
番号 小分類 左の具体例

「091」畜産食料品製造業 部分肉・冷凍肉製造業、ハム製造業、乳製品製造業、はちみつ処理加工業

「092」水産食料品製造業 水産缶詰・瓶詰製造業、かまぼこ製造業

「093」野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 野菜缶詰・瓶詰製造業、乾燥野菜製造業、かんぴょう製造業、野菜漬物製造業

「094」調味料製造業 味そ製造業、しょう油製造業、食酢製造業

「095」糖類製造業 砂糖精製業、ぶどう糖製造業

「096」精穀・製粉業 精米業、小麦粉製造業、米粉製造業

「097」パン・菓子製造業 食パン製造業、氷菓製造業、チューインガム製造業

「098」動植物油脂製造業 牛脂製造業、マーガリン製造業

「099」その他の食料品製造業 レトルト食品製造業、粉末ジュース製造業、パン粉製造業

「101」清涼飲料製造業 清涼飲料製造業、シロップ製造業

「102」酒類製造業 ビール製造業、清酒製造業

「103」茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く。) 荒茶製造業、コーヒー豆ばい煎業

「104」製氷業 氷製造業(天然氷を除く。)

「105」たばこ製造業 たばこ製造業、葉たばこ処理業

「106」飼料・有機質肥料製造業 配合飼料製造業、ドッグフード製造業、海産肥料製造業

「111」製糸業、紡績業、化学繊維・ねん糸等製造業の一部 炭素繊維製造業、器械生糸製造業、綿紡績業、かさ高加工糸製造業

「112」織物業 綿織物業、織フェルト製造業

「113」ニット生地製造業 丸編ニット生地製造業

「114」染色整理業 毛織物・毛風合成繊維織物機械無地染業、織物乾燥業

「115」綱・網・レース・繊維粗製品製造業 ロープ製造業、漁網製造業、洗毛化炭業

「116」外衣・シャツ製造業(和式を除く。) 織物製ワイシャツ製造業、織物製学校服製造業

「117」下着類製造業 ニット製下着製造業、織物製パジャマ製造業

「118」和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品製造業 帯製造業、ネクタイ製造業、マフラー製造業

「119」その他の繊維製品製造業 毛布製造業、じゅうたん製造業、脱脂綿製造業

「121」製材業、木製品製造業 製材業、木材チップ製造業

「122」造作材・合板・建築用組立材料製造業 合板製造業、集成材製造業、床板製造業

「123」木製容器製造業(竹、とうを含む。) かご製造業、木箱製造業、酒たる製造業

「129」その他の木製品製造業(竹、とうを含む。) 木材防腐処理業、コルク栓製造業、木製サンダル製造業

「131」家具製造業 たんす製造業、金属製家具製造業

「132」宗教用具製造業 神仏具製造業、みこし製造業、仏壇製造業

「133」建具製造業 戸・障子製造業、ふすま製造業

「139」その他の家具・装備品製造業 陳列ケース製造業、ブラインド製造業、石製家具製造業

「141」パルプ製造業 溶解サルファイトパルプ製造業

「142」紙製造業 新聞用紙製造業、段ボール原紙製造業

「143」加工紙製造業 バルカナイズドファイバー製造業、段ボール製造業

「144」紙製品製造業 帳簿類製造業、包装紙製造業

「145」紙製容器製造業 セメント袋製造業、ショッピングバッグ製造業

「149」その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 紙ひも製造業、セロファン製造業、紙おむつ製造業

「151」印刷業の一部 印刷業、新聞印刷業、新聞印刷発行業、オフセット印刷業、金属印刷業

「152」製版業 写真製版業、グラビア製版業、活字製造業

「153」製本業、印刷物加工業の一部 製本業、印刷物光沢加工業

「159」印刷関連サービス業 校正刷業、刷版研磨業

設備の種類

1 食料品製造業用設備

2 飲料、たばこ又は飼料製
造業用設備

3 繊維工業用設備

4 木材又は木製品製造業
用設備

5 家具又は装備品製造業
用設備

6 パルプ、紙又は紙加工
品製造業用設備

7 印刷業又は印刷関連業
用設備



番号 小分類 左の具体例設備の種類

「161」化学肥料製造業 アンモニア製造業、複合肥料製造業

「162」無機化学工業製品製造業の一部 臭素製造業、よう素製造業、液体塩素製造業、塩化りん製造業、活性炭製造業、
ソーダ灰製造業、ネオンガス製造業、アルゴン製造業、塩製造業

「163」有機化学工業製品製造業 エチルアルコール製造業、ポリエチレン製造業、合成ゴム製造業

「164」油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 脂肪酸製造業、ペイント製造業、ろうそく製造業

「165」医薬品製造業 内服薬製造業、殺虫剤製造業(農薬を除く。)、ワクチン製造業

「166」化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 香水製造業、頭髪料製造業

「169」その他の化学工業の一部 ゼラチン製造業、にかわ製造業、半導体用フォトレジスト製造業、偏光板用フィル
ム製造業、殺虫剤製造業(農薬に限る。)、天然香料製造業、写真感光紙製造業

「171」石油精製業 石油精製業、ガソリン製造業

「172」潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの) 潤滑油製造業、グリース製造業

「173」コークス製造業 コークス製造業、半成コークス製造業

「174」舗装材料製造業 舗装材料製造業、アスファルトブロック製造業

「179」その他の石油製品・石炭製品製造業 石油コークス製造業、練炭製造業

「181」プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業 プラスチック平板製造業、プラスチック硬質管製造業、プラスチック管加工業

「182」プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業 プラスチックフィルム製造業、プラスチックタイル製造業、合成皮革加工業

「183」工業用プラスチック製品製造業 プラスチック製冷蔵庫内装用品製造業、工業用プラスチック製品加工業

「184」発泡・強化プラスチック製品製造業 軟質ポリウレタンフォーム製造業、強化プラスチック製容器製造業

「185」プラスチック成形材料製造業(廃プラスチックを含む。) 再生プラスチック製造業、廃プラスチック製品製造業

「189」その他のプラスチック製品製造業 プラスチック製容器製造業、プラスチック結束テープ製造業

「191」タイヤ・チューブ製造業 自動車タイヤ製造業、自転車タイヤ・チューブ製造業

「192」ゴム製・プラスチック製履物・同附属品製造業 地下足袋製造業、プラスチック製靴製造業、合成皮革製靴製造業

「193」ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 工業用エボナイト製品製造業、ゴムライニング加工業

「199」その他のゴム製品製造業 ゴム引布製造業、ゴム製医療用品製造業、更生タイヤ製造業

「201」なめし革製造業 皮なめし業、水産革製造業、は虫類革製造業

「202」工業用革製品製造業(手袋を除く。) 革ベルト製造業

「203」革製履物用材料・同附属品製造業 革製製靴材料製造業、革製靴底製造業

「204」革製履物製造業 革靴製造業、革製サンダル製造業

「205」革製手袋製造業 革製手袋製造業、スポーツ用革手袋製造業

「206」かばん製造業 革製かばん製造業、繊維製かばん製造業

「207」袋物製造業 革製袋物製造業、革製ハンドバッグ製造業

「208」毛皮製造業 毛皮製造業、毛皮染色・仕上業

「209」その他のなめし革製品製造業 室内用革製品製造業、腕時計用革バンド製造業

「211」ガラス・同製品製造業 板ガラス製造業、ビール瓶製造業、ガラス繊維製造業、ガラス製絶縁材料製造業

「212」セメント・同製品製造業 生コンクリート製造業、空洞コンクリートブロック製造業

「213」建設用粘土製品製造業(陶磁器製を除く。) 粘土かわら製造業、普通れんが製造業

「214」陶磁器・同関連製品製造業 陶磁器製食器製造業、陶磁器製絶縁材料製造業、陶磁器製タイル製造業、陶土精製業

「215」耐火物製造業 耐火れんが製造業、耐火モルタル製造業

「216」炭素・黒鉛製品製造業 炭素電極製造業、炭素棒製造業

「217」研磨材・同製品製造業 研削用ガーネット製造業、研磨布製造業

「218」骨材・石工品等製造業 玉石砕石製造業、人工骨材製造業、けいそう土精製業

「219」その他の窯業・土石製品製造業 焼石こう製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業

12 なめし革、なめし革製品
又は毛皮製造業用設備

10 プラスチック製品製造業
用設備

11 ゴム製品製造業用設備

8

9 石油製品又は石炭製品
製造業用設備

化学工業用設備

13 窯業又は土石製品製造
業用設備



番号 小分類 左の具体例設備の種類

「221」製鉄業の一部 純鉄製造業、原鉄製造業、ベースメタル製造業、合金鉄製造
業、高炉銑製造業、電気炉銑製造業

「222」製鋼・製鋼圧延業 製鋼業、圧延鋼材製造業

「223」製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く。) 冷延鋼板製造業、伸鉄製造業、引抜鋼管製造業、鉄線製造業

「224」表面処理鋼材製造業の一部 亜鉛鉄板製造業、亜鉛めっき鋼管製造業、ブリキ製造業

「225」鉄素形材製造業 機械用銑鉄鋳物製造業、鋳鋼製造業、鍛鋼製造業

「229」その他の鉄鋼業の一部 鉄粉製造業、鉄スクラップ加工処理業、鋳鉄管製造業、鉄鋼シャーリング業

「231」非鉄金属第1次製錬・精製業 銅製錬・精製業、電気亜鉛精製業、貴金属製錬・精製業

「232」非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む。) 鉛再生業、アルミニウム合金製造業

「233」非鉄金属・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む。) 銅圧延業、アルミニウム管製造業

「234」電線・ケーブル製造業 裸電線製造業、光ファイバケーブル製造業

「235」非鉄金属素形材製造業 銅・同合金鋳物製造業、アルミニウム・同合金ダイカスト製造業

「239」その他の非鉄金属製造業の一部 核燃料成形加工業、非鉄金属シャーリング業

「241」ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業 缶詰用缶製造業、ブリキ缶製造業

「242」洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 養蚕用・養きん用機器製造業、農業用刃物製造業、建築用金物製造業

「243」暖房・調理等装置・配管工事用附属品製造業 配管工事用附属品製造業、ガス機器製造業、温風暖房機製造業

「244」建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む。) 鉄骨製造業、鉄塔製造業、住宅用・ビル用アルミニウム製サッシ製造業、製缶業

「245」金属素形材製品製造業 金属プレス製品製造業、粉末冶金製品製造業

「246」金属被覆・彫刻業、熱処理業(ほうろう鉄器を除く。)の一部 金属製品塗装業、溶融めっき業、金属彫刻業、金属熱処理業

「247」金属線製品製造業(ねじ類を除く。) 鉄くぎ製造業、ワイヤチェーン製造業

「248」ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 ボルト・ナット製造業、ビス製造業

「249」その他の金属製品製造業の一部 金属製ネームプレート製造業

「251」ボイラ・原動機製造業 工業用ボイラ製造業、蒸気タービン製造業、はん用ガソリン機関製造業

「252」ポンプ・圧縮機器製造業 動力ポンプ製造業、圧縮機製造業、油圧ポンプ製造業

「253」一般産業用機械・装置製造業 歯車製造業、エレベータ製造業、コンベヤ製造業、冷凍機製造業

「259」その他のはん用機械・同部分品製造業 消火器製造業、一般バルブ・コック製造業、ピストンリング製造業

「261」農業用機械製造業(農業用器具を除く。) 動力耕うん機製造業、脱穀機製造業、除草機製造業

「262」建設機械・鉱山機械製造業 建設機械・同装置・部分品・附属品製造業、建設用クレーン製造業

「263」繊維機械製造業 綿・スフ紡績機械製造業、絹・人絹織機製造業、工業用ミシン製造業

「264」生活関連産業用機械製造業 精米機械・同装置製造業、製材機械製造業、パルプ製造機械・同装置製造業

「265」基礎素材産業用機械製造業 鋳造装置製造業、化学機械・同装置製造業

「266」金属加工機械製造業 金属工作機械製造業、金属加工機械製造業

「267」半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業 ウェーハ加工装置製造業、液晶パネル熱処理装置製造業

「269」その他の生産用機械・同部分品製造業 金属製品用金型製造業、ロボット製造業

「271」事務用機械器具製造業 複写機製造業、事務用機械器具製造業

「272」サービス用・娯楽用機械器具製造業 営業用洗濯機製造業、アミューズメント機器製造業、自動販売機・同部分品製造業

「273」計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業 ガスメータ製造業、血圧計製造業、マイクロメータ製造業、金属材料試験機製造業

「274」医療用機械器具・医療用品製造業 医科用鋼製器具製造業、人工血管製造業、歯科用合金製造業

「275」光学機械器具・レンズ製造業 顕微鏡製造業、写真機製造業、光学レンズ製造業

「276」武器製造業 けん銃製造業

14 鉄鋼業用設備

16 金属製品製造業用設備

17 はん用機械器具製造業
用設備

18 生産用機械器具製造業
用設備

19 業務用機械器具製造業
用設備

15 非鉄金属製造業用設備



番号 小分類 左の具体例設備の種類

「281」電子デバイス製造業の一部 半導体集積回路製造業、トランジスタ製造業、マイクロ波管製造業、発光ダイオード製造業

「282」電子部品製造業 抵抗器製造業、スピーカ部品製造業、スイッチ製造業、光ディスク製造業

「283」記録メディア製造業の一部 SDメモリカード製造業、メモリースティック製造業

「284」電子回路製造業の一部 片面・両面・多層リジッドプリント配線板製造業

「284」電子回路製造業の一部 チップ部品実装基板製造業

「285」ユニット部品製造業 スイッチング電源製造業、紙幣識別ユニット製造業

「289」その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 整流器製造業、ダイヤル製造業

「291」発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 発電機製造業、変圧器製造業、配電盤製造業

「292」産業用電気機械器具製造業 電弧溶接機製造業、スターターモータ製造業

「293」民生用電気機械器具製造業 家庭用電気洗濯機製造業、電気ストーブ製造業

「294」電球・電気照明器具製造業 映写機用ランプ製造業、天井灯照明器具製造業

「295」電池製造業 蓄電池製造業、乾電池製造業

「296」電子応用装置製造業 医療用・歯科用X線装置製造業、磁気探知機製造業

「297」電気計測器製造業 電流計製造業、温度自動調節装置製造業、心電計製造業

「299」その他の電気機械器具製造業 電球口金製造業、太陽電池製造業

「301」通信機械器具・同関連機械器具製造業 携帯電話機製造業、テレビジョン放送装置製造業、カーナビゲーション製造業、火災警報装置製造業

「302」映像・音響機械器具製造業 DVDプレーヤ製造業、デジタルカメラ製造業、ステレオ製造業

「303」電子計算機・同附属装置製造業 デジタル形電子計算機製造業、パーソナルコンピュータ製造業、外部記憶装置製造業、スキャナー製造業

「311」自動車・同附属品製造業 自動車製造業、自動車エンジン・同部分品製造業

「312」鉄道車両・同部分品製造業 電車製造業、戸閉装置製造業

「313」船舶製造・修理業、舶用機関製造業 鋼船製造・修理業、船体ブロック製造業、舟艇製造業、舶用機関製造業

「314」航空機・同附属品製造業 飛行機製造業、気球製造業

「315」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・附属品製造業、動力付運搬車製造業

「319」その他の輸送用機械器具製造業 自転車製造組立業、車いす製造組立業

「321」貴金属・宝石製品製造業 装身具製造業(貴金属・宝石製のもの)、宝石附属品加工業

「322」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。) 装身具製造業(貴金属・宝石製を除く。)、造花製造業、針製造業、かつら製造業

「323」時計・同部分品製造業 時計製造業、電気時計製造業

「324」楽器製造業 ピアノ製造業、ギター製造業、オルゴール製造業

「325」がん具・運動用具製造業 家庭用テレビゲーム機製造業、人形製造業、スポーツ用具製造業

「326」ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業 シャープペンシル製造業、油絵具製造業、手押スタンプ製造業

「327」漆器製造業 漆塗り家具製造業、漆器製造業

「328」畳等生活雑貨製品製造業 麦わら帽子製造業、扇子・扇子骨製造業、ブラシ類製造業、喫煙用具製造業

「329」他に分類されない製造業 花火製造業、ネオンサイン製造業、模型製造業、眼鏡製造業

「011」耕種農業 水稲作農業、野菜作農業、しいたけ栽培農業、たばこ作農業

「012」畜産農業 酪農業、肉用牛肥育業、昆虫類飼育業、養蚕農業、養蜂業

「013」農業サービス業(園芸サービス業を除く。) 共同選果場、花き共同選別場

「014」園芸サービス業 造園業

「021」育林業 私有林経営業

「022」素材生産業 一般材生産業、パルプ材生産業

「023」特用林産物生産業(きのこ類の栽培を除く。) 薪製造業、木炭製造業、松やに採取業

「024」林業サービス業 育林請負業、薪請負製造業

「029」その他の林業 狩猟業、昆虫類採捕業、山林用種苗業

「031」海面漁業 遠洋底びき網漁業、あさり採取業

「032」内水面漁業 河川漁業、湖沼漁業

「041」海面養殖業 魚類養殖業、貝類養殖業、藻類養殖業、真珠養殖業

「042」内水面養殖業 こい養殖業、すっぽん養殖業

28 水産養殖業用設備

26 林業用設備

27 漁業用設備

22 情報通信機械器具製造
業用設備

23 輸送用機械器具製造業
用設備

24 その他の製造業用設備

21 電気機械器具製造業用
設備

25 農業用設備

20 電子部品、デバイス又は
電子回路製造業用設備



番号 小分類 左の具体例設備の種類

「051」金属鉱業 金鉱業、鉄鉱業

「052」石炭・亜炭鉱業 石炭鉱業、石炭回収業

「053」原油・天然ガス鉱業 原油鉱業、天然ガス鉱業

「054」採石業、砂・砂利・玉石採取業 花こう岩採石業、大理石採石業、砂採取業

「055」窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る。) 耐火粘土鉱業、ろう石鉱業、石灰石鉱業

「059」その他の鉱業 酸性白土鉱業、けいそう土鉱業、天然氷採取業

「061」一般土木建築工事業 一般土木建築工事業

「062」土木工事業(舗装工事業を除く。) 土木工事業、造園工事業、しゅんせつ工事業

「063」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。) 建築工事請負業、組立鉄筋コンクリート造建築工事業

「065」木造建築工事業 木造住宅建築工事業

「066」建築リフォーム工事業 住宅リフォーム工事業

「071」大工工事業 大工工事業、型枠大工工事業

「072」とび・土工・コンクリート工事業 とび工事業、土工工事業、特殊コンクリート基礎工事業

「073」鉄骨・鉄筋工事業 鉄骨工事業、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、れんが工事業、タイル工事業、コンクリートブロック工事業

「075」左官工事業 左官業、漆くい工事業

「076」板金・金物工事業 鉄板屋根ふき業、板金工事業、建築金物工事業

「077」塗装工事業 塗装工事業、道路標示・区画線工事業

「078」床・内装工事業 床張工事業、壁紙工事業

「079」その他の職別工事業 ガラス工事業、金属製建具取付業、防水工事業

「081」電気工事業 電気設備工事業、電気配線工事業

「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

「083」管工事業(さく井工事業を除く。) 一般管工事業、給排水設備工事業

「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

「089」その他の設備工事業 築炉工事業、さく井工事業

31 「331」電気業 水力発電所、火力発電所、変電所

32 「341」ガス業 ガス製造工場、ガス供給所、ガス整圧所

33 「351」熱供給業 地域暖冷房業、蒸気供給業

「361」上水道業 上水道業、水道用水供給事業

「362」工業用水道業 工業用水道業、工業用水浄水場

「363」下水道業 下水道処理施設維持管理業、下水道管路施設維持管理業

「371」固定電気通信業 インターネット・サービス・プロバイダ

「372」移動電気通信業 携帯電話業、無線呼出し業

「373」電気通信に附帯するサービス業 電気通信業務受託会社、移動無線センター

「382」民間放送業(有線放送業を除く。) テレビジョン放送事業者、ラジオ放送事業者

「383」有線放送業 有線テレビジョン放送業、有線ラジオ放送業

「411」映像情報制作・配給業 映画撮影所、テレビジョン番組制作業、アニメーション制作業

「412」音声情報制作業 レコード会社、ラジオ番組制作業

「413」新聞業 新聞社、新聞発行業

「414」出版業 書籍出版・印刷出版業、パンフレット出版・印刷出版業

「415」広告制作業 広告制作業、広告制作プロダクション

「416」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、映画フィルム現像業

38 「421」鉄道業 鉄道事業者、モノレール鉄道業、ケーブルカー業、リフト業

36 放送業用設備

37 映像、音声又は文字情
報制作業用設備

鉄道業用設備

電気業用設備

ガス業用設備

熱供給業用設備

34 水道業用設備

35 通信業用設備

29 鉱業、採石業又は砂利
採取業用設備

30 総合工事業用設備



番号 小分類 左の具体例設備の種類

「441」一般貨物自動車運送業 一般貨物自動車運送業

「442」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

「444」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 自転車貨物運送業

「471」倉庫業(冷蔵倉庫業を除く。) 普通倉庫業、水面木材倉庫業

「472」冷蔵倉庫業 冷蔵倉庫業

「481」港湾運送業 一般港湾運送業、はしけ運送業

「482」貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。) 利用運送業(第一種利用運送業)、運送取次業

「483」運送代理店 海運代理店、航空運送代理店

「484」こん包業 荷造業、貨物こん包業、組立こん包業

「485」運輸施設提供業 鉄道施設提供業(第三種鉄道事業者)、自動車道業、バスターミナル業

「489」その他の運輸に附帯するサービス業 海運仲立業、検数業、検量業、サルベージ業

「521」農畜産物・水産物卸売業 米穀卸売業、青物卸売業、精肉卸売業、原毛皮卸売業

「522」食料・飲料卸売業 砂糖卸売業、乾物問屋、清涼飲料卸売業

「531」建築材料卸売業 木材卸売業、セメント卸売業、板ガラス卸売業

「532」化学製品卸売業 塗料卸売業、プラスチック卸売業、工業薬品卸売業

「533」石油・鉱物卸売業の一部 石油卸売業、液化石油ガス卸売業、石炭卸売業、鉄鉱卸売業

「534」鉄鋼製品卸売業 銑鉄卸売業、鋼板卸売業

「535」非鉄金属卸売業 銅地金卸売業、アルミニウム板卸売業

「536」再生資源卸売業 空缶問屋、鉄スクラップ問屋、製紙原料古紙問屋

「581」各種食料品小売業 各種食料品店、食料雑貨店

「582」野菜・果実小売業 八百屋、果物屋

「583」食肉小売業 肉屋、肉製品小売業

「584」鮮魚小売業 魚屋

「585」酒小売業 酒屋

「586」菓子・パン小売業 洋菓子小売業、パン小売業

「589」その他の飲食料品小売業 コンビニエンスストア、コーヒー小売業、豆腐小売業

「601」家具・建具・畳小売業 家具小売業、建具小売業、畳小売業

「602」じゅう器小売業 金物店、漆器小売業

「603」医薬品・化粧品小売業 ドラッグストア、化粧品店

「604」農耕用品小売業 農業用機械器具小売業、種苗小売業、飼料小売業

「605」燃料小売業の一部 ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド、プロパンガス小売業

「606」書籍・文房具小売業 書店、新聞販売店

「607」スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 運道具小売業、おもちゃ屋、洋楽器小売業

「608」写真機・時計・眼鏡小売業 写真機小売業、時計屋、眼鏡小売業

「609」他に分類されない小売業 ホームセンター、花屋、宝石小売業

「742」土木建築サービス業 設計監理業、測量業、地質調査業

「743」機械設計業 機械設計業、機械設計製図業

「744」商品・非破壊検査業 商品検査業、非破壊検査業

「745」計量証明業 質量計量証明業

「746」写真業 写真撮影業、商業写真業

「749」その他の技術サービス業 プラントエンジニアリング業、プラントメンテナンス業

「751」旅館、ホテル シティホテル、民宿

「752」簡易宿所 簡易宿泊所、カプセルホテル

「759」その他の宿泊業 リゾートクラブ、キャンプ場

46 技術サービス業用設備

47 宿泊業用設備

43 建築材料、鉱物又は金
属材料等卸売業用設備

44 飲食料品小売業用設備

45 その他の小売業用設備

40 倉庫業用設備

41 運輸に附帯するサービ
ス業用設備

42 飲食料品卸売業用設備

39 道路貨物運送業用設備



番号 小分類 左の具体例設備の種類

「761」食堂、レストラン(専門料理店を除く。) 食堂、ファミリーレストラン

「762」専門料理店 てんぷら料理店、中華料理店、焼肉店、西洋料理店

「763」そば・うどん店 そば屋、うどん店

「764」すし店 すし屋

「765」酒場、ビヤホール 大衆酒場、焼鳥屋

「766」バー、キャバレー、ナイトクラブ バー、スナックバー

「767」喫茶店 喫茶店

「769」その他の飲食店 ハンバーガー店、お好み焼店、ドーナツ店

「771」持ち帰り飲食サービス業 持ち帰りすし店、持ち帰り弁当屋

「772」配達飲食サービス業 宅配ピザ屋、仕出し料理・弁当屋、給食センター

「781」洗濯業 クリーニング業、リネンサプライ業

「782」理容業 理容店

「783」美容業 美容室、ビューティサロン

「784」一般公衆浴場業 銭湯業

「785」その他の公衆浴場業 温泉浴場業、スパ業、スーパー銭湯

「789」その他の洗濯・理容・美容・浴場業 洗張業、エステティックサロン、コインランドリー業

「791」旅行業 旅行業

「793」衣服裁縫修理業 衣服修理業

「794」物品預り業 自転車預り業

「795」火葬・墓地管理業 火葬業

「796」冠婚葬祭業 葬儀屋、結婚式場業

「799」他に分類されない生活関連サービス業 写真現像・焼付業、ペット美容室

「801」映画館 映画館

「802」興行場、興行団の一部 劇場、寄席、曲芸・軽業興行場、ボクシングジム

「804」スポーツ施設提供業の一部 ボウリング場、スケートリンク、乗馬クラブ、ゴルフ練習場、バッティングセンター、フィットネスクラブ

「805」公園、遊園地の一部 遊園地、テーマパーク、公園、庭園

「806」遊戯場 ゲームセンター

「809」その他の娯楽業 マリーナ業、カラオケボックス、釣堀業

「821」社会教育 天文博物館、動物園、水族館

「823」学習塾 学習塾

「824」教養・技能教授業 スイミングスクール、ゴルフスクール

「829」他に分類されない教育、学習支援業の一部 自動車教習所、料理学校

53 「891」自動車整備業 自動車整備業、自動車修理業

54 「952」と畜場 と畜請負業

55

52 教育業又は学習支援業
用設備

自動車整備業用設備

その他のサービス業用設備

49 洗濯業、理容業、美容業
又は浴場業用設備

50 その他の生活関連サー
ビス業用設備

51 娯楽業用設備

48 飲食店業用設備

前掲の機械及び装置以外
のもの並びに前掲の区分に
よらないもの


