」に分類する｡ 

 ② 講演会、展示会、集会など主として各種集会及び催しの利用に供する施設を運営する事業所は「サービス業（他に

分類されないもの）」に分類する。 

 ③ 主として自ら労働者を雇用して土地の造成又は建物の建設を行い、それを分譲する事業所は「建設業」に分類する。

 ④ 不動産に関する鑑定評価、調査などを行う事業所は「サービス業(他に分類されないもの)」に分類する。 

 
 不動産取引業 

  681 建物売買業、土地売買業 

   

▽［建物売買業］建売業（自ら建築施工しないもの）、事務所売買業、マンション分

譲業、中古住宅売買業 

   ［土地売買業］土地売買業、土地分譲業 

  682 不動産代理業・仲介業 

   

▽［不動産代理業・仲介業］土地ブローカー､建物仲介業､不動産代理業、不動産

仲介業、貸家仲介業 

 
 不動産賃貸業・管理業 

  691 不動産賃貸業（貸家業、貸 

  間業を除く） 

▽［貸事務所業］貸事務所業（短期のものを除く）、貸店舗業（店舗併用住宅を

除く）、貸倉庫業 

   ［土地賃貸業］土地賃貸業、地主（土地の賃貸を業とするもの） 

   ［その他の不動産賃貸業］貸事務所業（短期のもの）、貸会議室業 

  692 貸家業、貸間業 

   

   

▽［貸家業、貸間業］貸家業、住宅賃貸業、アパート業、ウィークリーマンショ

ン賃貸業、貸別荘業、貸店舗業（店舗併用住宅）、貸間など 

（対象外）住宅協会、住宅公社、住宅供給公社 

  693 駐車場業 ▽［駐車場業］駐車場業、ガレージ業、自動車車庫業、駐車場管理業 

  694 不動産管理業 

   

▽［不動産管理業］不動産管理業、ビル管理業、マンション管理業、アパート管

理業、土地管理業 
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

【飲食店・宿泊業】 
 ①「飲食店」とは、主として注文により直ちにその場所で料理、その他の食料品又は飲料を飲食させる事業所をいう｡

  ② 百貨店、遊園地などの一区画を占めて飲食店が営まれている場合、それが独立の事業所であれば「飲食店」に分類

する。 

 ③「宿泊業」とは、一般公衆、特定の会員等に対して宿泊又は宿泊と食事を提供する事業所をいう。 

 
 一般飲食店 

  701 食堂、レストラン 

   

▽［一般食堂］食堂、大衆食堂、お好み食堂、定食屋、めし屋、ファミリーレス

トラン（各種の料理を提供するもの）など 

   

   

   

   

［日本料理店］てんぷら料理店、うなぎ料理店、川魚料理店、精進料理店、鳥

料理店、釜めし屋、お茶漬屋、にぎりめし屋、沖縄料理店、とんかつ料理店、

郷土料理店、かに料理店、牛丼店、ちゃんこ鍋店、すき焼き店、しゃぶしゃ

ぶ店、懐石料理店など 

   ［西洋料理店］フランス料理店、ロシア料理店、イタリア料理店など 

   

   

［中華料理店］中華料理店、上海料理店、北京料理店、広東料理店、四川料理

店、台湾料理店、中華そば店、ぎょうざ（餃子）店、ラーメン店など 

   

   

［その他の食堂、レストラン］朝鮮料理店、インド料理店、カレー料理店、エ

スニック料理店、無国籍料理店など 

  702 そば・うどん店 ▽［そば・うどん店］そば屋、うどん店 

  703 すし店 ▽［すし店］すし屋 

  704 喫茶店 ▽［喫茶店］喫茶店、フルーツパーラー、音楽喫茶、珈琲店、カフェなど 

  709 その他の一般飲食店 

   

   

▽［その他の一般飲食店］大福屋､今川焼屋､ところ天屋､氷水屋､甘酒屋、汁粉屋、

お好み焼屋、ドライブイン（飲食店であって主たる飲食料品が不明なもの）、

ハンバーガー店（その場所で飲食させるもの）、甘味処、たこ焼屋など 

 
 遊興飲食店 

  711 料亭 ▽［料亭］料亭、割ぽう店、待合など 

  712 バー、キャバレー、ナイト 

  クラブ 

▽［バー、キャバレー、ナイトクラブ］バー、スナック、キャバレー、ナイトクラブ

など 

  713 酒場、ビヤホール 

   

▽［酒場、ビヤホール］大衆酒場、居酒屋、焼鳥屋、おでん屋、もつ屋、ダイニ

ングバー、ビヤホールなど 

 
 宿泊業 

  721 旅館、ホテル 

   

▽［旅館、ホテル］旅館、ホテル、観光ホテル、宿屋、温泉旅館、割ぽう旅館、

国民宿舎、民宿、モーテル、ビジネスホテルなど 

  722 簡易宿所 ▽［簡易宿所］簡易宿泊所、ベッドハウス、山小屋、カプセルホテルなど 

  723 下宿業 ▽［下宿業］下宿屋、下宿業 

  729 その他の宿泊業 （対象外） 
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

【サービス業（他に分類されないもの）】 
 ① 製造業との関係 

・ 新製品を製造加工し、かつ、同種製品の修理を行う事業所は「製造業」に分類されるが、修理を専業としている事

業所は「サービス業(他に分類されないもの)」に分類する。また、修理のために補修品を製造している場合も「サ

ービス業(他に分類されないもの)」に含まれる。ただし、船舶修理、鉄道車両の修理又は改造、航空機のオーバー

ホールを行う事業所は、過去１年間に製造行為を行わなくても「製造業」とする。また、主として自己又は他人の

所有する原材料を機械処理して、他種類の機械及び部分品の製造加工及び修理を行っている場合は「製造業」に分

類する。 

・ 他の業者が所有する原材料に加工処理を行って加工賃を受取る賃加工業は「製造業」に分類され、直接家庭消費者

から原材料を支給されて賃加工を行う事業者が「サービス業(他に分類されないもの)」に含まれる｡ 

 ② 運輸業との関係 

・ 財貨の運搬、保管を行う事業所は「運輸業」に分類する。 

・ 運輸の斡旋、運輸施設の提供、船積の検数、水先案内などの運輸に附帯するサービスを行う事業者は「運輸業」に

分類する。 

 ③ 卸売業、小売業との関係 

・ 商品を販売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所は「卸売業、小売業」に分類されるが、修理を専業としている

事業所は「サービス業(他に分類されないもの)」に含まれる。修理のために部分品などを取替えても「サービス業(他

に分類されないもの)」に含まれる。 

 ④ 不動産業との関係 

・ 不動産の運用及び仲介を行う事業所は「不動産業」に分類する。ただし、主として映画館、劇場、スポーツ施設な

ど特定の用途に使用する設備を有する施設を賃貸する事業者は「サービス業（他に分類されないもの）」のそれぞ

れの分類項目に分類される。 

  専門サービス業（他に分類されないもの） 
  801 法律事務所、特許事務所 ▽［法律事務所］法律事務所、弁護士事務所、法律相談所 

   ［特許事務所］特許事務所、弁理士事務所、特許出願代理業 

  802 公証人役場、司法書士事務所 ▽［公証人役場、司法書士事務所］公証人役場、司法書士事務所 

  ▽［公認会計士事務所］公認会計士事務所、外国公認会計士事務所など 

  
803 公認会計士事務所、税理士事

務所 ［税理士事務所］税理士事務所 

  804 獣医業 ▽［獣医業］獣医業、家畜診療所、犬猫病院など 

  805 土木建築サービス業 ▽［建築設計業］設計監督業､建物設計製図業､建設コンサルタント業など 

   ［測量業］測量業 

   ［その他の土木建築サービス業］地質調査業、試すい業(鉱山用を除く) 

  806 デザイン・機械設計業 

   

   

▽［デザイン業］工業デザイン事務所、クラフトデザイン業、インテリアデザイン

事務所、商業デザイン事務所、服飾デザイン業、テキスタイルデザイン事務所、

パッケージデザイン事務所など 

   ［機械設計業］機械設計業、機械設計製図業など 

  807 著述・芸術家業 ▽［著述家業］作家業、シナリオライター、文芸批評家業、評論家業など 

   

   

［芸術家業］美術家業、彫刻家業、鋳金家業、作曲家業､ピアニスト業､映画監督

業、演出家、ポスター画家業、イラストレーター業など 

  808 写真業 ▽［写真業（商業写真を除く）］写真撮影業、写真館、街頭写真業など 

   ［商業写真業］商業・宣伝・出版・広告・芸術写真業など 

  809 その他の専門サービス業 ▽［興信所］興信所､信用調査所､商業興信所､秘密探偵社､私立探偵社など 

   ［社会保険労務士事務所］社会保険労務士事務所 

   

   

［経営コンサルタント業］経営管理事務所、経営管理診断事務所、経営管理指導

   研究事務所、経営管理相談所など 

   ［翻訳業（著述家業を除く）］翻訳業 

   ［通訳業、通訳案内業］通訳業、通訳案内業 

   ［広告制作業］広告制作業、広告制作プロダクションなど 

   ［不動産鑑定業］不動産鑑定業 

   ［行政書士事務所］行政書士事務所 

    

    

サ
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

   

   

   

［他に分類されない専門サービス業］鑑定業、司会業、簿記業、計理事務所、コピ

ーライター業、土地家屋調査士業、海事代理業、投資顧問業（証券・商品投資を

除く）など 

 
 学術・開発研究機関 （対象外） 

 
 洗濯・理容・美容・浴場業 

  821 洗濯業 ▽［普通洗濯業］洗濯業、クリーニング業、ランドリー業、クリーニング工場など

   ［洗濯物取次業］洗濯物取次所、クリーニング取次所など 

   

   

［リネンサプライ業］リネンサプライ業、貸おむつ業、貸おしぼり業、貸ぞうき

ん業、貸モップ業など 

  822 理容業 ▽［理容業］理髪店、床屋、理容院、理容所、バーバーなど 

  823 美容業 ▽［美容業］美容室、美容院、髪結業、ビューティサロンなど 

  824 公衆浴場業 ▽［公衆浴場業］銭湯業、湯屋業、ふろ屋業など 

  825 特殊浴場業 

   

▽［特殊浴場業］温泉浴場業、蒸しぶろ業、砂湯業、サウナぶろ業、鉱泉浴場業な

ど 

  

  
829 その他の洗濯・理容・美容・

浴場業 

▽［洗張・染物業］洗張業、張物業、湯のし業、染抜（しみぬき）業、染物屋、京

染屋、丸染屋、染直し業、色揚業、染物取次業など 

   ［エステティック業］エステティックサロンなど 

   

   

   

［他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業］コインシャワー業、寝具消毒・

乾燥業、コインランドリー業、マニキュア業、ペディキュア業、ネイルサロンな

ど 

 
 その他の生活関連サービス業 

  831 旅行業 

   

▽［旅行業（旅行業者代理業を除く）］第１種旅行業、第２種旅行業、第３種旅行

業 

   ［旅行業者代理業］旅行業者代理業 

  832 家事サービス業 ▽［家事サービス業（住込みのもの）］住込みのお手伝い（ハウスメイド） 

   

   

［家事サービス業（住込みでないもの）］家政婦、住込みでないお手伝い（ハウ

スメイド） 

  833 衣服裁縫修理業 

   

▽［衣服裁縫修理業］衣服裁縫業（材料個人持ちのもの）､衣服修理業、更生仕立

直し業、裏返し業、和・洋服裁縫業（材料個人持ちのもの）、かけはぎ業など 

  834 物品預り業 

   

▽［物品預り業］手荷物預り業、荷物一時預り業、自転車預り業、コインロッカー

業など 

  835 火葬・墓地管理業 ▽［火葬業］火葬業、火葬場 

   ［墓地管理業］墓地管理業、霊園管理事務所、納骨堂 

  836 冠婚葬祭業 ▽［葬儀業］葬儀屋、斎場 

   ［結婚式場業］結婚式場 

   ［冠婚葬祭互助会］冠婚葬祭互助会 

  

  
839 他に分類されない生活関連

サービス業 

   

   

   

   

   

▽［食品賃加工業］小麦粉賃加工業、菓子賃加工業、精米賃加工業など 

［結婚相談業、結婚式場紹介業］結婚相談所（営利的なもの）、結婚紹介業、 

 結婚式場紹介業など 

［写真現像・焼付業］写真現像・焼付業､写真修整業､ＤＰＥ取次業など 

［他に分類されないその他の生活関連サービス業］易断所、観相業、観光案内業

（ガイド）、靴磨き業、ドッグビューティサロン、犬猫霊園管理事務所、運転代

 行業、古綿打直し仲介業、チケット類売買業、宝くじ売りさばき業など 
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

 
 娯楽業 

  841 映画館 

   

▽［映画館］映画館、映画劇場、野外映画劇場、映画館賃貸業、ミニ・シアター、

ビデオ・シアターなど 

  842 興行場（別掲を除く）、興 

  行団 

▽［劇場］劇場、劇場附属の劇団、劇場附属のオーケストラ、劇場附属の歌劇団、

劇場附属のダンシングチーム、劇場を持つ劇団、劇場賃貸業など 

   

   

   

［興行場］寄席、演芸場、見世物興行場、曲芸・軽業興行場、相撲興行場、ボ

クシング場、野球場（プロ野球興行用）、サーキット場（プロのレース興行

用）など 

   

   

［劇団］劇団（独立のもの）、歌劇団（独立のもの）、俳優業（フリーのもの）、

演劇興行請負業、芸能プロダクション、コンサート・ツアー業など 

   

   

［楽団、舞踏団］楽団（独立のもの）、バンド（独立のもの）、舞踊団（独立

   のもの）、歌謡歌手業（フリーのもの）など 

   

   

   

［演芸・スポーツ等興行団］寄席出演業、見世物業、曲芸・軽業（かるわざ）

   団、相撲部屋、ボクシングジム、浪曲興行、プロ野球団、プロレス協会、落

   語家業、音曲業、漫才業、プロサッカー団など 

  843 競輪・競馬等の競走場、競 （対象外） 

  技団  

  844 スポーツ施設提供業 

   

   

   

▽［スポーツ施設提供業（別掲を除く）］陸上競技場、運動広場、バレーボール

場、卓球場、クレー射撃場、スケートリンク、アイススケート場、ローラー

スケート場、サッカー場、プール、公営野球場、公営運動場管理事務所、 

乗馬クラブ、フィールドアスレチック場など 

   ［体育館］体育館 

   ［ゴルフ場］ゴルフ場 

   ［ゴルフ練習場］ゴルフ練習場 

   ［ボーリング場］ボウリング場、ボーリングセンターなど 

   ［テニス場］テニス場 

   ［バッティング・テニス練習場］バッティングセンター、テニス練習場など 

  845 公園、遊園地 ▽［公園］公園、庭園、公園管理事務所など 

   ［遊園地］遊園地、遊園場など 

   ［テーマパーク］テーマパーク 

  846 遊戯場 ▽［ビリヤード場］ビリヤード場 

   ［囲碁・将棋所］碁会所、囲碁センター､将棋集会所､将棋センターなど 

   ［マージャンクラブ］マージャンクラブ、マージャン荘など 

   

   

［パチンコホール］パチンコホール、パチンコ店、アレンジボール店、じゃん

球店、パチスロ店など 

   ［ゲームセンター］ゲームセンター、スロットマシン場など 

   ［その他の遊戯場］ビンゴゲーム場、射的場など 

  849 その他の娯楽業 ▽［ダンスホール］ダンスホール、ダンスホール賃貸業など 

   ［マリーナ業］マリーナ業、ヨットハーバーなど 

   ［遊漁船業］遊漁船業、釣船業、瀬渡船業、船宿（釣船業）など 

   ［芸ぎ業］芸ぎ業、置屋、検番など 

   ［カラオケボックス］カラオケボックス 

   

   

［娯楽に附帯するサービス業］プレイガイド、演劇俳優あっせん業、競輪・競

馬等予想業、ゴルフ会員権買取販売業（売買あっせんを含む）など 

   

   
［他に分類されない娯楽業］釣堀業、金魚すくい場、ヘルスセンター､ジューク

ボックス業など 
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

 
 廃棄物処理業 

  851 一般廃棄物処理業 ▽［し尿収集運搬業］し尿収集運搬業 

   ［し尿処分業］し尿処分業、し尿海洋投入業など 

   ［浄化槽清掃業］浄化槽清掃業 

   ［浄化槽保守点検業］浄化槽保守点検業 

   ［ごみ収集運搬業］ごみ収集運搬業 

   

   

［ごみ処分業］ごみ焼却業、ごみ埋立業、粗大ごみ破砕・圧縮業、ごみ高速た

い（堆）肥化業、一般廃棄物（し尿を除く）海洋投入業など 

  852 産業廃棄物処理業 ▽［産業廃棄物収集運搬業］産業廃棄物収集・船舶廃油収集運搬業 など 

   

   

   

［産業廃棄物処分業］汚泥処理業、廃酸・廃アルカリ処理業、廃油処理業、廃

プラスティック類処理業、産業廃棄物海洋投入業、船舶廃油処理業、産業廃

棄物埋立業など 

   

   

   

［特別管理産業廃棄物収集運搬業］特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理

汚泥収集運搬業、特別管理廃油収集運搬業、感染性産業廃棄物収集運搬業、

廃石綿等収集運搬業など 

   

   

   

［特別管理産業廃棄物処分業］特別管理産業廃棄物処分業、特別管理汚物処分

業、特別管理廃油処分業、感染性産業廃棄物処分業、廃石綿等処分業、特別

管理産業廃棄物埋立業など 

  859 その他の廃棄物処理業 ▽［死亡獣畜取扱業］死亡獣畜取扱所 

   

   

［他に分類されない廃棄物処理業］放射性廃棄物収集運搬業、放射性廃棄物処

理業など 

 
 自動車整備業 

  861 自動車整備業 ▽［自動車一般整備業］自動車整備業、自動車修理業、オートバイ整備修理業 

   

   

   

   

   

［その他の自動車整備業］自動車車体修理業、自動車車体整備業、自動車再塗

装業、自動車溶接業（自動車修理のためのもの）、自動車電装品整備業、自

動車蓄電池修理業、自動車タイヤ修理業、自動車タイヤ整備業、自動車ブレ

ーキ修理業、自動車部品整備業、自動車エンジン修理業、自動車再生業、自

動車エンジン再生業、自動車工場（自動車・自動車エンジンの再生を主とす

るもの）、自動車清掃業、自動車洗車業など 

 
 機械等修理業（別掲を除く） 

  871 機械修理業（電気機械器具 

  を除く） 

   

▽［一般機械修理業（建設・鉱山機械を除く）］機械修理業、内燃機関修理業、

航空機整備業、ミシン修理業、光学器械修理業､映写機修理業､農業用トラク

タ修理業、ガーデントラクタ修理業、フォークリフト整備業など 

   

   

［建設・鉱山機械整備業］建設用トラクタ整備業、掘削機械整備業、建設用ク

レーン整備業、整地機械整備業、基礎工事用機械整備業、鉱山機械整備業 

  872 電気機械器具修理業 

   

▽［電気機械器具修理業］ラジオ修理業、テレビ修理業、電気冷蔵庫修理業、変

圧器修理業など 

  873 表具業 ▽［表具業］表具業、表装業、経師業、屏風張業、襖張業、障子張業など 

  879 その他の修理業 ▽［家具修理業］家具修理業、いす修理業など 

   ［時計修理業］時計修理業、電気時計修理業など 

   

   

［履物修理業］靴修理業、革靴修理業、ゴム靴修理業､ズック靴修理業､げた修

理業など 

   

   

［かじ業］手工鍛造業、かじ業、農業用器具修理業（手工鍛造によるもの）な

ど 

   

   

   

   

   

［他に分類されない修理業］金物修理業、楽器修理業、ピアノ調律・修正業、

オルガン調律・修正業、三味線修理業、三味線・太鼓張替業、くら・馬具修

理業、かばん・袋物修理業、洋傘修理業、ゴム製品修理業（自動車タイヤ、

ゴム靴の修理を除く）、メタリコン修理業、眼鏡修理業、計量器修理業、自

転車修理業、自転車タイヤ修理業、畳裏返し業など 
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

 
 物品賃貸業  

  881 各種物品賃貸業 ▽［総合リース業］総合リース業 

   ［その他の各種物品賃貸業］各種物品レンタル業 

  882 産業用機械器具賃貸業 

   

   

   

   

   

▽［産業用機械器具賃貸業（建設機械器具を除く）］農業機械器具賃貸業、通信

機械器具賃貸業、電話交換機賃貸業、医療機械器具賃貸業、鉱山機械器具賃

貸業、金属工作機械賃貸業、金属加工機械賃貸業、プラスチック成形加工機械賃

貸業、電動機賃貸業、計測器賃貸業、自動販売機（コインオペレータ）賃貸業、

冷蔵陳列棚賃貸業、荷役運搬機械設備賃貸業、コンテナ賃貸業、パレット賃

貸業、ボーリング機械設備賃貸業など 

   

   

［建設機械器具賃貸業］掘削機械器具賃貸業、建設用クレーン賃貸業、整地機

械賃貸業、基礎工事用機械賃貸業、仮設資材賃貸業など 

  883 事務用機械器具賃貸業 

   

   

▽［事務用機械器具賃貸業（電子計算機を除く）］事務用機械器具賃貸業、電子

式複写機賃貸業、会計機械賃貸業、金銭登録機賃貸業、ファイリングシステム

用器具賃貸業など 

   

   

［電子計算機・同関連機器賃貸業］電子計算機賃貸業、電子計算機関連機器賃

貸業など 

  884 自動車賃貸業 ▽［自動車賃貸業］レンタカー業、自動車リース業など 

  885 スポーツ･娯楽用品賃貸業 

   

   

▽［スポーツ・娯楽用品賃貸業］スポーツ用品賃貸業､スキー用品賃貸業､スケー

ト靴賃貸業、貸自転車業、運動会用具賃貸業、貸テント業、貸ヨット業、貸モ

ータボート業、貸馬業など 

  889 その他の物品賃貸業 

   

▽［映画・演劇用品賃貸業］映画用諸道具賃貸業、演劇用諸道具賃貸業、映写機

賃貸業、映画フィルム賃貸業、貸衣しょう業（映画・演劇用のもの）など 

   

   

［音楽・映像記録物賃貸業（別掲を除く）］レンタルビデオ業、レコード賃貸

業、ミュージックテープ・ＣＤ賃貸業など 

   

   

［貸衣しょう業（別掲を除く）］貸衣しょう業（映画・演劇用を除く）､レンタ

ルブティックなど 

   

   
［他に分離されない物品賃貸業］貸テレビ業、貸本業、貸楽器業、貸美術品業、

貸ふとん業、貸植木業、貸花環業、貸ピアノ業、医療・福祉用具賃貸業など

 
 広告業  

  891 広告代理業 

   

▽［広告代理業］広告代理業、広告業（広告の代理業を主とするもの）、新聞広

告代理業、車両内広告代理業、電柱広告代理業など 

  899 その他の広告業 ▽［屋外広告業］屋外広告業、掲示案内業、アドバルーン業など 

   

   
［他に分類されない広告業］広め屋、ちんどん屋、引札配布業、郵便広告業、

サンプル配布業など 

 
 その他の事業サービス業  

  901 速記・ワープロ入力・複写 

  業 

▽［速記・ワープロ入力業］速記業、ワープロ入力請負業、タイプライティング

請負業、あて名書業、筆耕業、テープ起こし業など 

   ［複写業］複写業、複写加工業、青写真業、地図複製業、マイクロ写真業など

  902 商品検査業 ▽［商品検査業］商品検査業、計量検定所、肥飼料検査所など 

  903 計量証明業 ▽［一般計量証明業］質量計量証明業、長さ・面積等計量証明業など 

   

   

［環境計量証明業］環境測定分析業、作業環境測定分析業、土壌汚染測定分析

業、水質汚濁測定分析業、浮遊粉じん測定業、放射能等測定分析業など 

   

   

［その他の計量証明業］金属・鉱物分析業、貨物以外の質量証明業、環境以外

の濃度計量証明業など 

  904 建物サービス業 ▽［ビルメンテナンス業］ビルメンテナンス業、ビルサービス業など 

   

   

［その他の建物サービス業］床磨き業、ガラスふき業、煙突掃除業、住宅消毒

業、害虫駆除業、ビル清掃業、建築物飲料水管理業など 
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分類番号・業種分類 主な内容例示 

  905 民営職業紹介業 

   

▽［民営職業紹介業］民営職業紹介業、看護師紹介所・家政婦紹介所、マネキン

紹介所、配ぜん人紹介所、労働者供給業、労働者募集業、内職あっせん業など

  906 警備業 ▽［警備業］警備業、警備保障業など 

  909 他に分類されない事業サー ▽［ディスプレイ業］ディスプレイ業 

  ビス業 

   

［産業用設備洗浄業］プラント洗浄業、産業用配管洗浄業、産業用タンク洗浄

業、産業用上下水道管洗浄業など 

   ［非破壊検査業］非破壊検査業 

   

   

［看板書き業］看板屋（看板書きを行うもので単純な加工を行うものを含む）、

ペンキ屋（看板書きを主とするもの）など 

   ［労働者派遣業］労働者派遣業 

   

   

   

   

   

   

［他に分類されないその他の事業サービス業］新聞切抜業、鉄くず破砕請負業、

船舶解体請負業、集金業、取立業、陸送業、商品展示所、パーティ請負業、バ

ンケットサービス業、レッカー車業､温泉供給業､はく（箔）押し業（印刷物

以外のものに行うもの）、圧縮ガス充てん業、液化ガス充てん業、液化石油

ガス（ＬＰＧ）充てん業、プリペイドカード等カードシステム業、トレーデ

ィングスタンプ業、メーリングサービス業、自家用自動車管理業など  
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１．業種の範囲 

業   種 業    種    の    範    囲 

建 設 業 日本標準産業分類に掲げる大分類Ｅ－建設業 

製 造 業 日本標準産業分類に掲げる大分類Ｆ－製造業 

情 報 通 信 業 日本標準産業分類に掲げる大分類Ｈ－情報通信業 

運 輸 業 日本標準産業分類に掲げる大分類Ｉ－運輸業のうち、 

「中分類43道路旅客運送業」､「中分類44道路貨物運送業」､「中分類45水運業」､ 

「中分類47倉庫業」､「中分類48運輸に附帯するサービス業」 

卸 売 ・ 小 売 業 日本標準産業分類に掲げる大分類Ｊ－卸売・小売業 

不 動 産 業 日本標準産業分類に掲げる大分類Ｌ－不動産業 

飲食店・宿泊業 日本標準産業分類に掲げる大分類Ｍ－飲食店・宿泊業 

サ ー ビ ス 業 日本標準産業分類に掲げる大分類Ｑ－サービス業(他に分類されないもの)のうち、 

「中分類80専門サービス業(他に分類されないもの)」､「中分類82洗濯・理容・美容・浴

場業」､「中分類83その他の生活関連サービス業」､「中分類84娯楽業」､「中分類85廃棄

物処理業」､「中分類86自動車整備業」､「中分類87機械等修理業(別掲を除く)」､「中分

類88物品賃貸業」､「中分類89広告業」､「中分類90その他の事業サービス業」 

 

２．企業規模の範囲 

業   種 企 業 規 模 の 範 囲          

建 設 業 資本金3億円以下又は従業者300人以下 

製 造 業 資本金3億円以下又は従業者300人以下 

情 報 通 信 業 中分類37通信業 ：資本金3億円以下又は従業者300人以下 

中分類40ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ付随ｻｰﾋﾞｽ業 ：資本金3億円以下又は従業者300人以下 

小分類413新聞業 ：資本金3億円以下又は従業者300人以下 

小分類414出版業 ：資本金3億円以下又は従業者300人以下 

上記以外 ：資本金5千万円以下又は従業者100人以下 

運 輸 業 資本金3億円以下又は従業者300人以下 

卸 売 ・ 小 売 業 中分類49～54の卸売業 ：資本金1億円以下又は従業者100人以下 

中分類55～60の小売業 ：資本金5千万円以下又は従業者50人以下 

不 動 産 業 小分類693駐車場業 ：資本金5千万円以下又は従業者100人以下 

上記以外 ：資本金3億円以下又は従業者300人以下 

飲食店・宿泊業 中分類72宿泊業 ：資本金5千万円以下又は従業者100人以下 

上記以外 ：資本金5千万円以下又は従業者50人以下 

サ ー ビ ス 業 小分類831旅行業 ：資本金3億円以下又は従業者300人以下 

上記以外 ：資本金5千万円以下又は従業者100人以下 

 

 

～ 調査の範囲 ～ 




