
産業連関表基本分類(1995年)、JIP分類、日本標準産業分類細分類(第11回改訂)、国際標準産業分類(Rev.3)、EU KLEMS分類との対応表

行符号 部門名 産業番号 分類名 分類番号 項目名 番号 項目名 英訳 番号 分類名

0111011 米 1 米麦生産業 ０111 米作農業 0111
穀物及び他に分類されな
い作物栽培農業

cutting, shaping and
finishing of stone

1 Agriculture

0111012 稲わら 1 米麦生産業 0112 米作以外の穀作農業
0111021 小麦(国産) 1 米麦生産業
0111022 小麦(輸入) 1 米麦生産業
0111023 大麦(国産) 1 米麦生産業
0111024 大麦(輸入) 1 米麦生産業

0112011 かんしょ 2 その他の耕種農業 ０111 米作農業 0111
穀物及び他に分類されな
い作物栽培農業

Growing of cereals and
other crops n.e.c.

1 Agriculture

0112012 ばれいしょ 2 その他の耕種農業 0112 米作以外の穀作農業 0112
野菜、園芸作物及び苗の
栽培農業

Growing of vegetables,
horticultural specialties
and nursery products

0112021 大豆(国産) 2 その他の耕種農業 0113
野菜作農業 （きのこ類の
栽培を含む）

0113
果実，ナッツ，飲料用作物
及び香辛料作物の栽培農

Growing of fruit, nuts,
beverage and spice crops

0112022 大豆(輸入) 2 その他の耕種農業 0114 果樹作農業
0112029 その他の豆類 2 その他の耕種農業 0115 花き作農業
0113001 野菜 2 その他の耕種農業 0116 工芸農作物農業
0114011 かんきつ 2 その他の耕種農業 0117 ばれいしょ・かんしょ作農
0114012 りんご 2 その他の耕種農業 0119 その他の耕種農業
0114019 その他の果実 2 その他の耕種農業
0115011 砂糖原料作物 2 その他の耕種農業
0115021 コーヒ-豆・カカオ豆(輸入) 2 その他の耕種農業
0115029 その他の飲料用作物 2 その他の耕種農業
0115091 雑穀 2 その他の耕種農業
0115092 油糧作物 2 その他の耕種農業
0115093 食用工芸作物(除別掲) 2 その他の耕種農業
0116011 飼料作物 2 その他の耕種農業
0116021 種苗 2 その他の耕種農業
0116031 花き・花木類 2 その他の耕種農業
0116091 葉たばこ 2 その他の耕種農業
0116092 生ゴム(輸入) 2 その他の耕種農業
0116093 綿花(輸入) 2 その他の耕種農業
0116099 非食用工芸作物(除別掲) 2 その他の耕種農業

0121011 生乳 3 畜産・養蚕業 0121 酪農業 0121
牛，羊，山羊，馬，ろば，ら
ば及びけってい飼育業；
酪農業

Farming of cattle, sheep,
goats, horses, asses,
mules and hinnies; dairy

1 Agriculture

0121019 その他の酪農生産物 3 畜産・養蚕業 0122 肉用牛生産業 0122
その他の畜産農業；他に
分類されない動物製品製
造業

Other animal farming;
production of animal
products n.e.c.

0121021 鶏卵 3 畜産・養蚕業 0123 養豚業
0121031 肉鶏 3 畜産・養蚕業 0124 養鶏業
0121041 豚 3 畜産・養蚕業 0125 畜産類似業
0121051 肉用牛 3 畜産・養蚕業 0126 養蚕農業
0121091 羊毛 3 畜産・養蚕業 0129 その他の畜産農業
0121099 その他の畜産 3 畜産・養蚕業
0122011 養蚕 3 畜産・養蚕業
0131011 獣医業 4 農業サービス 8041 獣医業 8520 獣医業 Veterinary activities 65 Health and social work

0131021 農業サービス(除獣医業） 4 農業サービス 0131 穀作サービス業 0140
農業及び畜産サービス業
（獣医業を除く）

Agricultural and animal
husbandry service
activities, except

1 Agriculture

0132 野菜作・果樹作サービス

0133
穀作，野菜作・果樹作以
外の耕種サービス業

0134
畜産サービス業 （獣医業
を除く）

0211011 育林 5 林業 0211 育林業 0112
野菜、園芸作物及び苗の
栽培農業

Growing of vegetables,
horticultural specialties
and nursery products

1 Agriculture

0212011 素材(国産) 5 林業 0221 素材生産業 0150
狩猟業，わなかけ業及び
猟鳥・猟獣増殖業（関連
サービス業を含む）

Hunting, trapping and
game propagation
including related service

2 Forestry

0212012 素材(輸入) 5 林業 0231 製薪炭業 0200
林業，伐採業及び関連
サービス業

Forestry, logging and
related service activities

0213011 特用林産物(含狩猟業) 5 林業 0239
その他の特用林産物生産
業 （きのこ類の栽培を除

0241 育林サービス業
0243 山林種苗生産サービス業
0249 その他の林業サービス業
0299 その他の林業

0113
野菜作農業 （きのこ類の
栽培を含む）

0311001 海面漁業(国産) 6 漁業 0311 底びき網漁業 0500
漁業，魚の人工ふ化業又
は養殖業；漁業に附帯す
るサービス業

Fishing, operation of fish
hatcheries and fish farms;
service activities incidental
to fishing

3 FISHING

0311002 海面漁業(輸入) 6 漁業 0312 まき網漁業
0311041 海面養殖業 6 漁業 0313 刺網漁業
0312001 内水面漁業・養殖業 6 漁業 0314 釣・はえ縄漁業

0315 定置網漁業
0316 地びき網・船びき網漁業
0317 採貝・採藻業
0318 捕鯨業
0319 その他の海面漁業
0321 内水面漁業
0411 魚類養殖業
0412 貝類養殖業
0413 藻類養殖業
0414 真珠養殖業
0415 種苗養殖業
0419 その他の海面養殖業
0421 内水面養殖業

0611011 鉄鉱石 7 鉱業 0511 金・銀鉱業 1010
無煙炭鉱業・固形燃料製
造業

Mining and agglomeration
of hard coal

4
Mining of coal and lignite;
extraction of peat

0611012 非鉄金属鉱物 7 鉱業 0512 鉛・亜鉛鉱業 1020
亜炭鉱業・固形燃料製造
業

Mining and agglomeration
of lignite

5
Extraction of crude
petroleum and natural gas
and services

0621011 石炭石 7 鉱業 0513 鉄鉱業 1030
泥炭採掘業・固形燃料製
造業

Extraction and
agglomeration of peat

6
Mining of uranium and
thorium ores

0621019 その他の窯業原料鉱物 7 鉱業 0519 その他の金属鉱業 1110 原油及び天然ガス採取業
Extraction of crude
petroleum and natural gas

7 Mining of metal ores

0622011 砂利・採石 7 鉱業 0521
石炭鉱業 （石炭選別業を
含む）

1120
石油及びガス採取業に附
帯するサービス業（探査を
除く）

Service activities
incidental to oil and gas
extraction excluding

8
Other mining and
quarrying

0622021 砕石 7 鉱業 0522 亜炭鉱業 1200 ウラニウム及びトリウム鉱業
Mining of uranium and
thorium ores

22
OTHER NON-METALLIC
MINERAL PRODUCTS

0629099 その他の非金属鉱物 7 鉱業 0531 原油鉱業 1310 鉄鉱業 Mining of iron ores

0711011 原料炭 7 鉱業 0532 天然ガス鉱業 1320
非鉄金属鉱業（ウラニウム
鉱及びトリウム鉱を除く）

Mining of non

0711012 一般炭・亜炭・無煙炭 7 鉱業 0541
花こう岩・同類似岩石採石
業

1410 石、砂及び粘土採取業
Quarrying of stone, sand
and clay

0721011 原油 7 鉱業 0542
石英粗面岩・同類似岩石
採石業

1421 化学及び肥料用鉱物鉱業
Mining of chemical and
fertilizer minerals

0721012 天然ガス 7 鉱業 0543 安山岩・同類似岩石採石 1422 塩採取業 Extraction of salt

0544 大理石採石業 1429
他に分類されないその他
の鉱業及び採石業

Other mining and
quarrying n.e.c.

0545 ぎょう灰岩採石業 2696
石材切出し・形削り・磨き
業

Cutting, shaping and
finishing of stone

EU KLEMS産業連関表基本分類(1995年) JIP2006 日本標準産業分類細分類(第11回改訂) 国際標準産業分類（ISIC, Rev.3）



0546 砂岩採石業
0547 粘板岩採石業
0548 砂・砂利・玉石採取業

0549
その他の採石業、砂・砂
利・玉石採取業

0551 耐火粘土鉱業
0552 ろう石鉱業
0553 ドロマイト鉱業
0554 長石鉱業
0555 けい石鉱業
0556 天然けい砂鉱業
0557 石灰石鉱業

0559
その他の窯業原料用鉱物
鉱業

0591 酸性白土鉱業
0592 ベントナイト鉱業
0593 けいそう土鉱業
0594 滑石鉱業
0599 他に分類されない鉱業
2281 砕石製造業

1111011 牛肉(枝肉） 8 畜産食料品 0911 肉製品製造業 1511
肉及び肉製品製造・加工・
保存業

Production, processing
and preserving of meat
and meat products

9
Food products and
beverages

1111012 豚肉(枝肉） 8 畜産食料品 0912 乳製品製造業 1514 植物・動物油脂製造業
Manufacture of vegetable
and animal oils and fats

1111013 鶏肉 8 畜産食料品 0919
その他の畜産食料品製造
業

1520 酪農製品製造業
Manufacture of dairy
products

1111014 その他の肉(枝肉) 8 畜産食料品 0982 動物油脂製造業 1549
他に分類されないその他
の食料品製造業

Manufacture of other food
products n.e.c.

1111015
と畜副産物(含肉鶏処理副

産物)
8 畜産食料品 9321 と畜場

1112011 肉加工品 8 畜産食料品
1112021 畜産びん・かん詰 8 畜産食料品
1112031 動物油脂 8 畜産食料品
1112041 飲用牛乳 8 畜産食料品
1112042 乳製品 8 畜産食料品

1113011 冷凍魚介類 9 水産食料品 0921 水産缶詰・瓶詰製造業 1511
肉及び肉製品製造・加工・
保存業

Production, processing
and preserving of meat
and meat products

9
Food products and
beverages

1113021 塩・干・くん製品 9 水産食料品 0922 海藻加工業 1512
魚類及び魚製品加工・保
存業

Processing and preserving
of fish and fish products

1113031 水産びん・かん詰 9 水産食料品 0923 水産練製品製造業 1514 植物・動物油脂製造業
Manufacture of vegetable
and animal oils and fats

1113041 ねり製品 9 水産食料品 0924 塩干・塩蔵品製造業
1113051 魚油・魚かす 9 水産食料品 0925 冷凍水産物製造業
1113099 その他の水産食品 9 水産食料品 0926 冷凍水産食品製造業

0929 その他の水産食料品製造
0982 動物油脂製造業

1114011 精米 10 精穀・製粉 0961 精米業 1531 精穀・製粉業
Manufacture of grain mill
products

9
Food products and
beverages

1114019 その他の精穀 10 精穀・製粉 0962 精麦業
1114021 小麦粉 10 精穀・製粉 0963 小麦粉製造業
1114029 その他の製粉 10 精穀・製粉 0969 その他の精穀・製粉業

1115011 めん類 11 その他の食料品 0931
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）

1513
果実及び野菜加工・保存
業

Processing and preserving
of fruit and vegetables

9
Food products and
beverages

1115021 パン類 11 その他の食料品 0932
野菜漬物製造業 （缶詰、
瓶詰、つぼ詰を除く）

1514 植物・動物油脂製造業
Manufacture of vegetable
and animal oils and fats

1115031 菓子類 11 その他の食料品 0941 味そ製造業 1531 精穀・製粉業
Manufacture of grain mill
products

1116011 農産びん・かん詰 11 その他の食料品 0942
しょう油・食用アミノ酸製造
業

1532
でん粉・でん粉製品製造
業

Manufacture of starches
and starch products

1116021
農産保存食料品(除びん・

かん詰)
11 その他の食料品 0943 うま味調味料製造業 1541 パン製品製造業

Manufacture of bakery
products

1117011 精製糖 11 その他の食料品 0944 ソース製造業 1542 砂糖製造業 Manufacture of sugar

1117019 その他の砂糖・副産物 11 その他の食料品 0945 食酢製造業 1543
ココア、チョコレート及び砂
糖菓子製造業

Manufacture of cocoa,
chocolate and sugar
confectionery

1117021 でん粉 11 その他の食料品 0949 その他の調味料製造業 1544
マカロニ、ヌードル、クスク
ス及び類似穀粉製品製造
業

Manufacture of macaroni,
noodles, couscous and
similar farinaceous

1117031
ぶどう糖・水あめ・異性化

糖
11 その他の食料品 0951

砂糖製造業 （砂糖精製業
を除く）

1549
他に分類されないその他
の食料品製造業

Manufacture of other food
products n.e.c.

1117041 植物油脂 11 その他の食料品 0952 砂糖精製業

1117042 加工油脂 11 その他の食料品 0953
ぶどう糖・水あめ・異性化
糖製造業

1117043 植物原油かす 11 その他の食料品 0971 パン製造業
1117051 調味料 11 その他の食料品 0972 生菓子製造業
1119011 冷凍調理食品 11 その他の食料品 0973 ビスケット類・干菓子製造
1119021 レトルト食品 11 その他の食料品 0974 米菓製造業
1119031 そう採・すし・弁当 11 その他の食料品 0979 その他のパン・菓子製造
1119041 学校給食(国公立) 11 その他の食料品 0981 植物油脂製造業
1119051 学校給食(私立) 11 その他の食料品 0983 食用油脂加工業
1119099 その他の食料品 11 その他の食料品 0991 でんぷん製造業

0992 めん類製造業
0993 豆腐・油揚製造業
0994 あん類製造業
0995 冷凍調理食品製造業
0996 そう（惣）菜製造業

0999
他に分類されない食料品
製造業

0919
その他の畜産食料品製造
業

1121011 清酒 13 飲料 1011 清涼飲料製造業 1513
果実及び野菜加工・保存
業

Processing and preserving
of fruit and vegetables

9
Food products and
beverages

1121021 ビール 13 飲料 1021 果実酒製造業 1549
他に分類されないその他
の食料品製造業

Manufacture of other food
products n.e.c.

1121031 添加用アルコール 13 飲料 1022 ビール製造業 1551
酒類の蒸留、精留及び混
合業；発酵原料からのエチ
ルアルコール製造業

Distilling, rectifying and
blending of spirits; ethyl
alcohol production from
fermented materials

1121041 ウイスキー類 13 飲料 1023 清酒製造業 1552 ワイン製造業 Manufacture of wines

1121099 その他の酒類 13 飲料 1024 蒸留酒・混成酒製造業 1553 麦芽酒及び麦芽製造業
Manufacture of malt
liquors and malt

1129011 茶・コーヒー 13 飲料 1031 製茶業 1554
清涼飲料製造業；ミネラル
ウォーター生産業

Manufacture of soft
drinks; production of

1129021 清涼飲料 13 飲料 1032 コーヒー製造業
1129031 製氷 13 飲料 1041 製氷業

0999
他に分類されない食料品
製造業

1131011 飼料 12 飼料・有機質肥料 1061 配合飼料製造業 1533 加工飼料製造業
Manufacture of prepared
animal feeds

9
Food products and
beverages

1131021 有機質肥料(除別掲) 12 飼料・有機質肥料 1062 単体飼料製造業 1512
魚類及び魚製品加工・保
存業

Processing and preserving
of fish and fish products

1063 有機質肥料製造業 1533 加工飼料製造業
Manufacture of prepared
animal feeds

1141011 たばこ 14 たばこ 1051
たばこ製造業 （葉たばこ処
理業を除く）

1600 たばこ製造業
Manufacture of tobacco
products

10 Tobacco products

1052 葉たばこ処理業 0111
穀物及び他に分類されな
い作物栽培農業

Growing of cereals and
other crops n.e.c.

1 Agriculture



1511011 製糸 15 繊維製品 1111 製糸業 1711
織物繊維準備業、紡績業
及び織物業

Preparation and spinning
of textile fibres; weaving of
textiles

11 Textiles

1511021 紡績糸 15 繊維製品 1121 綿紡績業 1712 織物整理仕上げ業 Finishing of textiles 12
Wearing Apparel, Dressing
And Dying Of Fur

1512011
綿・スフ織物(含合繊短織

物)
15 繊維製品 1122 化学繊維紡績業 1721

繊維仕立て製品製造業
（衣服を除く）

Manufacture of made

1512021
絹・人絹織物(含合繊長織

物)
15 繊維製品 1123 毛紡績業 1722 じゅうたん及び敷物製造業

Manufacture of carpets
and rugs

1512031
毛織物・麻織物・その他の

織物
15 繊維製品 1129 その他の紡績業 1723

ひも類、ロープ、より糸及
び網製造業

Manufacture of cordage,
rope, twine and netting

1513011 ニット生地 15 繊維製品 1131
ねん糸製造業 （かさ高加
工糸製造業を除く）

1729
他に分類されないその他
の織物製造業

Manufacture of other
textiles n.e.c.

1514011 染色整理 15 繊維製品 1132 かさ高加工糸製造業 1730
ニット及びクローセ編織物
並びに同製品製造業

Manufacture of knitted
and crocheted fabrics and
articles

1519011 網・網 15 繊維製品 1141 綿・スフ織物業 1810
衣服製造業（毛皮製衣服
を除く）

Manufacture of wearing
apparel, except fur apparel

1519021 じゅうたん・床敷物 15 繊維製品 1142 絹・人絹織物業 1820
毛皮仕上げ及び染色業並
びに毛皮製衣服製造業

Dressing and dyeing of fur;
manufacture of articles of

1519031 繊維製衛生材料 15 繊維製品 1143 毛織物業
1519099 その他の繊維工業製品 15 繊維製品 1144 麻織物業
1521011 織物製衣服 15 繊維製品 1149 その他の織物業
1521021 ニット製衣服 15 繊維製品 1151 丸編ニット生地製造業
1522099 その他の衣服・身の回り品 15 繊維製品 1152 たて編ニット生地製造業
1529011 寝具 15 繊維製品 1153 横編ニット生地製造業
1529099 その他の繊維既製品 15 繊維製品 1161 綿・スフ・麻織物機械染色

1162 絹・人絹織物機械染色業
1163 毛織物機械染色整理業
1164 織物整理業
1165 織物手加工染色整理業
1166 綿状繊維・糸染色整理業
1167 ニット・レース染色整理業
1168 繊維雑品染色整理業
1171 綱製造業
1172 漁網製造業
1179 その他の網地製造業
1181 刺しゅうレース製造業
1182 編レース製造業
1183 ボビンレース製造業
1184 組ひも製造業
1185 細幅織物業

1189
その他のレース・繊維雑品
製造業

1191 整毛業
1192 製綿業
1193 フエルト・不織布製造業

1194
じゅうたん・その他の繊維
製床敷物製造業

1195
上塗りした織物・防水した
織物製造業

1196 繊維製衛生材料製造業
1199 他に分類されない繊維工
1211 成人男子・少年服製造業
1212 成人女子・少女服製造業
1213 乳幼児服製造業
1214 シャツ製造業 （下着を除

1215
事務用・作業用・衛生用・
スポーツ用衣服製造業

1216 学校服製造業
1221 ニット製外衣製造業

1222
ニット製アウターシャツ類
製造業

1223 セーター類製造業

1229
その他のニット製外衣・
シャツ製造業

1231 織物製下着製造業
1232 ニット製下着製造業
1233 織物製寝着類製造業
1234 ニット製寝着類製造業
1235 補整着製造業
1241 和装製品製造業
1242 足袋製造業
1251 ネクタイ製造業
1252 スカーフ・マフラー製造業
1253 ハンカチーフ製造業
1254 靴下製造業
1255 手袋製造業
1256 帽子製造業 （帽体を含

1257
毛皮製衣服・身の回り品製
造業

1259
他に分類されない衣服・繊
維製身の回り品製造業

1291 寝具製造業
1292 毛布製造業
1293 帆布製品製造業
1294 繊維製袋製造業
1295 刺しゅう業
1296 タオル製造業

1299
他に分類されない繊維製
品製造業

1611011 製材 16 製材・木製品 1311 一般製材業 1920 履物製造業 Manufacture of footwear 13
Leather, leather products
and footwear

1611021 合板 16 製材・木製品 1312 単板 （ベニヤ板） 製造業 2010
製材業及び木材プレナー
業

Sawmilling and planing of
wood

14
WOOD AND PRODUCTS
OF WOOD AND CORK

1611031 木材チップ 16 製材・木製品 1313 床板製造業 2021

単板（ベニヤ）シート、合
板、積層板、パーティクル
ボード及びその他の板製
造業

Manufacture of veneer
sheets; manufacture of
plywood, laminboard,
particle board and other
panels and boards

1619091 建設用木製品 16 製材・木製品 1314 木材チップ製造業 2022
建築用材料及び建具製造
業

Manufacture of builders'
carpentry and joinery

1619099 その他の木製品(除別掲) 16 製材・木製品 1319
他に分類されない特殊製
材業

2023 木製容器製造業
Manufacture of wooden
containers

1321
造作材製造業 （建具を除
く）

2029
その他の木製品、コルク、
わら及び編み物素材製品
製造業

Manufacture of other
products of wood;
manufacture of articles of
cork, straw and plaiting
materials

1322 合板製造業
1323 集成材製造業
1324 建築用木製組立材料製造
1325 パーティクルボード製造業
1326 銘板・銘木製造業
1331 竹・とう・きりゅう等容器製
1332 折箱製造業
1333 木箱製造業（折箱を除く）
1334 たる製造業
1335 おけ製造業
1391 木材薬品処理業
1392 靴型等製造業



1393
コルク加工基礎資材・コル
ク製品製造業

1399
他に分類されない木製品
製造業 （竹、とうを含む）

1711011 木製家具・装備品 17 家具・装備品 1411
木製家具製造業 （漆塗り
を除く）

2022
建築用材料及び建具製造
業

Manufacture of builders'
carpentry and joinery

14
WOOD AND PRODUCTS
OF WOOD AND CORK

1711021 木製建具 17 家具・装備品 1412 金属製家具製造業 3610 家具製造業 Manufacture of furniture 38 Manufacturing nec

1711031 金属製家具・装備品 17 家具・装備品 1413
マットレス・組スプリング製
造業

1421 宗教用具製造業
1431 建具製造業

1491
事務所用・店舗用装備品
製造業

1492 窓用・扉用日よけ製造業

1493
日本びょうぶ・衣こう・すだ
れ製造業

1494 鏡縁・額縁製造業

1499
他に分類されない家具・装
備品製造業

1811011 パルプ 18 パルプ・紙・板紙・加工紙 1511 パルプ製造業 2101
パルプ、紙及び板紙製造
業

Manufacture of pulp,
paper and paperboard

15
Pulp, paper and paper
products

1811012 古紙 18 パルプ・紙・板紙・加工紙 1521 洋紙製造業 2102
段ボール及び板紙並びに
紙製・板紙製容器製造業

Manufacture of corrugated
paper and paperboard and
of containers of paper and
paperboard

1812011 洋紙・和紙 18 パルプ・紙・板紙・加工紙 1522 板紙製造業 2109
その他の紙及び板紙製品
製造業

Manufacture of other
articles of paper and

1812021 板紙 18 パルプ・紙・板紙・加工紙 1523 機械すき和紙製造業
1813011 段ボール 18 パルプ・紙・板紙・加工紙 1524 手すき和紙製造業
1813021 塗工紙・建設用加工紙 1531 塗工紙製造業

1532 段ボール製造業
1533 壁紙・ふすま紙製造業

1821011 段ボール箱 19 紙加工品 1531 塗工紙製造業 2101
パルプ、紙及び板紙製造
業

Manufacture of pulp,
paper and paperboard

15
Pulp, paper and paper
products

1821099 その他の紙製容器 19 紙加工品 1541 事務用紙製品製造業 2102
段ボール及び板紙並びに
紙製・板紙製容器製造業

Manufacture of corrugated
paper and paperboard and
of containers of paper and
paperboard

1829011 紙製衛生材料・用品 19 紙加工品 1542 学用紙製品製造業 2109
その他の紙及び板紙製品
製造業

Manufacture of other
articles of paper and

1829099
その他のパルプ・紙・紙加

工品
19 紙加工品 1543 日用紙製品製造業

1549 その他の紙製品製造業
1551 重包装紙袋製造業
1552 角底紙袋製造業
1553 段ボール箱製造業
1554 紙器製造業
1591 セロファン製造業
1592 繊維板製造業
1593 紙製衛生材料製造業

1599
他に分類されないパルプ・
紙・紙加工品製造業

1911011 新聞 92 出版・新聞業 4131 新聞業 2212
新聞、雑誌及び定期刊行
物出版業

Publishing of newspapers,
journals and periodicals

16 Publishing

1911021 印刷・製版・製本 20 印刷・製版・製本 1611 印刷業 2221 印刷業 Printing 17 Printing and reproduction

1621 製版業 2222
印刷に関連するサービス
業

Service activities related
to printing

1631 製本業
1632 印刷物加工業
1691 印刷関連サービス業

1911031 出版 92 出版・新聞業 4141 出版業 2211
書籍、パンフレット、楽譜
及びその他の出版物出版
業

Publishing of books,
brochures, musical books
and other publications

16 Publishing

2212
新聞、雑誌及び定期刊行
物出版業

Publishing of newspapers,
journals and periodicals

2219 その他の出版業 Other publishing

2011011 アンモニア 23 化学肥料 1711
窒素質・りん酸質肥料製造
業

2411
基礎化学品製造業（肥料
及び窒素化合物を除く）

Manufacture of basic
chemicals, except
fertilizers and nitrogen

20
Chemicals excluding
pharmaceuticals

2011021 化学肥料 23 化学肥料 1712 複合肥料製造業 2412
肥料及び窒素化合物製造
業

Manufacture of fertilizers
and nitrogen compounds

1719 その他の化学肥料製造業
1721 ソーダ工業

2021011 ソーダ灰 24 無機化学基礎製品 1711
窒素質・りん酸質肥料製造
業

2411
基礎化学品製造業（肥料
及び窒素化合物を除く）

Manufacture of basic
chemicals, except
fertilizers and nitrogen

20
Chemicals excluding
pharmaceuticals

2021012 か性ソーダ 24 無機化学基礎製品 1721 ソーダ工業 2412
肥料及び窒素化合物製造
業

Manufacture of fertilizers
and nitrogen compounds

2021013 液体塩素 24 無機化学基礎製品 1722 無機顔料製造業 2421
殺虫剤及びその他の農業
化学製品製造業

Manufacture of pesticides
and other agro

2021019 その他のソーダ工業薬品 24 無機化学基礎製品 1723 圧縮ガス・液化ガス製造業 2429
他に分類されないその他
の化学製品製造業

Manufacture of other
chemical products n.e.c.

2029011 酸化チタン 24 無機化学基礎製品 1724 塩製造業

2029012 カーボンブラック 24 無機化学基礎製品 1729
その他の無機化学工業製
品製造業

2029019 その他の無機顔料 24 無機化学基礎製品
2029021 圧縮ガス・液化ガス 24 無機化学基礎製品
2029031 原塩 24 無機化学基礎製品
2029032 塩 24 無機化学基礎製品
2029099

その他の無機化学工業製
品

24 無機化学基礎製品

2031011 エチレン 25 有機化学基礎製品 1731
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）

2411
基礎化学品製造業（肥料
及び窒素化合物を除く）

Manufacture of basic
chemicals, except
fertilizers and nitrogen

20
Chemicals excluding
pharmaceuticals

2031012 プロピレン 25 有機化学基礎製品
2031019 その他の石油化学基礎製 25 有機化学基礎製品
2031021 純べンゼン 25 有機化学基礎製品
2031022 純トルエン 25 有機化学基礎製品
2031023 キシレン 25 有機化学基礎製品

2031029
その他の石油化学系芳香

族製品
25 有機化学基礎製品

2032011 合成アルコール類 26 有機化学製品 1732
脂肪族系中間物製造業
（脂肪族系溶剤を含む）

1551
酒類の蒸留、精留及び混
合業；発酵原料からのエチ
ルアルコール製造業

Distilling, rectifying and
blending of spirits; ethyl
alcohol production from
fermented materials

9
Food products and
beverages

2032012 酢酸 26 有機化学製品 1733 発酵工業 2411
基礎化学品製造業（肥料
及び窒素化合物を除く）

Manufacture of basic
chemicals, except
fertilizers and nitrogen

20
Chemicals excluding
pharmaceuticals

2032013 二塩化エチレン 26 有機化学製品 1734
環式中間物・合成染料・有
機顔料製造業

2413
プラスチック原料製造業、
合成ゴム製造業

Manufacture of plastics in
primary forms and of
synthetic rubber

2032014 アクリロニトリル 26 有機化学製品 1735 プラスチック製造業 2424
石けん、洗剤、クリーニン
グ・つや出し剤、香水及び
化粧品類製造業

Manufacture of soap and
detergents, cleaning and
polishing preparations,
perfumes and toilet
preparations

2032015 エチレングリコール 26 有機化学製品 1736 合成ゴム製造業

2032016 酢酸ビニルモノマー 26 有機化学製品 1739
その他の有機化学工業製
品製造業

2032019 その他の脂肪族中間物 26 有機化学製品 1751
脂肪酸・硬化油・グリセリン
製造業



2032021 スチレンモノマー 26 有機化学製品
2032022 合成石炭酸 26 有機化学製品
2032023 テレフタル酸(高純度) 26 有機化学製品
2032024 カプロラクタム 26 有機化学製品
2032029 その他の環式中間物 26 有機化学製品
2033011 合成ゴム 26 有機化学製品
2039011 メタン誘導品 26 有機化学製品
2039021 油脂加工製品 26 有機化学製品
2039031 可塑剤 26 有機化学製品
2039041 合成染料 26 有機化学製品
2039099 その他の有機化学工業製 26 有機化学製品
2041011 熱硬化性樹脂 26 有機化学製品
2041021 ポリエチレン(低密度) 26 有機化学製品
2041022 ポリエチレン(高密度) 26 有機化学製品
2041023 ポリスチレン 26 有機化学製品
2041024 ポリプロピレン 26 有機化学製品
2041025 塩化ビニル樹脂 26 有機化学製品
2041031 高機能性樹脂 26 有機化学製品
2041099 その他の合成樹脂 26 有機化学製品

2051011 レーヨン・アセテ-ト 27 化学繊維 1741
レーヨン・アセテート製造
業

2430 人造繊維製造業 Manufacture of man 20
Chemicals excluding
pharmaceuticals

2051021 合成繊維 27 化学繊維 1742 合成繊維製造業 2430 人造繊維製造業 Manufacture of man

2061011 医薬品 29 医薬品 1761 医薬品原薬製造業 2421
殺虫剤及びその他の農業
化学製品製造業

Manufacture of pesticides
and other agro

20
Chemicals excluding
pharmaceuticals

1762 医薬品製剤製造業 2423
医薬品、薬用化学品及び
植物性薬品製造業

Manufacture of
pharmaceuticals, medicinal
chemicals and botanical
products

19 Pharmaceuticals

1763 生物学的製剤製造業 2429
他に分類されないその他
の化学製品製造業

Manufacture of other
chemical products n.e.c.

1764 生薬・漢方製剤製造業
1765 動物用医薬品製造業

2071011 石けん・合成洗剤 28 化学最終製品 1729
その他の無機化学工業製
品製造業

2411
基礎化学品製造業（肥料
及び窒素化合物を除く）

Manufacture of basic
chemicals, except
fertilizers and nitrogen

20
Chemicals excluding
pharmaceuticals

2071012 界面活性剤 28 化学最終製品 1752 石けん・合成洗剤製造業 2412
肥料及び窒素化合物製造
業

Manufacture of fertilizers
and nitrogen compounds

2071021 化粧品・歯磨 28 化学最終製品 1753
界面活性剤製造業 （石け
ん、合成洗剤を除く）

2421
殺虫剤及びその他の農業
化学製品製造業

Manufacture of pesticides
and other agro

2072011 塗料 28 化学最終製品 1754 塗料製造業 2422
ペイント、ワニス及びこれら
に類する塗料、印刷用イン
ク、マスティック製造業

Manufacture of paints,
varnishes and similar
coatings, printing ink and
mastics

2072021 印刷インキ 28 化学最終製品 1755 印刷インキ製造業 2424
石けん、洗剤、クリーニン
グ・つや出し剤、香水及び
化粧品類製造業

Manufacture of soap and
detergents, cleaning and
polishing preparations,
perfumes and toilet
preparations

2073011 写真感光材料 28 化学最終製品 1756 洗浄剤・磨用剤製造業 2429
他に分類されないその他
の化学製品製造業

Manufacture of other
chemical products n.e.c.

2074011 農薬 28 化学最終製品 1757 ろうそく製造業

2079011 ゼラチン及び接着剤 28 化学最終製品 1771
仕上用・皮膚用化粧品製
造業（香水、オーデコロン
を含む）

2079091 触媒 28 化学最終製品 1772 頭髪用化粧品製造業

2079099
その他の化学最終製品

(除別掲)
28 化学最終製品 1779

その他の化粧品・歯磨・化
粧用調整品製造業

1791 火薬類製造業
1792 農薬製造業
1793 香料製造業
1794 ゼラチン・接着剤製造業
1795 写真感光材料製造業

1796
天然樹脂製品・木材化学
製品製造業

1797 試薬製造業

1799
他に分類されない化学工
業製品製造業

2111011 揮発油 30 石油製品 1811 石油精製業 2320 石油精製業
Manufacture of refined
petroleum products

18
Coke, refined petroleum
products and nuclear fuel

2111012 ジェット燃料油 30 石油製品 1821 潤滑油製造業
2111013 灯油 30 石油製品 1822 グリース製造業

2111014 軽油 30 石油製品 1899
他に分類されない石油製
品・石炭製品製造業

2111015 A重油 30 石油製品
2111016 B重油・C重油 30 石油製品
2111017 ナフサ 30 石油製品
2111018 液化石油ガス 30 石油製品
2111019 その他の石油製品 30 石油製品

2121011 コークス 31 石炭製品 1831 コークス製造業 1010
無煙炭鉱業・固形燃料製
造業

Mining and agglomeration
of hard coal

4
Mining of coal and lignite;
extraction of peat

2121019 その他の石炭製品 31 石炭製品 1841 舗装材料製造業 1020
亜炭鉱業・固形燃料製造
業

Mining and agglomeration
of lignite

18
Coke, refined petroleum
products and nuclear fuel

2121021 舗装材料 31 石炭製品 1891 練炭・豆炭製造業 2310 コークス炉製品製造業
Manufacture of coke oven
products

2211011
プラスチックフィルム・シー

ト
58 プラスチック製品 1911 プラスチック板・棒製造業 2520 プラスチック製品製造業

Manufacture of plastics
products

21
Rubber and plastics
products

2211012 プラスチック板・管・棒 58 プラスチック製品 1912 プラスチック管製造業
2211013 プラスチック発泡製品 58 プラスチック製品 1913 プラスチック継手製造業

2211014 工業用プラスチック製品 58 プラスチック製品 1914
プラスチック異形押出製品
製造業

2211015 強化プラスチック製品 58 プラスチック製品 1915
プラスチック板・棒・管・継
手・異形押出製品加工業

2211016 プラスチック製容器 58 プラスチック製品 1921 プラスチックフィルム製造

2211017
プラスチック製日用雑貨・

食卓用品
58 プラスチック製品 1922 プラスチックシート製造業

2211019 その他のプラスチック製品 58 プラスチック製品 1923 プラスチック床材製造業
1924 合成皮革製造業

1925
プラスチックフィルム・シー
ト・床材・合成皮革加工業

1931
工業用プラスチック製品製
造業 （加工業を除く）

1932
工業用プラスチック製品加
工業

1941
軟質プラスチック発泡製品
製造業 （半硬質性を含

1942
硬質プラスチック発泡製品
製造業

1943
強化プラスチック製板・棒・
管・継手製造業

1944
強化プラスチック製容器・
浴槽等製造業

1945
発泡・強化プラスチック製
品加工業

1951 プラスチック成形材料製造
1952 廃プラスチック製品製造業

1991
プラスチック製日用雑貨・
食卓用品製造業

1992 プラスチック製容器製造業

1997
他に分類されないプラス
チック製品製造業



1998
他に分類されないプラス
チック製品加工業

2311011 タイヤ・チュ－ブ 22 ゴム製品 2011
自動車タイヤ・チューブ製
造業

1920 履物製造業 Manufacture of footwear 13
Leather, leather products
and footwear

2319011 ゴム製履物 22 ゴム製品 2012
自転車タイヤ・チューブ製
造業

2511
ゴムタイヤ及びチューブ製
造業並びにゴムタイヤ再
生業

Manufacture of rubber
tyres and tubes;
retreading and rebuilding

21
Rubber and plastics
products

2319021 プラスチック製履物 22 ゴム製品 2021
ゴム製履物・同附属品製
造業

2519 その他のゴム製品製造業
Manufacture of other
rubber products

2319099 その他のゴム製品 22 ゴム製品 2022
プラスチック製履物・同附
属品製造業

2031 ゴムベルト製造業
2032 ゴムホース製造業
2033 工業用ゴム製品製造業
2091 ゴム引布・同製品製造業
2092 医療・衛生用ゴム製品製
2093 ゴム練生地製造業
2094 更生タイヤ製造業
2095 再生ゴム製造業

2099
他に分類されないゴム製
品製造業

2411011 革製履物 21 皮革・皮革製品・毛皮 2111 なめし革製造業 1820
毛皮仕上げ及び染色業並
びに毛皮製衣服製造業

Dressing and dyeing of fur;
manufacture of articles of

12
Wearing Apparel, Dressing
And Dying Of Fur

2412011 製革・毛皮 21 皮革・皮革製品・毛皮 2121
工業用革製品製造業 （手
袋を除く）

1911 皮なめし及び仕上げ業
Tanning and dressing of
leather

13
Leather, leather products
and footwear

2412021
かばん・袋物・その他の革

製品
21 皮革・皮革製品・毛皮 2131

革製履物用材料・同附属
品製造業

1912
手荷物かばん、ハンドバッ
ク類及び馬具類製造業

Manufacture of luggage,
handbags and the like,
saddlery and harness

2141 革製履物製造業 1920 履物製造業 Manufacture of footwear
2151 革製手袋製造業
2161 かばん製造業

2171
袋物製造業 （ハンドバッグ
を除く）

2172 ハンドバッグ製造業
2181 毛皮製造業

2199
その他のなめし革製品製
造業

2511011 板ガラス 32 ガラス・ガラス製品 2211 板ガラス製造業 2610
ガラス及びガラス製品製造
業

Manufacture of glass and
glass products

22
OTHER NON-METALLIC
MINERAL PRODUCTS

2511012 安全ガラス・複層ガラス 32 ガラス・ガラス製品 2212 板ガラス加工業
2512011 ガラス繊維・同製品 32 ガラス・ガラス製品 2213 ガラス製加工素材製造業
2519091 ガラス製加工素材 32 ガラス・ガラス製品 2214 ガラス容器製造業

2519099
その他のガラス製品(除別

掲)
32 ガラス・ガラス製品 2215

理化学用・医療用ガラス器
具製造業

2216
卓上用・ちゅう房用ガラス
器具製造業

2217 ガラス繊維・同製品製造業

2219
その他のガラス・同製品製
造業

2521011 セメント 33 セメント・セメント製品 2221 セメント製造業 2692 耐火性窯業製品製造業
Manufacture of refractory
ceramic products

22
OTHER NON-METALLIC
MINERAL PRODUCTS

2522011 生コンクリート 33 セメント・セメント製品 2222 生コンクリート製造業 2694
セメント、石灰及び石膏製
造業

Manufacture of cement,
lime and plaster

2523011 セメント製品 33 セメント・セメント製品 2223 コンクリート製品製造業 2695
コンクリート製品、セメント
製品及び石膏製品製造業

Manufacture of articles of
concrete, cement and

2229
その他のセメント製品製造
業

2531011 建設用陶磁器 34 陶磁器 2241 衛生陶器製造業 2691
非建設用非耐火性窯業製
品製造業

Manufacture of non 22
OTHER NON-METALLIC
MINERAL PRODUCTS

2531012 工業用陶磁器 34 陶磁器 2242
食卓用・ちゅう房用陶磁器
製造業

2692 耐火性窯業製品製造業
Manufacture of refractory
ceramic products

2531013 日用陶磁器 34 陶磁器 2243 陶磁器製置物製造業 2693
建設用非耐火性粘土・セ
ラミック製品製造業

Manufacture of structural
non

2244 電気用陶磁器製造業

2245
理化学用・工業用陶磁器
製造業

2246 陶磁器製タイル製造業
2247 陶磁器絵付業
2248 陶磁器用はい（坏）土製造

2249
その他の陶磁器・同関連
製品製造業

2599011 耐火物 35 その他の窯業・土石製品 2231 粘土かわら製造業 2692 耐火性窯業製品製造業
Manufacture of refractory
ceramic products

22
OTHER NON-METALLIC
MINERAL PRODUCTS

2599021 その他の建設用土石製品 35 その他の窯業・土石製品 2232 普通れんが製造業 2693
建設用非耐火性粘土・セ
ラミック製品製造業

Manufacture of structural
non

2599031 炭素・黒鉛製品 35 その他の窯業・土石製品 2233 陶管製造業 2694
セメント、石灰及び石膏製
造業

Manufacture of cement,
lime and plaster

2599041 研磨材 35 その他の窯業・土石製品 2239
その他の建設用粘土製品
製造業

2695
コンクリート製品、セメント
製品及び石膏製品製造業

Manufacture of articles of
concrete, cement and

2599099 その他の窯業・土石製品 35 その他の窯業・土石製品 2251 耐火れんが製造業 2696
石材切出し・形削り・磨き
業

Cutting, shaping and
finishing of stone

2252 不定形耐火物製造業 2699
他に分類されないその他
の非金属鉱物製品製造業

Manufacture of other non

2259 その他の耐火物製造業
2261 炭素質電極製造業
2262 炭素繊維製造業

2269
その他の炭素・黒鉛製品
製造業

2271 研磨材製造業
2272 研削と石製造業
2273 研磨布紙製造業

2279
その他の研磨材・同製品
製造業

2282 人工骨材製造業
2283 石工品製造業
2284 けいそう土・同製品製造業
2285 鉱物・土石粉砕等処理業
2291 ほうろう鉄器製造業
2292 七宝製品製造業
2293 人造宝石製造業
2294 ロックウール・同製品製造
2295 石綿製品製造業
2296 石こう（膏)製品製造業
2297 石灰製造業
2298 鋳型製造業 （中子を含

2299
他に分類されない窯業・土
石製品製造業

2611011 銑鉄 36 銑鉄・粗鋼 2311 高炉による製鉄業 2710 第一次鉄鋼製造業
Manufacture of basic iron
and steel

23 Basic metals

2611021 フエロアロイ 36 銑鉄・粗鋼 2312 高炉によらない製鉄業 2731 鉄鋼鋳造業 Casting of iron and steel 24 Fabricated metal products

2611031 粗鋼(転炉) 36 銑鉄・粗鋼 2313 フェロアロイ製造業 2891
金属の鍛造、プレス、打ち
抜き及び圧延成形業；粉
末や金業

Forging, pressing,
stamping and roll

2611041 粗鋼(電気炉) 36 銑鉄・粗鋼 2321
製鋼・製鋼圧延業 （転炉，
電気炉を含む）

2621011 普通鋼形鋼 37 その他の鉄鋼 2331
熱間圧延業 （鋼管，伸鉄
を除く）

2621012 普通鋼鋼板 37 その他の鉄鋼 2332
冷間圧延業 （鋼管、伸鉄
を除く）

2612013 普通鋼鋼帯 37 その他の鉄鋼 2333 冷間ロール成型形綱製造
2612014 普通鋼小棒 37 その他の鉄鋼 2334 鋼管製造業



2621015
その他の普通鋼熱間圧延

鋼材
37 その他の鉄鋼 2335 伸鉄業

2621016 特殊鋼熱間圧延鋼材 37 その他の鉄鋼 2336 磨棒鋼製造業
2622011 普通鋼鋼管 37 その他の鉄鋼 2337 引抜鋼管製造業
2622012 特殊鋼鋼管 37 その他の鉄鋼 2338 伸線業

2623011 冷間仕上鋼材 37 その他の鉄鋼 2339
その他の製鋼を行わない
鋼材製造業（表面処理鋼
材を除く）

2623021 めっき鋼材 37 その他の鉄鋼 2341 亜鉛鉄板製造業
2631011 鍛鋼 37 その他の鉄鋼 2342 めっき鋼管製造業

2631012 鋳鋼 37 その他の鉄鋼 2349
その他の表面処理鋼材製
造業

2631021 鋳鉄管 37 その他の鉄鋼 2351
銑鉄鋳物製造業 （鋳鉄
管、可鍛鋳鉄を除く）

2631031 鋳鉄品 37 その他の鉄鋼 2352 可鍛鋳鉄製造業
2631032 鍛工品(鉄) 37 その他の鉄鋼 2353 鋳鋼製造業
2649011 鉄鋼シャースリット業 37 その他の鉄鋼 2354 鍛工品製造業
2649099 その他の鉄鋼製品 37 その他の鉄鋼 2355 鍛鋼製造業

2391 鉄鋼シャースリット業
2392 鉄スクラップ加工処理業
2393 鋳鉄管製造業
2399 他に分類されない鉄鋼業

2711011 銅 38 非鉄金属製錬・精製 2411 銅第１次製錬・精製業 2720
第一次貴金属・非鉄金属
製造業

Manufacture of basic
precious and non

23 Basic metals

2711021 鉛・亜鉛（含再生) 38 非鉄金属製錬・精製 2412 亜鉛第１次製錬・精製業

2711031 アルミニウム(含再生) 38 非鉄金属製錬・精製 2413
アルミニウム第１次製錬・
精製業

2711099 その他の非鉄金属地金 38 非鉄金属製錬・精製 2419
その他の非鉄金属第1次
製錬・精製業

2421
鉛第２次製錬・精製業 （鉛
合金製造業を含む）

2422
亜鉛第２次製錬・精製業
（亜鉛合金製造業を含む）

2423
アルミニウム第２次製錬・
精製業（アルミニウム合金
製造業を含む）

2429
その他の非鉄金属第２次
製錬・精製業（非鉄金属合
金製造業を含む）

2721011 電線・ケーブル 39 非鉄金属加工製品 2431 伸銅品製造業 2330 核燃料加工業 Processing of nuclear fuel 18
Coke, refined petroleum
products and nuclear fuel

2721021 光ファイバケ-ブル 39 非鉄金属加工製品 2432
アルミニウム・同合金圧延
業 （抽伸、押出しを含む）

2720
第一次貴金属・非鉄金属
製造業

Manufacture of basic
precious and non

23 Basic metals

2722011 伸銅品 39 非鉄金属加工製品 2439
その他の非鉄金属・同合
金圧延業 （抽伸、押出しを
含む）

2732 非鉄金属鋳造業 Casting of non 24 Fabricated metal products

2722021 アルミ圧延製品 39 非鉄金属加工製品 2441
電線・ケーブル製造業
（光ファイバケーブルを除
く）

2891
金属の鍛造、プレス、打ち
抜き及び圧延成形業；粉
末や金業

Forging, pressing,
stamping and roll

27 Insulated wire

2722031 非鉄金属素形材 39 非鉄金属加工製品 2442
光ファイバケーブル製造
業 （通信複合ケーブルを
含む）

2899
他に分類されないその他
の金属製品製造業

Manufacture of other
fabricated metal products
n.e.c.

2722041 核燃料 39 非鉄金属加工製品 2451
銅・同合金鋳物製造業
（ダイカストを除く）

3130
絶縁電線・ケーブル製造
業

Manufacture of insulated
wire and cable

2722099 その他の非鉄金属製品 39 非鉄金属加工製品 2452
非鉄金属鋳物製造業 (銅･
同合金鋳物及びダイカスト
を除く)

2453
アルミニウム・同合金ダイカ
スト製造業

2454
非鉄金属ダイカスト製造業
（アルミニウム・同合金ダイ
カストを除く）

2455 非鉄金属鍛造品製造業
2491 核燃料製造業

2499
他に分類されない非鉄金
属製造業

2811011 建設用金属製品 40 建設・建築用金属製品 2541 建設用金属製品製造業 2811 構造用金属製品製造業
Manufacture of structural
metal products

24 Fabricated metal products

2812011 建築用金属製品 40 建設・建築用金属製品 2542
建築用金属製品製造業
（建築用金物を除く）

2891011
ガス・石油機器及び暖厨

房機器
41 その他の金属製品 2511

ブリキ缶・その他のめっき
板等製品製造業

2812
金属製タンク、貯槽及び容
器製造業

Manufacture of tanks,
reservoirs and containers
of metal

24 Fabricated metal products

2899011
ボルト・ナット・リベット及び

スプリング
41 その他の金属製品 2521 洋食器製造業 2891

金属の鍛造、プレス、打ち
抜き及び圧延成形業；粉
末や金業

Forging, pressing,
stamping and roll

25 MACHINERY, NEC

2899021
金属製容器及び製缶板金
製品配管工事付属品・粉

末治金製品・道具類
41 その他の金属製品 2522 機械刃物製造業 2892

金属の処理・塗装業；料金
制又は契約制による一般
機械・エンジニアリング業

Treatment and coating of
metals; general mechanical
engineering on a fee or
contract basis

2899031 配管工事付属品 41 その他の金属製品 2523
利器工匠具・手道具製造
業（やすり、のこぎり、食卓
用刃物を除く）

2893
刃物、手道具及び一般金
物類製造業

Manufacture of cutlery,
hand tools and general
hardware

2899032 粉末治金製品 41 その他の金属製品 2524
作業工具製造業 （やすり
を除く）

2899
他に分類されないその他
の金属製品製造業

Manufacture of other
fabricated metal products
n.e.c.

2899033 刃物及び道具類 41 その他の金属製品 2525 やすり製造業 2919 その他の一般機械製造業
Manufacture of other
general purpose machinery

2899091 金属プレス製品 41 その他の金属製品 2526
手引のこぎり・のこ刃製造
業

2930
他に分類されない民生用
機械器具製造業

Manufacture of domestic
appliances n.e.c.

2899092 金属線製品 41 その他の金属製品 2527
農業用器具製造業 （農業
用機械を除く）

2899099 その他の金属製品(除別 41 その他の金属製品 2529 その他の金物類製造業

2531
配管工事用附属品製造業
（バルブ、コックを除く）

2532 ガス機器・石油機器製造
2533 温風・温水暖房装置製造

2539
その他の暖房・調理装置
製造業（電気機械器具、ガ
ス機器、石油機器を除く）

2543 製缶板金業

2551
アルミニウム・同合金プレ
ス製品製造業

2552
金属プレス製品製造業
（アルミニウム・同合金を除

2553 粉末や金製品製造業
2561 金属製品塗装業

2562
溶融めっき業 （表面処理
鋼材製造業を除く）

2563 金属彫刻業

2564
電気めっき業 （表面処理
鋼材製造業を除く）

2565 金属熱処理業
2569 その他の金属表面処理業
2571 くぎ製造業
2579 その他の金属線製品製造

2581
ボルト・ナット・リベット・小
ねじ・木ねじ等製造業

2591 金庫製造業
2592 金属製スプリング製造業



2599
他に分類されない金属製
品製造業

3011011 ボイラー 42 一般産業機械 2611 ボイラ製造業 2813 蒸気発生装置製造業
Manufacture of steam
generators, except central
heating hot water boilers

24 Fabricated metal products

3011021 タービン 42 一般産業機械 2612
蒸気機関・タービン・水力
タービン製造業 （舶用を

2893
刃物、手道具及び一般金
物類製造業

Manufacture of cutlery,
hand tools and general

25 MACHINERY, NEC

3011031 原動機 42 一般産業機械 2613 はん用内燃機関製造業 2911
エンジン及びタービン製造
業

Manufacture of engines
and turbines, except
aircraft, vehicle and cycle

3012011 運搬機械 42 一般産業機械 2619 その他の原動機製造業 2912
ポンプ、圧縮機、タップ及
び弁製造業

Manufacture of pumps,
compressors, taps and

3013011 冷凍機・温湿調整装置 42 一般産業機械 2644
機械工具製造業 （粉末や
金業を除く）

2913
軸受、ギヤ及び伝導・駆動
装置製造業

Manufacture of bearings,
gears, gearing and driving
elements

3019011 ポンプ及び圧縮機 42 一般産業機械 2668
真空装置・真空機器製造
業

2914
かま、炉及び炉バーナ製
造業

Manufacture of ovens,
furnaces and furnace

3019021 機械工具 42 一般産業機械 2671 ポンプ・同装置製造業 2915
つり上げ及びハンドリング
装置製造業

Manufacture of lifting and
handling equipment

3019099
その他の一般産業機械及

び装置
42 一般産業機械 2672

空気圧縮機、ガス圧縮機、
送風機製造業

2919 その他の一般機械製造業
Manufacture of other
general purpose machinery

2673
エレベータ・エスカレータ
製造業

2674 荷役運搬設備製造業

2675
動力伝導装置製造業 （玉
軸受、ころ軸受を除く）

2676 工業窯炉製造業
2677 油圧・空圧機器製造業

2679
その他の一般産業用機
械・装置製造業

2682
冷凍機・温湿調整装置製
造業

2697 包装・荷造機械製造業

3021011 鉱山・土木建設機械 43 特殊産業機械 2621
農業用機械製造業 （農業
用器具を除く）

2919 その他の一般機械製造業
Manufacture of other
general purpose machinery

25 MACHINERY, NEC

3022011 化学機械 43 特殊産業機械 2631
建設機械・鉱山機械製造
業

2921
農業及び林業用機械製造
業

Manufacture of agricultural
and forestry machinery

3023011 産業用ロボット 43 特殊産業機械 2641 金属工作機械製造業 2922 工作機械製造業 Manufacture of machine

3024011 金属工作機械 43 特殊産業機械 2642
金属加工機械製造業 （金
属工作機械を除く）

2923 冶金用機械製造業
Manufacture of machinery
for metallurgy

3024021 金属加工機械 43 特殊産業機械 2643
金属工作機械用･金属加
工機械用部分品･附属品
製造業（機械工具、金型を

2924
鉱業、採石業及び建設業
用機械製造業

Manufacture of machinery
for mining, quarrying and
construction

3029011 農業機械 43 特殊産業機械 2651
化学繊維機械・紡績機械
製造業

2925
食料品、飲料及びたばこ
加工機械製造業

Manufacture of machinery
for food, beverage and
tobacco processing

3029021 繊維機械 43 特殊産業機械 2652
製織機械・編組機械製造
業

2926
繊維、衣服及び皮革製造
機械製造業

Manufacture of machinery
for textile, apparel and
leather production

3029031 食料品加工機械 43 特殊産業機械 2653 染色整理仕上機械製造業 2929
その他の特殊産業用機械
製造業

Manufacture of other
special purpose machinery

3029041 半導体製造装置 43 特殊産業機械 2654
繊維機械部分品・取付具・
附属品製造業

3029091 製材・木工・合板機械 43 特殊産業機械 2655 縫製機械製造業
3029092 パルプ装置・製紙機械 43 特殊産業機械 2661 食品機械・同装置製造業
3029093 印刷・製本・紙加工機械 43 特殊産業機械 2662 木材加工機械製造業

3029094 鋳造装置 43 特殊産業機械 2663
パルプ装置・製紙機械製
造業

3029095 プラスチック加工機械 43 特殊産業機械 2664 印刷・製本・紙工機械製造

3029099
その他の特殊産業機械

(除別掲)
43 特殊産業機械 2665 鋳造装置製造業

2666
プラスチック加工機械・同
附属装置製造業

2667 半導体製造装置製造業

2669
その他の特殊産業用機械
製造業

2678 化学機械・同装置製造業
2698 産業用ロボット製造業

3031011 金型 44 その他の一般機械 2655 縫製機械製造業 2912
ポンプ、圧縮機、タップ及
び弁製造業

Manufacture of pumps,
compressors, taps and

25 MACHINERY, NEC

3031021 ベアリング 44 その他の一般機械 2691
消火器具・消化装置製造
業

2913
軸受、ギヤ及び伝導・駆動
装置製造業

Manufacture of bearings,
gears, gearing and driving
elements

3031099
その他の一般機械器具及

び部品
44 その他の一般機械 2692 弁・同附属品製造業 2919 その他の一般機械製造業

Manufacture of other
general purpose machinery

2693
パイプ加工・パイプ附属品
加工業

2926
繊維、衣服及び皮革製造
機械製造業

Manufacture of machinery
for textile, apparel and
leather production

2694 玉軸受・ころ軸受製造業 2929
その他の特殊産業用機械
製造業

Manufacture of other
special purpose machinery

2695 ピストンリング製造業 2930
他に分類されない民生用
機械器具製造業

Manufacture of domestic
appliances n.e.c.

2696
金型・同部分品・附属品製
造業

2699
各種機械・同部分品製造
修理業 （注文製造・修理）

3111011 複写機 45 事務用・サービス用機器 2681 事務用機械器具製造業 2929
その他の特殊産業用機械
製造業

Manufacture of other
special purpose machinery

25 MACHINERY, NEC

3111091 電子式卓上計算機 45 事務用・サービス用機器 2683 娯楽機械製造業 3000
事務用、会計及び計算機
械製造業

Manufacture of office,
accounting and computing
machinery

26
Office, accounting and
computing machinery

3111092 ワ－ドプロセッサ 45 事務用・サービス用機器 2684 自動販売機製造業

3111099
その他の事務用機器(除

別掲)
45 事務用・サービス用機器 2689

その他の事務用・サービス
用・民生用機械器具製造

3112011 自動販売機 45 事務用・サービス用機器
3112012 娯楽用機器 45 事務用・サービス用機器
3112019 その他のサービス用機器 45 事務用・サービス用機器

3211011 電気音響機器 47 民生用電子・電気機器 2721 ちゅう房機器製造業 2930
他に分類されない民生用
機械器具製造業

Manufacture of domestic
appliances n.e.c.

25 MACHINERY, NEC

3211021 ラジオ・テレビ受信機 47 民生用電子・電気機器 2722
空調・住宅関連機器製造
業

3230

テレビ・ラジオ受信（像）
機、音声又は画像録音・
録画・再生装置並びに関
連製品製造業

Manufacture of television
and radio receivers, sound
or video recording or
reproducing apparatus,
and associated goods

31
Radio and television
receivers

3211031 ビデオ機器 47 民生用電子・電気機器 2723 衣料衛生関連機器製造業

3212011 民生用電気機器 47 民生用電子・電気機器 2729
その他の民生用電気機械
器具製造業

2742 ビデオ機器製造業

2813
ラジオ受信機・テレビジョン
受信機製造業

2814 電気音響機械器具製造業

3311011 電子計算機本体 48 電子計算機・同付属品 2821
電子計算機製造業 （パー
ソナルコンピュータ製造業
を除く）

3000
事務用、会計及び計算機
械製造業

Manufacture of office,
accounting and computing
machinery

26
Office, accounting and
computing machinery

3311021 電子計算機付属装置 48 電子計算機・同付属品 2822
パーソナルコンピュータ製
造業

2823 記憶装置製造業
2824 印刷装置製造業
2829 その他の附属装置製造業



3321011 有線電気通信機器 49 通信機器 2811 有線通信機械器具製造業 3190
他に分類されないその他
の電気機器製造業

Manufacture of other
electrical equipment n.e.c.

28
Other electrical
machinery and apparatus

3321021 無線電気通信機器 49 通信機器 2812 無線通信機械器具製造業 3220
テレビ・ラジオ送信機及び
有線電話・電信装置製造
業

Manufacture of television
and radio transmitters and
apparatus for line
telephony and line

30
Telecommunication
equipment

3321099 その他の電気通信機器 49 通信機器 2815 交通信号保安装置製造業

2819
その他の通信機械器具・
同関連機械器具製造業

3331011 電子応用装置 50
電子応用装置・電気計測

器
2741 Ｘ線装置製造業 3311

内科用・外科用機器及び
整形外科用器具製造業

Manufacture of medical
and surgical equipment
and orthopaedic

32 Scientific instruments

3332011 電気計測器 50
電子応用装置・電気計測

器
2743

医療用電子応用装置製造
業

3312
測定、検査、試験、航法及
びその他の機器製造（生
産工程制御装置を除く）

Manufacture of
instruments and
appliances for measuring,
checking, testing,
navigating and other
purposes, except

2749
その他の電子応用装置製
造業

3313 生産工程制御装置製造業
Manufacture of industrial
process control equipment

2751
電気計測器製造業 （別掲
を除く）

2752 工業計器製造業
2753 医療用計測器製造業

3341011 半導体素子 51 半導体素子・集積回路 2912 半導体素子製造業 3210
電子バルブ、チューブ及
びその他の電子部品製造
業

Manufacture of electronic
valves and tubes and other
electronic components

29
Electronic valves and
tubes

3341012 集積回路 51 半導体素子・集積回路 2913 集積回路製造業

3359011 電子管 52 電子部品 2793
磁気テープ・磁気ディスク
製造業

3210
電子バルブ、チューブ及
びその他の電子部品製造
業

Manufacture of electronic
valves and tubes and other
electronic components

29
Electronic valves and
tubes

3359021 液晶素子 52 電子部品 2911 電子管製造業 3230

テレビ・ラジオ受信(像）
機、音声又は画像録音・
録画・再生装置並びに関
連製品製造業

Manufacture of television
and radio receivers, sound
or video recording or
reproducing apparatus,
and associated goods

31
Radio and television
receivers

3359031 磁気テープ・磁気ディスク 52 電子部品 2914
抵抗器・コンデンサ・変成
器・複合部品製造業

3359099 その他の電子部品 52 電子部品 2915
音響部品・磁気ヘッド・小
形モータ製造業

2916
コネクタ・スイッチ・リレー製
造業

2917
スイッチング電源・高周波
組立部品・コントロールユ
ニット製造業

2918 プリント回路製造業
2919 その他の電子部品製造業

3411011 発電機器 46 重電機器 2711
発電機・電動機・その他の
回転電気機械製造業

2914
かま、炉及び炉バーナ製
造業

Manufacture of ovens,
furnaces and furnace

25 MACHINERY, NEC

3411012 電動機 46 重電機器 2712
変圧器類製造業 （電子機
器用を除く）

2922 工作機械製造業 Manufacture of machine 28
Other electrical
machinery and apparatus

3411021 開閉制御装置及び配電盤 46 重電機器 2713
開閉装置・配電盤・電力制
御装置製造業

3110
電動機、発電機及び変圧
機製造業

Manufacture of electric
motors, generators and
transformers

3411031 変圧器・変成器 46 重電機器 2715 電気溶接機製造業 3120 配電・制御装置製造業
Manufacture of electricity
distribution and control
apparatus

3411099 その他の産業用重電機器 46 重電機器 2719
その他の産業用電気機械
器具製造業（車両用、船
舶用を含む）

3190
他に分類されないその他
の電気機器製造業

Manufacture of other
electrical equipment n.e.c.

3421011 電気照明器具 53 その他の電気機器 2714
配線器具・配線附属品製
造業

3120 配電・制御装置製造業
Manufacture of electricity
distribution and control
apparatus

28
Other electrical
machinery and apparatus
nec

3421021 電池 53 その他の電気機器 2716 内燃機関電装品製造業 3140
蓄電池及び１次電池製造
業

Manufacture of
accumulators, primary
cells and primary batteries

3421031 電球類 53 その他の電気機器 2731 電球製造業 3150
電球及び電気照明器具製
造業

Manufacture of electric
lamps and lighting

3421041 配線器具 53 その他の電気機器 2732 電気照明器具製造業 3190
他に分類されないその他
の電気機器製造業

Manufacture of other
electrical equipment n.e.c.

3421051 内燃機関電装品 53 その他の電気機器 2791 蓄電池製造業

3421099 その他の電機械器具 53 その他の電気機器 2792
一次電池 （乾電池、湿電
池） 製造業

2799
他に分類されない電気機
械器具製造業

3511011 乗用車 54 自動車 3011
自動車製造業 （二輪自動
車を含む）

3410 自動車製造業
Manufacture of motor
vehicles

34
Motor vehicles, trailers
and semi-trailers

3521011
トラック・バス・その他の自

動車
54 自動車 3591 オートバイ製造業

Manufacture of
motorcycles

37
Railroad equipment and
transport equipment nec

3531011 二輪自動車 54 自動車

3541011 自動車車体 55 自動車部品・同付属品 3012
自動車車体・附随車製造
業

3410 自動車製造業
Manufacture of motor
vehicles

34
Motor vehicles, trailers
and semi-trailers

3541021
自動車内燃機関・同部分

品
55 自動車部品・同付属品 3013

自動車部分品・附属品製
造業

3420
自動車車体製造（設計）
業；トレーラ及びセミトレー
ラ製造業

Manufacture of bodies
(coachwork) for motor
vehicles; manufacture of
trailers and semi

37
Railroad equipment and
transport equipment nec

3541031 自動車部品 55 自動車部品・同付属品 3430
自動車及び自動車エンジ
ンの部品及び付属品製造
業

Manufacture of parts and
accessories for motor
vehicles and their engines

3591 オートバイ製造業
Manufacture of
motorcycles

3611011 鋼船 56 その他の輸送用機械 3021 鉄道車両製造業 2911
エンジン及びタービン製造
業（航空機用、自動車用
及びオートバイ用エンジン

Manufacture of engines
and turbines, except
aircraft, vehicle and cycle

25 MACHINERY, NEC

3611021 その他の船舶 56 その他の輸送用機械 3022 鉄道車両用部分品製造業 2915
つり上げ及びハンドリング
装置製造業

Manufacture of lifting and
handling equipment

35
Building and repairing of
ships and boats

3611031 船用内燃機関 56 その他の輸送用機械 3031 船舶製造・修理業 3511 船舶製造・修理業
Building and repairing of
ships

36 Aircraft and spacecraft

3611101 船舶修理 56 その他の輸送用機械 3032 船体ブロック製造業 3512
レジャー及びスポーツ用
ボート製造・修理業

Building and repairing of
pleasure and sporting

37
Railroad equipment and
transport equipment nec

3621011 鉄道車両 56 その他の輸送用機械 3033 舟艇製造・修理業 3520
鉄道・索道機関車及び車
両製造業

Manufacture of railway and
tramway locomotives and
rolling stock

3621101 鉄道車両修理 56 その他の輸送用機械 3034 舶用機関製造業 3530 航空機及び宇宙船製造業
Manufacture of aircraft
and spacecraft

3622011 航空機 56 その他の輸送用機械 3041 航空機製造業 3592 自転車及び車椅子製造業
Manufacture of bicycles
and invalid carriages

3622101 航空機修理 56 その他の輸送用機械 3042 航空機用原動機製造業 3599
他に分類されないその他
の輸送用機械器具製造業

Manufacture of other
transport equipment n.e.c.

3629011 自転車 56 その他の輸送用機械 3049
その他の航空機部分品・
補助装置製造業

3629091 産業用運搬車両 56 その他の輸送用機械 3051
フォークリフトトラック・同部
分品・附属品製造業

3629099
その他の輸送機械(除別

掲)
56 その他の輸送用機械 3059

その他の産業用運搬車
両・同部分品・附属品製造

3091 自転車・同部分品製造業

3099
他に分類されない輸送用
機械器具製造業

3711011 カメラ 57 精密機械 3111 一般長さ計製造業 3311
内科用・外科用機器及び
整形外科用器具製造業

Manufacture of medical
and surgical equipment
and orthopaedic

32 Scientific instruments



3711099 その他の光学機械 57 精密機械 3112 体積計製造業 3312
測定､検査､試験､航法及
びその他の機器製造業
(生産工程制御装置を除く)

Manufacture of
instruments and
appliances for measuring,
checking, testing,
navigating and other
purposes, except

33 Other instruments

3712011 時計 57 精密機械 3113 はかり製造業 3320
光学機器及び写真機器製
造業

Manufacture of optical
instruments and
photographic equipment

3719011 理化学機械器具 57 精密機械 3114
圧力計・流量計・液面計等
製造業

3330 時計製造業
Manufacture of watches
and clocks

3719021
分析器・試験機・計量器・

測定器
57 精密機械 3115 精密測定器製造業

3719031 医療用機械器具 57 精密機械 3116 分析機器製造業
3117 試験機製造業

3119
その他の計量器・測定器・
分析機器・試験機製造業

3121 測量機械器具製造業
3131 医療用機械器具製造業
3132 歯科用機械器具製造業
3133 動物用医療機械器具製造
3134 医療用品製造業
3135 歯科材料製造業
3141 理化学機械器具製造業
3151 顕微鏡・望遠鏡等製造業
3152 写真機・同附属品製造業

3153
映画用機械・同附属品製
造業

3154
光学機械用レンズ・プリズ
ム製造業

3161 眼鏡製造業 （枠を含む）

3171
時計・同部分品製造業
（時計側を除く）

3172 時計側製造業

3911011 玩具 59 その他の製造工業製品 3211
貴金属・宝石製装身具
（ジュエリー） 製品製造業

2029
その他の木製品製造業、
コルク、わら及び編物素材
の製品製造業

Manufacture of other
products of wood;
manufacture of articles of
cork, straw and plaiting
materials

14
WOOD AND PRODUCTS
OF WOOD AND CORK

3911021 運動用品 59 その他の製造工業製品 3212
貴金属・宝石製装身具
（ジュエリー） 附属品・同材
料加工業

2213 記録媒体出版業
Publishing of recorded
media

16 Publishing

3919011 楽器 59 その他の製造工業製品 3219
その他の貴金属製品製造
業

2230 記録媒体複製業
Reproduction of recorded
media

17 Printing and reproduction

3919021 情報記録物 59 その他の製造工業製品 3221 ピアノ製造業 2927 武器及び弾薬製造業
Manufacture of weapons
and ammunition

25 MACHINERY, NEC

3919031 筆記具・文具 59 その他の製造工業製品 3222 ギター製造業 3691
宝石及び同関連製品製造
業

Manufacture of jewellery
and related articles

38 Manufacturing nec

3919041 身辺細貨品 59 その他の製造工業製品 3229
その他の楽器・楽器部品・
同材料製造業

3692 楽器製造業
Manufacture of musical
instruments

3919051 畳・わら加工品 59 その他の製造工業製品 3231
娯楽用具・がん具製造業
（人形、児童乗物を除く）

3693 スポーツ用品製造業
Manufacture of sports
goods

3919061 武器 59 その他の製造工業製品 3232 人形製造業 3694 ゲーム及び玩具製造業
Manufacture of games and
toys

3919099 その他の製造工業製品 59 その他の製造工業製品 3233 児童乗物製造業 3699
他に分類されないその他
の製造業

Other manufacturing
n.e.c.

3234 運動用具製造業

3241
万年筆・シャープペンシ
ル・ペン先製造業

3242
ボールペン・マーキングペ
ン製造業

3243 鉛筆製造業

3244
毛筆・絵画用品製造業
（鉛筆を除く）

3249
他に分類されない事務用
品製造業

3251
装身具・装飾品製造業
（貴金属・宝石製を除く）

3252 造花・装飾用羽毛製造業
3253 ボタン製造業

3254
針・ピン・ホック・スナップ・
同関連品製造業

3255 かつら製造業
3261 漆器製造業

3271
麦わら・パナマ類帽子・わ
ら工品製造業

3272 畳製造業

3273
うちわ・扇子・ちょうちん製
造業

3274 ほうき・ブラシ製造業
3275 傘・同部分品製造業
3276 マッチ製造業

3277
喫煙用具製造業 （貴金
属・宝石製を除く）

3278 魔法瓶製造業
3281 武器製造業
3291 煙火製造業
3292 看板・標識機製造業
3293 パレット製造業

3294
モデル・模型製造業 （紙
製を除く）

3295 工業用模型製造業

3296
情報記録物製造業 （新
聞、書籍等の印刷物を除

3299
他に分類されないその他
の製造業

4121 レコード制作業

4111011 住宅新建築(木造) 60 建築業 0611 一般土木建築工事業 0140
農業及び畜産サービス業
（獣医業を除く）

Agricultural and animal
husbandry service
activities, except

1 Agriculture

4111021 住宅新建築(非木造) 60 建築業 0621 土木工事業 （別掲を除く） 4510 用地整備業 Site preparation 43 CONSTRUCTION

4112011 非住宅新建築(木造) 60 建築業 0622 造園工事業 4520
建築物の全部又は一部工
事業；土木工事業

Building of complete
constructions or parts
thereof; civil engineering

4112021 非住宅新建築(非木造) 60 建築業 0623 しゅんせつ工事業 4530 建物設備設置工事業 Building installation
4121011 建設補修 60 建築業 0631 舗装工事業 4540 建築物仕上げ業 Building completion

4131011 道路関係公共事業 61 土木業 0641
建築工事業 （木造建築工
事業を除く）

4131021
河川・下水道・その他の公

共事業
61 土木業 0651 木造建築工事業

4131031 農林関係公共事業 61 土木業 0661 建築リフォーム工事業

4132011 鉄道軌道建設 61 土木業 0711
大工工事業 （型枠大工工
事業を除く）

4132021 電力施設建設 61 土木業 0712 型枠大工工事業
4132031 電気通信施設建設 61 土木業 0721 とび工事業
4132099 その他の土木建設 61 土木業 0722 土工・コンクリート工事業

0723 特殊コンクリート工事業
0731 鉄骨工事業
0732 鉄筋工事業
0741 石工工事業
0742 れんが工事業



0743 タイル工事業
0744 コンクリートブロック工事業
0751 左官工事業
0761 金属製屋根工事業
0762 板金工事業
0763 建築金物工事業

0771
塗装工事業 （道路標示・
区画線工事業を除く）

0772 道路標示・区画線工事業
0781 床工事業
0782 内装工事業
0791 ガラス工事業
0792 金属製建具工事業
0793 木製建具工事業

0794
屋根工事業 （金属製屋根
工事業を除く）

0795 防水工事業
0796 はつり・解体工事業

0799
他に分類されない職別工
事業

0811 一般電気工事業
0812 電気配線工事業

0821
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）

0822
有線テレビジョン放送設備
設置工事業

0823 信号装置工事業
0831 一般管工事業
0832 冷暖房設備工事業
0833 給排水・衛生設備工事業
0839 その他の管工事業

0841
機械器具設置工事業 （昇
降設備工事業を除く）

0842 昇降設備工事業
0891 築炉工事業
0892 熱絶縁工事業
0893 道路標識設置工事業
0894 さく井工事業

5111001 事業用電力 62 電気業 3311 発電所 4010 電気生産・収集・供給業
Production, collection and
distribution of electricity

40 Electricity supply

5111041 自家発電 62 電気業 3312 変電所

3313
電気事業所 （本社、営業
所等）

5121011 都市ガス 63 ガス・熱供給業 3411 ガス製造工場 4020
ガス製造業；導管によるガ
ス燃料供給業

Manufacture of gas;
distribution of gaseous
fuels through mains

40 Electricity supply

3412 ガス供給所 4030 蒸気及び温水供給業 Steam and hot water 41 Gas supply

3413
ガス事業所 （本社、営業
所等）

5122011 熱供給業 63 ガス・熱供給業 3511 熱供給業

5211011 上水道・簡易水道 64 上水道業 3611 上水道業 4100 水収集・浄化・供給業
Collection, purification
and distribution of water

42 WATER SUPPLY

5211021 工業用水 65 工業用水道業 3621 工業用水道業 4100 水収集・浄化・供給業
Collection, purification
and distribution of water

42 WATER SUPPLY

5211031 下水道 103 その他(政府) 3631
下水道処理施設維持管理
業

9000
下水及び廃棄物処理業、
衛生及び類似サービス業

Sewage and refuse
disposal, sanitation and
similar activities

66
Sewage and refuse
disposal, sanitation and
similar activities

5212011 廃棄物処理(公営) 103 その他(政府) 3632 下水道管路施設維持管理
3633 下水道事務所
8511 し尿収集運搬業
8512 し尿処分業
8513 浄化槽清掃業
8514 浄化槽保守点検業
8515 ごみ収集運搬業
8516 ごみ処分業
8517 清掃事務所
8521 産業廃棄物収集運搬業
8522 産業廃棄物処分業

8523
特別管理産業廃棄物収集
運搬業

8524 特別管理産業廃棄物処分
8591 死亡獣畜取扱業

8599
他に分類されない廃棄物
処理業

5212021 廃棄物処理(産業) 66 廃棄物処理 8511 し尿収集運搬業 9000
下水及び廃棄物処理業、
衛生及び類似サービス業

Sewage and refuse
disposal, sanitation and
similar activities

66
Sewage and refuse
disposal, sanitation and
similar activities

8512 し尿処分業
8513 浄化槽清掃業
8514 浄化槽保守点検業
8515 ごみ収集運搬業
8516 ごみ処分業
8517 清掃事務所
8521 産業廃棄物収集運搬業
8522 産業廃棄物処分業

8523
特別管理産業廃棄物収集
運搬業

8524 特別管理産業廃棄物処分
8591 死亡獣畜取扱業

8599
他に分類されない廃棄物
処理業

6111011 卸売 67 卸売業 4911
各種商品卸売業 （従業者
が常時100人以上のもの）

5010 自動車販売業 Sale of motor vehicles 44

Sale, maintenance and
repair of motor vehicles
and motorcycles; retail
sale of  fuel

4919 その他の各種商品卸売業 5030
自動車部品・附属品販売
業

Sale of motor vehicle parts
and accessories

45

Wholesale trade and
commission trade, except
of motor vehicles and
motorcycles

5011 生糸・繭卸売業 5040
オートバイ及び関連部品・
附属品販売・整備・修理業

Sale, maintenance and
repair of motorcycles and
related parts and

5012
繊維原料卸売業 （生糸、
繭を除く）

5110
手数料又は契約制による
卸売業

Wholesale on a fee or
contract basis

5013 糸卸売業 5121
農産品原料及び生き物卸
売業

Wholesale of agricultural
raw materials and live

5014
織物卸売業 （室内装飾繊
維品を除く）

5122
食料品、飲料及びたばこ
卸売業

Wholesale of food,
beverages and tobacco

5021 男子服卸売業 5131
織物、衣服及び履物卸売
業

Wholesale of textiles,
clothing  and footwear

5022 婦人・子供服卸売業 5139 その他の家庭用品卸売業
Wholesale of other
household goods

5023 下着類卸売業 5141
固形・液体・ガス燃料及び
関連製品卸売業

Wholesale of solid, liquid
and gaseous fuels and
related products

5024 寝具類卸売業 5142 金属及び金属鉱石卸売業
Wholesale of metals and
metal ores



5025 靴卸売業 5143
建築材料、金物類及び衛
生・暖房設備器具卸売業

Wholesale of construction
materials, hardware,
plumbing and heating
equipment and supplies

5026 履物卸売業 （靴を除く） 5149
その他の中間製品、廃棄
物及びくず卸売業

Wholesale of other
intermediate products,
waste and scrap

5027 かばん・袋物卸売業 5150 機械器具卸売業
Wholesale of machinery,
equipment and supplies

5029
その他の衣服・身の回り品
卸売業

5190 その他の卸売業 Other wholesale

5111 米麦卸売業
5112 雑穀・豆類卸売業
5113 野菜卸売業
5114 果実卸売業
5115 食肉卸売業
5116 生鮮魚介卸売業

5119
その他の農畜産物・水産
物卸売業

5121 砂糖卸売業
5122 味そ・しょう油卸売業
5123 酒類卸売業
5124 乾物卸売業

5125
缶詰・瓶詰食品卸売業
（気密容器入りのもの）

5126 菓子・パン類卸売業
5127 飲料卸売業 （別掲を除く）
5128 茶類卸売業
5129 その他の食料・飲料卸売
5211 木材・竹材卸売業
5212 セメント卸売業
5213 板ガラス卸売業
5219 その他の建築材料卸売業
5221 塗料卸売業
5222 染料・顔料卸売業
5223 油脂・ろう卸売業
5229 その他の化学製品卸売業
5231 石油卸売業
5232 鉱物卸売業 （石油を除く）
5233 鉄鋼卸売業
5234 非鉄金属卸売業
5241 空瓶・空缶等空容器卸売
5242 鉄スクラップ卸売業
5243 非鉄金属スクラップ卸売業
5244 古紙卸売業
5249 その他の再生資源卸売業
5311 農業用機械器具卸売業
5312 建設機械・鉱山機械卸売
5313 金属加工機械卸売業
5314 事務用機械器具卸売業

5319
その他の一般機械器具卸
売業

5321
自動車卸売業 （二輪自動
車を含む）

5322
自動車部分品・附属品卸
売業 （中古品を除く）

5323 自動車中古部品卸売業
5331 家庭用電気機械器具卸売

5332
電気機械器具卸売業 （家
庭用電気機械器具を除く）

5391
輸送用機械器具卸売業
（自動車を除く）

5392 精密機械器具卸売業

5393
医療用機械器具卸売業
（歯科用機械器具を含む）

5411 家具・建具卸売業
5412 荒物卸売業
5413 畳卸売業
5414 室内装飾繊維品卸売業
5415 陶磁器・ガラス器卸売業
5419 その他のじゅう器卸売業
5421 医薬品卸売業
5422 医療用品卸売業
5423 化粧品卸売業
5424 合成洗剤卸売業
5491 紙・紙製品卸売業
5492 金物卸売業
5493 肥料・飼料卸売業

5494
スポーツ用品・娯楽用品・
がん具卸売業

5495 たばこ卸売業
5496 ジュエリー製品卸売業
5497 代理商，仲立業

5499
他に分類されないその他
の卸売業

6112011 小売 68 小売業 5511 百貨店，総合スーパー 5010 自動車販売業 Sale of motor vehicles 44

Sale, maintenance and
repair of motor vehicles
and motorcycles; retail
sale of  fuel

5599
その他の各種商品小売業
（従業者が常時50人未満
のもの）

5030
自動車部品・附属品販売
業

Sale of motor vehicle parts
and accessories

46

Retail trade, except of
motor vehicles and
motorcycles; repair of
household goods

5611 呉服・服地小売業 5040
オートバイ及び関連部品・
附属品販売・整備・修理業

Sale, maintenance and
repair of motorcycles and
related parts and

5612 寝具小売業 5050 自動車燃料小売業 Retail sale of automotive

5621 男子服小売業 5211
食料品、飲料又はたばこ
が主な非専門店の小売業

Retail sale in non

5631 婦人服小売業 5219 その他の非専門店小売業 Other retail sale in non

5632 子供服小売業 5220
食料品、飲料及びたばこ
の専門店による小売業

Retail sale of food,
beverages and tobacco in
specialized stores

5641 靴小売業 5231
医薬品、医療品及び化
粧・洗面用品小売業

Retail sale of
pharmaceutical and
medical goods, cosmetic

5642 履物小売業 （靴を除く） 5232
織物、衣料、履物及び革
製品小売業

Retail sale of textiles,
clothing, footwear and
leather goods

5691 かばん・袋物小売業 5233
家庭用具・用品・機器小売
業

Retail sale of household
appliances, articles and
equipment

5692 洋品雑貨・小間物小売業 5234
金物類、塗料及びガラス
小売業

Retail sale of hardware,
paint and glass

5699
他に分類されない織物・衣
服・身の回り品小売業

5239
専門店によるその他の小
売業

Other retail sale in
specialized stores

5711 各種食料品小売業 5240 店舗による中古品小売業 Retail sale of second
5721 酒小売業

5731
食肉小売業 （卵、鳥肉を
除く）

5732 卵・鳥肉小売業



5741 鮮魚小売業
5751 野菜小売業
5752 果実小売業
5761 菓子小売業 （製造小売）

5762
菓子小売業 （製造小売で
ないもの）

5763 パン小売業 （製造小売）

5764
パン小売業 （製造小売で
ないもの）

5771 米穀類小売業

5791
コンビニエンスストア （飲食
料品を中心とするものに限

5792 牛乳小売業
5793 飲料小売業 （別掲を除く）
5794 茶類小売業
5795 料理品小売業

5796
豆腐・かまぼこ等加工食品
小売業

5797 乾物小売業

5799
他に分類されない飲食料
品小売業

5811 自動車（新車）小売業
5812 中古自動車小売業

5813
自動車部分品・附属品小
売業

5814
二輪自動車小売業 （原動
機付自転車を含む）

5821 自転車小売業
5911 家具小売業
5912 建具小売業
5913 畳小売業
5914 宗教用具小売業
5921 電気機械器具小売業
5922 電気事務機械器具小売業
5929 その他の機械器具小売業
5991 金物小売業
5992 荒物小売業
5993 陶磁器・ガラス器小売業

5999
他に分類されないじゅう器
小売業

6011
医薬品小売業 （調剤薬局
を除く）

6012 調剤薬局
6013 化粧品小売業
6021 農業用機械器具小売業
6022 苗・種子小売業
6023 肥料・飼料小売業
6031 ガソリンスタンド

6032
燃料小売業 （ガソリンスタ
ンドを除く）

6041 書籍・雑誌小売業
6042 新聞小売業
6043 紙・文房具小売業
6051 スポーツ用品小売業
6052 がん具・娯楽用品小売業
6053 楽器小売業
6061 写真機・写真材料小売業
6071 時計・眼鏡・光学機械小売
6091 たばこ・喫煙具専門小売
6092 花・植木小売業
6093 建築材料小売業
6094 ジュエリー製品小売業
6095 ペット・ペット用品小売業
6096 骨とう品小売業

6097
中古品小売業 （骨とう品を
除く）

6099
他に分類されないその他
の小売業

6211011 公的金融(帰属利子) 69 金融業 6111 中央銀行 6511 中央銀行 Central banking 53
Financial intermediation,
except insurance and
pension funding

6211012 民間金融(帰属利子) 69 金融業 6121 普通銀行 6519 その他の預金取扱機関
Other monetary
intermediation

55
Activities related to
financial intermediation

6211013 公的金融(手数料) 69 金融業 6122 信託銀行 6592 その他の信用供与機関 Other credit granting

6211014 民間金融(手数料) 69 金融業 6123 長期信用銀行 6599
他に分類されないその他
の金融仲介業

Other financial
intermediation n.e.c.

6124 在日外国銀行 6711 金融市場管理業
Administration of financial
markets

6211 信用金庫・同連合会 6712 証券取引業 Security dealing activities

6212 信用協同組合・同連合会 6719
他に分類されない補助的
金融仲介業

Activities auxiliary to
financial intermediation
n.e.c.

6213 商工組合中央金庫
6214 労働金庫・同連合会
6221 農林中央金庫
6222 信用農業協同組合連合会

6223
信用漁業協同組合連合
会、信用水産加工業協同
組合連合会

6224 農業協同組合

6225
漁業協同組合，水産加工
業協同組合

6311
郵便貯金・為替・振替業務
取扱機関

6321 海外投融資関係金融機関
6322 開発関係金融機関
6323 公営企業関係金融機関
6324 中小企業関係金融機関
6325 国民生活関係金融機関
6326 農林水産関係金融機関
6327 住宅関係金融機関
6329 その他の政府関係金融機
6411 消費者向け貸金業
6412 事業者向け貸金業
6421 質屋
6431 クレジットカード業
6432 割賦金融業
6491 投資業
6492 住宅専門金融業
6493 証券金融業

6499
他に分類されない貸金業､
投資業等非預金信用機関

6511
証券業 （証券取引所会員
等のもの）

6512
証券業 （証券取引所非会
員等のもの）

6513 投資信託委託業
6514 補助的証券業
6521 抵当証券業
6522 証券投資顧問業
6531 国内市場商品先物取引業



6532 商品投資業

6539
その他の商品先物取引
業、商品投資業

6611 短資業
6612 手形交換所
6613 両替業
6614 信用保証機関
6615 信用保証再保険機関
6616 預・貯金等保険機関
6617 証券取引所
6618 商品取引所

6619
その他の補助的金融業、
金融附帯業

6212011 生命保険 70 保険業 6711
生命保険業 （株式組織の
もの）

6601 生命保険業 Life insurance 54
Insurance and pension
funding, except
compulsory social security

6212021 損害保険 70 保険業 6712
生命保険業 （相互組織の
もの）

6603 損害保険業 Non 55
Activities related to
financial intermediation

6713 生命保険再保険業 6720 補助的保険・年金基金業
Activities auxiliary to
insurance and pension
funding

6714 簡易保険取扱機関
6719 その他の生命保険業

6721
損害保険業 （株式組織の
もの）

6722
損害保険業 （相互組織の
もの）

6723
損害保険業 （組合組織の
もの）

6724 損害保険再保険業
6729 その他の損害保険業

6731
共済事業 （各種災害補償
法によるもの）

6732
共済事業 （各種協同組合
法等によるもの）

6741 生命保険媒介業
6742 損害保険代理業
6743 共済事業媒介代理業
6751 保険料率算出団体
6759 その他の保険サービス業

6411011 不動産仲介・管理業 71 不動産業 6811 建物売買業 7010
自己所有資産又はリース
資産の不動産業

Real estate activities with
own or leased property

57
Other real estate
activities

6411021 不動産賃貸業 71 不動産業 6812 土地売買業 7020
料金又は契約制による不
動産業

Real estate activities on a
fee or contract basis

56
Imputation of owner
occupied rents

6421011 住宅賃貸料 71,72 不動産業、住宅 6821 不動産代理業・仲介業
6911 貸事務所業
6912 土地賃貸業
6919 その他の不動産賃貸業
6921 貸家業
6922 貸間業
6941 不動産管理業

7111011 鉄道旅客輸送(JR) 73 鉄道業 4211 普通鉄道業 6010 鉄道輸送業 Transport via railways 48 Inland transport

7111012 鉄道旅客輸送(除JR) 73 鉄道業 4212 軌道業 6021
その他の定期旅客陸上輸
送業

Other scheduled
passenger land transport

7112011 鉄道貨物輸送 73 鉄道業 4213 地下鉄道業

4214
モノレール鉄道業 （地下
鉄道業を除く）

4215
案内軌条式鉄道業 （地下
鉄道業を除く）

4216 鋼索鉄道業
4217 索道業
4219 その他の鉄道業

7121011 バス 74 道路運送業 4311
一般乗合旅客自動車運送
業

6021
その他の定期旅客陸上輸
送業

Other scheduled
passenger land transport

48 Inland transport

7121021 ハイヤー・タクシー 74 道路運送業 4321
一般乗用旅客自動車運送
業

6022
その他の不定期旅客陸上
輸送業

Other non

7122011 道路貨物輸送 74 道路運送業 4331 一般貸切旅客自動車運送 6023 道路貨物運送業 Freight transport by road
4391 特定旅客自動車運送業

4399
他に分類されない道路旅
客運送業

4411
一般貨物自動車運送業
（特別積合せ貨物運送業

4412 特別積合せ貨物運送業
4421 特定貨物自動車運送業
4431 貨物軽自動車運送業
4499 その他の道路貨物運送業

7131011ｐ 自家用旅客自動車運送 - －
7132011ｐ 自家用貨物自動車運送 - －

7141011 外洋輸送 75 水運業 4511 外航旅客海運業 6110 海洋・沿海水上運送業
Sea and coastal water
transport

49 Water transport

7142011 沿海・内水面旅客輸送 75 水運業 4512 外航貨物海運業 6120 内陸水運業 Inland water transport 51
Supporting and auxiliary
transport activities;
activities of travel

7142012 沿海・内水面貨物輸送 75 水運業 4521 沿海旅客海運業 6301 貨物取扱業 Cargo handling
7143011 港湾運送 75 水運業 4522 沿海貨物海運業

4531 港湾旅客海運業
4532 河川水運業
4533 湖沼水運業
4811 港湾運送業

7151011 国際航空輸送 76 航空運輸業 4611 航空運送業 6210 定期航空運送業 Scheduled air transport 50 Air transport

7151012 国内航空旅客輸送 76 航空運輸業 4621
航空機使用業 （航空運送
業を除く）

6220 不定期航空運送業
Non-scheduled air
transport

7151013 国内航空貨物輸送 76 航空運輸業
7151014 航空機使用事業 76 航空運輸業
7161011 貨物運送取扱 74 道路運送業 4441 集配利用運送業 6023 道路貨物運送業 Freight transport by road 48 Inland transport

4821
利用運送業 （集配利用運
送業を除く）

6301 貨物取扱業 Cargo handling 51
Supporting and auxiliary
transport activities;
activities of travel

4822 運送取次業 6309 その他の輸送代理店業
Activities of other
transport agencies

7171011 倉庫 77 その他運輸業・梱包 4711
倉庫業 （冷蔵倉庫業を除
く）

6302 保管及び倉庫業務 Storage and warehousing 51
Supporting and auxiliary
transport activities;
activities of travel

7181011 こん包 77 その他運輸業・梱包 4721 冷蔵倉庫業 6309 その他の輸送代理店業
Activities of other
transport agencies

4841
こん包業 （組立こん包業を
除く）

4842 組立こん包業

7189011 道路輸送施設提供 74 道路運送業 4851 鉄道施設提供業 6303
その他の運輸に附帯する
サービス業

Other supporting
transport activities

51
Supporting and auxiliary
transport activities;
activities of travel

4852 道路運送固定施設業



4853 自動車ターミナル業
4854 貨物荷扱固定施設業
4855 桟橋泊きょ業
4856 飛行場業
6931 駐車場業

7189021 水運施設管理 103 その他(政府) 3611 上水道業 4100 水収集・浄化・供給業
Collection, purification
and distribution of water

42 WATER SUPPLY

4854 貨物荷扱固定施設業 6301 貨物取扱業 Cargo handling 51
Supporting and auxiliary
transport activities;
activities of travel

4855 桟橋泊きょ業 6303
その他の運輸に附帯する
サービス業

Other supporting
transport activities

4899
他に分類されない運輸に
附帯するサービス業

6304
旅行代理店業、旅行オペ
レータ・ 他に分類されない
旅行者支援活動

Activities of travel
agencies and tour
operators; tourist
assistance activities n e c

7189031
その他の水運付帯サービ

ス
75 水運業 4899

他に分類されない運輸に
附帯するサービス業

6301 貨物取扱業 Cargo handling 51
Supporting and auxiliary
transport activities;
activities of travel

6303
その他の運輸に附帯する
サービス業

Other supporting
transport activities

6304
旅行代理店業、旅行オペ
レータ・ 他に分類されない
旅行者支援活動

Activities of travel
agencies and tour
operators; tourist
assistance activities n e c

7189041 航空施設管理(国公営) 103 その他(政府) 4856 飛行場業 6301 貨物取扱業 Cargo handling 51
Supporting and auxiliary
transport activities;
activities of travel

4899
他に分類されない運輸に
附帯するサービス業

6303
その他の運輸に附帯する
サービス業

Other supporting
transport activities

6304
旅行代理店業、旅行オペ
レータ・ 他に分類されない
旅行者支援活動

Activities of travel
agencies and tour
operators; tourist
assistance activities n e c

7189051 航空施設管理(産業) 76 航空運輸業 4856 飛行場業 6301 貨物取扱業 Cargo handling 51
Supporting and auxiliary
transport activities;
activities of travel

7189061 その他航空付帯サービス 76 航空運輸業 4899
他に分類されない運輸に
附帯するサービス業

6303
その他の運輸に附帯する
サービス業

Other supporting
transport activities

6304
旅行代理店業、旅行オペ
レータ・ 他に分類されない
旅行者支援活動

Activities of travel
agencies and tour
operators; tourist
assistance activities n e c

7189099
旅行・その他の運輸付帯

サービス
77 その他運輸業・梱包 4831 運送代理店 6304

旅行代理店業、旅行オペ
レータ・他に分類されない
旅行者支援活動

Activities of travel
agencies and tour
operators; tourist

51
Supporting and auxiliary
transport activities;
activities of travel

4891 海運仲立業 6309 その他の輸送代理店業
Activities of other
transport agencies

8311
旅行業 （旅行業者代理業
を除く）

8312 旅行業者代理業

7311011 郵便 79 郵便業 3711 信書送達業 6411 国営郵便業 National post activities 52
POST AND
TELECOMMUNICATIONS

7811 郵便局

7312011
国内電気通信(除移動通

信)
78 電信・電話業 3721

地域電気通信業 （有線放
送電話業を除く）

6412
国営郵便業以外の文書・
小荷物配達業

Courier activities other
than national post

52
POST AND
TELECOMMUNICATIONS

7312021 移動通信 78 電信・電話業 3722
長距離電気通信業 （有線
放送電話業を除く）

6420 通信業 Telecommunications

7312031 国際電気通信 78 電信・電話業 3723 有線放送電話業
7319099 その他の通信サービス 78 電信・電話業 3729 その他の固定電気通信業

3731 移動電気通信業

3741
電気通信に附帯するサー
ビス業

7821 簡易郵便局
7829 その他の郵便局受託業

7321011 公共放送 90 放送業 3811 公共放送業 6420 通信業 Telecommunications 52
POST AND
TELECOMMUNICATIONS

7321021 民間放送 90 放送業 3821
テレビジョン放送業 （衛星
放送業を除く）

9213 ラジオ・テレビ放送業
Radio and television
activities

68 Media activities

7321031 有線放送 90 放送業 3822
ラジオ放送業 （衛星放送
業を除く）

3823 衛星放送業
3829 その他の民間放送業
3831 有線テレビジョン放送業
3832 有線ラジオ放送業

8111011 公務(中央) 103 その他(政府) 9511 立法機関 7511 一般(全体）公務 General (Over 63
PUBLIC ADMIN AND
DEFENCE;
COMPULSORY SOCIAL

8112011 公務(地方) 103 その他(政府) 9521 司法機関 7512

保険・教育・文化サービス
及び社会保障を除くその
他の社会サービスを提供
する機関の活動の規制

Regulation of the activities
of agencies that provide
health care, education,
cultural services and other
social services excluding
social security

9531 行政機関 7513
企業の規制及び企業の効
率的運営への助力

Regulation of and
contribution to more
efficient operation of

9611 都道府県機関 7514
政府全体のための付随的
サービス業

Ancillary service activities
for the government as a
whole

9621 市町村機関 7521 外務 Foreign affairs
7522 国防 Defence activities

7523
公共の秩序及び安全に関
する事業

Public order and safety
activities

7530 強制社会保障事業
Compulsory social security
activities

8211011 学校教育(国公立) 98 教育(政府) 7611 小学校 8010 初等教育 Primary education 64 EDUCATION
7621 中学校 8021 一般中等教育 General secondary

7631 高等学校 8022 専門・職業中等教育
Technical and vocational
secondary education

7632 中等教育学校 8030 高等教育 Higher education
7641 大学 8090 成人及びその他の教育 Adult and other education
7642 短期大学
7643 高等専門学校
7651 盲学校
7652 ろう（聾）学校
7653 養護学校
7661 幼稚園
7671 専修学校
7672 各種学校

8211021 学校教育(私立) 80 教育(民間・非営利) 7611 小学校 8010 初等教育 Primary education 64 EDUCATION
7621 中学校 8021 一般中等教育 General secondary

7631 高等学校 8022 専門・職業中等教育
Technical and vocational
secondary education

7632 中等教育学校 8030 高等教育 Higher education
7641 大学 8090 成人及びその他の教育 Adult and other education
7642 短期大学
7643 高等専門学校
7651 盲学校
7652 ろう（聾）学校
7653 養護学校
7661 幼稚園
7671 専修学校
7672 各種学校



8213011 社会教育(国公立) 98 教育(政府) 7711 公民館 8090 成人及びその他の教育 Adult and other education 64 EDUCATION

7712 図書館 8532 宿泊施設のない社会事業
Social work without
accommodation

65 Health and social work

7713 博物館、美術館 9231
図書館及び公文書館サー
ビス業

Library and archives
activities

69
Other recreational
activites

7714 動物園、植物園、水族館 9232
博物館及び史跡・歴史的
建築物の保護

Museums activities and
preservation of historical
sites and buildings

7715 青少年教育施設 9233
植物園・動物園及び自然
保護活動

Botanical and zoological
gardens and nature
reserves activities

7716 社会通信教育
7719 その他の社会教育

8213021 社会教育(非営利) 80 教育(民間・非営利) 7711 公民館 8090 成人及びその他の教育 Adult and other education 64 EDUCATION

7712 図書館 8532 宿泊施設のない社会事業
Social work without
accommodation

65 Health and social work

7713 博物館、美術館 9231
図書館及び公文書館サー
ビス業

Library and archives
activities

69
Other recreational
activites

7714 動物園、植物園、水族館 9232
博物館及び史跡・歴史的
建築物の保護

Museums activities and
preservation of historical
sites and buildings

7715 青少年教育施設 9233
植物園・動物園及び自然
保護活動

Botanical and zoological
gardens and nature
reserves activities

7716 社会通信教育
7719 その他の社会教育

8213031
その他の教育訓練機関

(国公立)
98 教育(政府) 7721 職員教育施設・支援業 8090 成人及びその他の教育 Adult and other education 64 EDUCATION

7722 職業訓練施設

7729
その他の職業・教育支援
施設

7799
他に分類されない教育，
学習支援業

8213041
その他の教育訓練機関

(産業)
80 教育(民間・非営利) 7721 職員教育施設・支援業 8090 成人及びその他の教育 Adult and other education 64 EDUCATION

7722 職業訓練施設

7729
その他の職業・教育支援
施設

7799
他に分類されない教育，
学習支援業

8221011
自然科学研究機関(国公

立)
99 研究機関(政府) 8111 理学研究所 7310

自然科学及び工学に関す
る研究・試験的開発業（Ｎ
ＳＥ）

Research and experimental
development on natural
sciences and engineering
(NSE)

60
Research and
development

8221021
人文科学研究機関(国公

立)
99 研究機関(政府) 8112 工学研究所 7320

社会・人文科学研究・試験
的開発業（ＳＳＨ）

Research and experimental
development on social
sciences and humanities
(SSH)

8113 農学研究所
8114 医学・薬学研究所
8121 人文・社会科学研究所

8221031
自然科学研究機関(非営

利)
106 研究機関(非営利) 8111 理学研究所 7310

自然科学及び工学に関す
る研究・試験的開発業（Ｎ
ＳＥ）

Research and experimental
development on natural
sciences and engineering
(NSE)

60
Research and
development

8221041
人文科学研究機関(非営

利)
106 研究機関(非営利) 8112 工学研究所 7320

社会・人文科学研究・試験
的開発業（ＳＳＨ）

Research and experimental
development on social
sciences and humanities
(SSH)

8113 農学研究所
8114 医学・薬学研究所
8121 人文・社会科学研究所

8221051 自然科学研究機関(産業) 81 研究機関(民間) 8111 理学研究所 7310
自然科学及び工学に関す
る研究・試験的開発業（Ｎ
ＳＥ）

Research and experimental
development on natural
sciences and engineering
(NSE)

60
Research and
development

8221061 人文科学研究機関(産業) 81 研究機関(民間) 8112 工学研究所 7320
社会・人文科学研究・試験
的開発業（ＳＳＨ）

Research and experimental
development on social
sciences and humanities
(SSH)

8113 農学研究所
8114 医学・薬学研究所
8121 人文・社会科学研究所

8222011 企業内研究開発 - －
8311011 医療(国公立) 100 医療(政府) 7311 一般病院 8511 病院事業 Hospital activities 65 Health and social work

7312 精神病院 8512 医療業及び歯科医療業
Medical and dental
practice activities

7313 結核病院 8519 その他の保健衛生事業
Other human health
activities

7321 有床診療所
7322 無床診療所
7331 歯科診療所
7341 助産所
7342 看護業

7351
あん摩マッサージ指圧師・
はり師・きゅう師・柔道整復
師の施術所

7359 その他の療術業
7361 歯科技工所

7369
その他の医療に附帯する
サービス業

7542 介護老人保健施設
8311021 医療(公益法人等) 104 医療(非営利) 7311 一般病院 8511 病院事業 Hospital activities 65 Health and social work

7312 精神病院 8512 医療業及び歯科医療業
Medical and dental
practice activities

7313 結核病院 8519 その他の保健衛生事業
Other human health
activities

7321 有床診療所
7322 無床診療所
7331 歯科診療所
7341 助産所
7342 看護業

7351
あん摩マッサージ指圧師・
はり師・きゅう師・柔道整復
師の施術所

7359 その他の療術業
7361 歯科技工所

7369
その他の医療に附帯する
サービス業

7542 介護老人保健施設
8311031 医療(医療法人等) 82 医療(民間) 7311 一般病院 8511 病院事業 Hospital activities 65 Health and social work

7312 精神病院 8512 医療業及び歯科医療業
Medical and dental
practice activities

7313 結核病院 8519 その他の保健衛生事業
Other human health
activities

7321 有床診療所
7322 無床診療所
7331 歯科診療所
7341 助産所
7342 看護業



7351
あん摩マッサージ指圧師・
はり師・きゅう師・柔道整復
師の施術所

7359 その他の療術業
7361 歯科技工所

7369
その他の医療に附帯する
サービス業

7542 介護老人保健施設

8312011 保健衛生(国公立) 101 保健衛生(政府) 7411 保健所 7512

保健・教育・文化サービス
及び社会保障を除くその
他の社会サービスを提供
する機関の活動の規制

Regulation of the activities
of agencies that provide
health care, education,
cultural services and other
social services excluding
social security

63

PUBLIC ADMIN AND
DEFENCE;
COMPULSORY SOCIAL
SECURITY

7421 結核健康相談施設
7422 精神保健相談施設
7423 母子健康相談施設
7429 その他の健康相談施設

7491
免疫所 （動物検疫所、植
物防疫所を除く）

7492 検査業
7493 消毒業
7499

他に分類されない保健衛
生

8312021 保健衛生(非営利) 83 保健衛生(産業) 7421 結核健康相談施設 7512

保健・教育・文化サービス
及び社会保障を除くその
他の社会サービスを提供
する機関の活動の規制

Regulation of the activities
of agencies that provide
health care, education,
cultural services and other
social services excluding
social security

63

PUBLIC ADMIN AND
DEFENCE;
COMPULSORY SOCIAL
SECURITY

7422 精神保健相談施設
7423 母子健康相談施設
7429 その他の健康相談施設
7492 検査業
7493 消毒業
7499 他に分類されない保健衛

8312031 保健衛生(産業) 83 保健衛生(産業) 7421 結核健康相談施設
7422 精神保健相談施設
7423 母子健康相談施設
7429 その他の健康相談施設
7492 検査業
7493 消毒業
7499

他に分類されない保健衛
生

8313011 社会保険事業(国公立) 102
社会保険・社会福祉(政

府)
7511 社会保険事業団体 7530 強制社会保障事業〔9531〕

Compulsory social security
activities

63
PUBLIC ADMIN AND
DEFENCE;
COMPULSORY SOCIAL

8532 宿泊施設のない社会事業
Social work without
accommodation

65 Health and social work

8313021 社会保険事業(非営利) 105
社会保険・社会福祉(非営

利)
7511 社会保険事業団体 7530 強制社会保障事業〔9531〕

Compulsory social security
activities

63
PUBLIC ADMIN AND
DEFENCE;
COMPULSORY SOCIAL

8532 宿泊施設のない社会事業
Social work without
accommodation

65 Health and social work

8313031 社会福祉(国公立) 102
社会保険・社会福祉(政

府)
7521 福祉事務所 8531 宿泊施設のある社会事業

Social work with
accommodation

65 Health and social work

7531 保育所 8532 宿泊施設のない社会事業
Social work without
accommodation

7539 その他の児童福祉事業
7541 特別養護老人ホーム
7543 通所・短期入所介護施設
7544 痴呆性老人グループホー
7545 有料老人ホーム

7549
その他の老人福祉・介護
事業

7551 身体障害者福祉事業
7552 知的障害者福祉事業
7553 精神障害者福祉事業
7591 更生保護事業
7592 訪問介護事業

7599
他に分類されない社会保
険･社会福祉･介護事業

8313041 社会福祉(非営利) 105
社会保険・社会福祉(非営

利)
7531 保育所 8531 宿泊施設のある社会事業

Social work with
accommodation

65 Health and social work

7539 その他の児童福祉事業 8532 宿泊施設のない社会事業
Social work without
accommodation

7541 特別養護老人ホーム
7543 通所・短期入所介護施設
7544 痴呆性老人グループホー
7545 有料老人ホーム

7549
その他の老人福祉・介護
事業

7551 身体障害者福祉事業
7552 知的障害者福祉事業
7553 精神障害者福祉事業
7591 更生保護事業
7592 訪問介護事業

7599
他に分類されない社会保
険･社会福祉･介護事業

8411011 対企業民間非営利団体 84 その他公共サービス 7911
農業協同組合 （他に分類
されないもの）

9111 事業・雇用主団体
Activities of business and
employers organizations

67
Activities of membership
organizations nec

7912
漁業協同組合 （他に分類
されないもの）

9112 職業団体
Activities of professional
organizations

7913
水産加工業協同組合 （他
に分類されないもの）

7914
森林組合 （他に分類され
ないもの）

7921
事業協同組合 （他に分類
されないもの）

9111 実業団体
9112 同業団体

8411021
対家計民間非営利団体

(除別掲）
107 その他(非営利) 9121 労働団体 8532 宿泊施設のない社会事業

Social work without
accommodation

65 Health and social work

9131 学術団体 9112 職業団体
Activities of professional
organizations

67
Activities of membership
organizations nec

9132 文化団体 9120 労働団体 Activities of trade unions

9141 政治団体 9191 宗教団体
Activities of religious
organizations

9199
他に分類されない非営利
的団体

9192 政治団体
Activities of political
organizations

9211 神社、神道教会 9199
他に分類されないその他
の会員制団体

Activities of other
membership organizations
n.e.c.

9212 教派事務所
9221 寺院、仏教教会
9222 宗派事務所
9231 キリスト教教会、修道院
9232 教団事務所
9291 その他の宗教の教会
9299 その他の宗教の教団事務
9311 集会場



8511011 テレビ・ラジオ広告 85 広告業 8911 広告代理業 7430 広告業 Advertising 61
Legal, technical and
advertising

8511012 新聞・雑誌・その他の広告 85 広告業 8991 屋外広告業
8999 他に分類されない広告業

8512011 ソフトウェア業 91
情報サービス業(インター
ネット付随サービス業)

3911 受託開発ソフトウェア業 7210
ハードウェア・コンサルタン
ト

Hardware consultancy 59
Computer and related
activities

8512012 情報処理・提供サービス 91
情報サービス業(インター
ネット付随サービス業)

3912 パッケージソフトウェア業 7220
ソフトウェア・コンサルタント
及びソフトウェア供給業

Software consultancy and
supply

61
Legal, technical and
advertising

3921 情報処理サービス業 7230 データ処理業 Data processing
3922 情報提供サービス業 7240 データベース業 Data base activities

3929
その他の情報処理・提供
サービス業

7413 市場調査・世論調査業
Market research and
public opinion polling

4011
インターネット附随サービ
ス業

8512021 ニュース供給・興信所 88
その他の対事業所サービ

ス
4151 ニュース供給業 9220 ニュース供給業 News agency activities 62

Other business activities,
nec

8091 興信所 7492 興信・保安サービス業
Investigation and security
activities

68 Media activities

8513011
産業用機械器具(除建設

機械器具)賃貸業
86 業務用物品賃貸業 8811 総合リース業 4550

建設又は解体機械賃貸業
(オペレーター付）

Renting of construction or
demolition equipment with
operator

43 CONSTRUCTION

8513012 建設機械器具賃貸業 86 業務用物品賃貸業 8819 その他の各種物品賃貸業 7111
陸上輸送用機械・器具賃
貸業

Renting of land transport
equipment

58
Renting of machinery and
equipment

8513013
電子計算機・同関連機器

賃貸業
86 業務用物品賃貸業 8821

産業用機械器具賃貸業
（建設機械器具を除く）

7113
航空輸送用機械・器具賃
貸業

Renting of air transport
equipment

8513014
事務用機械器具(除電算

機等)賃貸業
86 業務用物品賃貸業 8822 建設機械器具賃貸業 7121 農業機械器具賃貸業

Renting of agricultural
machinery and equipment

8513015
スポツ・娯楽用品・その他

の物品賃貸業
86 業務用物品賃貸業 8831

事務用機械器具賃貸業
（電子計算機を除く）

7122
建設・土木機械・器具賃貸
業

Renting of construction
and civil engineering
machinery and equipment

8514011 貸自動車業 86 業務用物品賃貸業 8832
電子計算機・同関連機器
賃貸業

7123
事務用機械器具賃貸業
（コンピュータを含む）

Renting of office
machinery and equipment
(including computers)

8841 自動車賃貸業 7129
他に分類されないその他
の機械・器具賃貸業

Renting of other
machinery and equipment

8851 スポーツ・娯楽用品賃貸業 7130
他に分類されない個人・家
庭用品賃貸業

Renting of personal and
household goods n.e.c.

8891 映画・演劇用品賃貸業

8892
音楽・映像記録物賃貸業
（別掲を除く）

8893 貸衣しょう業 （別掲を除く）

8899
他に分類されない物品賃
貸業

8515101 自動車修理 87 自動車整備・修理業 8611 自動車一般整備業 5020 自動車整備・修理業
Maintenance and repair of
motor vehicles

44

Sale, maintenance and
repair of motor vehicles
and motorcycles; retail
sale of  fuel

8516101 機械修理 87 自動車整備・修理業 8619 その他の自動車整備業 5040
オートバイ及び関連部品・
付属品販売・整備・修理業

Sale, maintenance and
repair of motorcycles and
related parts and

59
Computer and related
activities

8711
一般機械修理業 （建設・
鉱山機械を除く）

7250
事務機器・計算機及びコ
ンピュータ保守・修理業

Maintenance and repair of
office, accounting and
computing machinery

8712 建設・鉱山機械整備業
8721 電気機械器具修理業

8519011 建物サービス 88
その他の対事業所サービ

ス
4122 ラジオ番組制作業 7411 法律サービス業 Legal activities 61

Legal, technical and
advertising

8519021 法務・財務・会計サービス 88
その他の対事業所サービ

ス
8011 法律事務所 7412

会計、簿記及び監査サー
ビス業；税務相談業

Accounting, book 62
Other business activities,
nec

8519031 土木建築サービス 88
その他の対事業所サービ

ス
8012 特許事務所 7414 経営管理コンサルタント業

Business and management
consultancy activities

8519041 労働者派遣サービス 88
その他の対事業所サービ

ス
8021

公証人役場、司法書士事
務所

7421
建築・エンジニアリング業
及び関連技術コンサルタ
ント業

Architectural and
engineering activities and
related technical

8519099
その他の対事業所サービ

ス
88

その他の対事業所サービ
ス

8031 公認会計士事務所 7422 技術試験・分析業
Technical testing and
analysis

8032 税理士事務所 7491 労働者募集・人材供給業
Labour recruitment and
provision of personnel

8051 建築設計業 7492 興信・保安サービス業
Investigation and security
activities

8052 測量業 7493 建物清掃業 Building

8059
その他の土木建築サービ
ス業

7499
他に分類されないその他
の事業サービス業

Other business activities
n.e.c.

8061 デザイン業
8062 機械設計業
8092 社会保険労務士事務所
8093 経営コンサルタント業
8094 翻訳業 （著述家業を除く）
8095 通訳業、通訳案内業
8096 広告制作業
8097 不動産鑑定業
8098 行政書士事務所

8099
他に分類されない専門
サービス業

9011 速記・ワープロ入力業
9012 複写業
9021 商品検査業
9031 一般計量証明業
9032 環境計量証明業
9039 その他の計量証明業
9041 ビルメンテナンス業
9049 その他の建物サービス業
9051 民営職業紹介業
9061 警備業
9091 ディスプレイ業
9092 産業用設備洗浄業
9093 非破壊検査業
9094 看板書き業
9095 労働者派遣業

9099
他に分類されないその他
の事業サービス業

8611011 映画製作・配給業 93
その他の映像・音声・文字

情報制作業
4111

映画・ビデオ制作業 （テレ
ビ番組制作業を除く）

9211
映画及びビデオ制作・配
給業

Motion picture and video
production and

68 Media activities

4112 テレビ番組制作業

4113
映画・ビデオ・テレビ番組
配給業

4159
その他の映像・音声・文字
情報制作に附帯するサー
ビス業

8611021 映画館 89 娯楽業 8071 著述家業 9212 映写業 Motion picture projection 68 Media activities

8611031 劇場・興行場 89 娯楽業 8072 芸術家業 9214
演劇、音楽及びその他の
芸術活動

Dramatic arts, music and
other arts activities

69
Other recreational
activites

8611041 遊戯場 89 娯楽業 8411 映画館 9219
他に分類されないその他
の娯楽業

Other entertainment
activities n.e.c.

8611051
競輪・競馬等の競走場・競

技団
89 娯楽業 8421 劇場 9241 スポーツサービス業 Sporting activities

8611061 運動競技場・公園・遊園地 89 娯楽業 8422 興行場 9249 その他のレクリエーション Other recreational
8611071 興行団 89 娯楽業 8423 劇団
8611099 その他の娯楽 89 娯楽業 8424 楽団、舞踊団

8425 演芸・スポーツ等興行団
8431 競輪場



8432 競馬場

8433
自動車・モータボートの競
走場

8434 競輪競技団
8435 競馬競技団

8436
自動車・モータボートの競
技団

8441
スポーツ施設提供業 （別
掲を除く）

8442 体育館
8443 ゴルフ場
8444 ゴルフ練習場
8445 ボウリング場
8446 テニス場
8447 バッティング・テニス練習
8451 公園

8452
遊園地 (テーマパークを除
く）

8453 テーマパーク
8461 ビリヤード場
8462 囲碁・将棋所
8463 マージャンクラブ
8464 パチンコホール
8465 ゲームセンター
8469 その他の遊戯場
8491 ダンスホール
8492 マリーナ業
8493 遊漁船業
8494 芸ぎ業
8495 カラオケボックス業
8496 娯楽に附帯するサービス
8499 他に分類されない娯楽業

8612011 一般飲食店(除喫茶店) 94 飲食店 7011 一般食堂 5520
レストラン、バー及び簡易
食堂

Restaurants, bars and
canteens

47
HOTELS AND
RESTAURANTS

8612021 喫茶店 94 飲食店 7012 日本料理店
8612031 遊興飲食店 94 飲食店 7013 西洋料理店

7014 中華料理店
7019 その他の食堂，レストラン
7021 そば・うどん店
7031 すし店
7041 喫茶店
7099 その他の一般飲食店
7111 料亭

7121
バー、キャバレー、ナイトク
ラブ

7131 酒場、ビヤホール

8613011 旅館・その他の宿泊所 95 旅館業 7211 旅館，ホテル 5510
ホテル、キャンプ場及びそ
の他短期宿泊施設

Hotels; camping sites and
other provision of short

47
HOTELS AND
RESTAURANTS

7221 簡易宿所
7231 下宿業
7291 会社・団体の宿泊所
7292 リゾートクラブ
7299 他に分類されない宿泊業

8619011 洗濯・洗張・染物業 96 洗濯・理容・美容・浴場業 8211 普通洗濯業 9301
織物及び毛皮製品洗濯・
（ドライ）クリーニング業

Washing, and (dry-)
cleaning of textile and fur

70 Other service activities

8619021 理容業 96 洗濯・理容・美容・浴場業 8212 洗濯物取次業 9302
理容及びその他の美容
サービス業

Hairdressing and other
beauty treatment

8619031 美容業 96 洗濯・理容・美容・浴場業 8213 リネンサプライ業 9309
他に分類されないその他
のサービス業

Other service activities
n.e.c.

8619041 浴場業 96 洗濯・理容・美容・浴場業 8221 理容業
8231 美容業
8241 公衆浴場業
8251 特殊浴場業
8291 洗張・染物業
8292 エステティック業

8299
他に分類されない洗濯・理
容・美容・浴場業

8619051 写真業 97 その他の対個人サービス 0141 園芸サービス業 0140
農業及び畜産サービス業
（獣医業を除く）

Agricultural and animal
husbandry service
activities, except

1 Agriculture

8619061 冠婚葬祭業 97 その他の対個人サービス 6752 損害査定業 5260 個人・家庭用品修理業
Repair of personal and
household goods

46

Retail trade, except of
motor vehicles and
motorcycles; repair of
household goods

8619071 各種修理業(除別掲） 97 その他の対個人サービス 7731 学習塾 7494 写真業 Photographic activities 62
Other business activities,
nec

8619081 個人教授所 97 その他の対個人サービス 7741 音楽教授業 8090 成人及びその他の教育 Adult and other education 64 EDUCATION
8619099 その他の対個人サービス 97 その他の対個人サービス 7742 書道教授業 9241 スポーツサービス業 Sporting activities 69 Other recreational

7743 生花・茶道教授業 9303 葬儀業及び関連サービス Funeral and related 70 Other service activities

7744 そろばん教授業 9309
他に分類されないその他
のサービス業

Other service activities
n.e.c.

71
PRIVATE HOUSEHOLDS
WITH EMPLOYED

7745 外国語会話教授業 9500 雇人のいる個人世帯
Private households with
employed persons

7746
スポーツ・健康教授業
（フィットネスクラブを除く）

7747 フィットネスクラブ
7749 その他の教養・技能教授
8081 写真業 （商業写真業を除
8082 商業写真業

8321
家事サービス業 （住込み
のもの）

8322
家事サービス業 （住込み
でないもの）

8331 衣服裁縫修理業
8341 物品預り業
8351 火葬業
8352 墓地管理業
8361 葬儀業
8362 結婚式場業
8363 冠婚葬祭互助会
8391 食品賃加工業

8392
結婚相談業、結婚式場紹
介業

8393 写真現像・焼付業

8399
他に分類されないその他
の生活関連サービス業

8731 表具業
8791 家具修理業
8792 時計修理業
8793 履物修理業
8794 かじ業
8799 他に分類されない修理業

8900000p 事務用品 - －
9000000 分類不明 108 分類不明 9999 分類不能の産業

- N.A. - N.A. 9499 その他の外国公務 9900 治外法権組織及び団体
 Extra-territorial
organizations and bodies

72
EXTRA-TERRITORIAL
ORGANIZATIONS AND
BODIES



注)総務省『産業連関表』には日本標準産業分類との対応が記載されているが、日本標準産業分類の第11回改訂が2002年に行われたため、
現在発行されている産業連関表には第10回改訂のものが記載されている。
このため、第10回改訂の日本標準産業分類と第11回改訂の日本標準産業分類との対応表を参考にしながら、
産業連関表基本分類と日本標準産業分類(第11回改訂)の対応表を作成している。


