付表８ 『設備の種類』と日本標準産業分類の分類との対比表
別表第二

設備の種類

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
水産缶詰・瓶詰製造業、か
まぼこ製造業
野菜缶詰・缶詰製造業、乾
燥野菜製造業、かんぴょう
製造業、野菜漬物製造業
味そ製造業、しよう油製造
業、食酢製造業
砂糖製造業、ぶどう糖製造
業
精米業、小麦粉製造業、米
粉製造業
食パン製造業、氷菓製造業、
チューインガム製造業
牛脂製造業、マーガリン製
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
清涼飲料製造業、シロップ
製造業
ビール製造業、清酒製造業
荒茶製造業、コーヒー豆ほ
う煎業
氷製造業(天然氷を除く。)
たばこ製造業、葉たばこ処
理業
配合飼料製造業、ドックフ
ード製造業、海産肥料製造
業

の番号

１

食料品製造業用設備

「０９２」水産食料品製
造業
「０９３」野菜缶詰・果
実缶詰・農産保存食料品
製造業
「０９４」調味料製造業
「０９５」糖類製造業
「０９６」精穀・製粉業
「０９７」パン・菓子製
造業
「０９８」動植物油脂製
造業
「０９９」その他の食料
品製造業
２

食料、たばこ又は飼料製造業用
設備

「１０１」清涼飲料製造
業
「１０２」酒類製造業
「１０３」茶・コーヒー
製造業(清涼飲料を除く。)
「１０４」製氷業
「１０５」たばこ製造業
「１０６」飼料・有機質
肥料製造業

３

繊維工業用設備
炭素繊維用製造設備
黒鉛化炉
その他の設備
その他の設備

「１１１」製糸業、紡績
業、化学繊維・ねん糸等
製造業の一部
「１１１」製糸業、紡績
業、化学繊維・ねん糸等
製造業の一部
「１１２」織物業
「１１３」ニット生地製
造業
「１１４」染色整理業
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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
綿織物業、織フェルト製造業
丸編ニット生地製造業
毛織物・毛風合成繊維物機
械無地染業、織物乾燥業

番号

３

４

設備の種類
その他の設備

木材又は木製品(家具を除く。)
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
デジタル印刷システム設備
製本業用設備

小分類
「１１５」綱・網・レー
ス・繊維粗製品製造業
「１１６」外衣・シャツ
製造業(和式を除く。)
「１１７」下着類製造業
「１１８」和装製品・そ
の他の衣服・繊維製身の
回り品製造業
「１１９」その他の繊維
製品製造業
「１２１」製材業、木製
品製造業
「１２２」造作材・合板・
建築用組立材料製造業
「１２３」木製容器製造
業(竹。とうを含む。)
「１２９」その他の木製
品製 造業 (竹。と うを含
む。)
「１３１」家具製造業

左の具体例
ロープ製造業、漁網製造業、
洗毛化炭業
織物製ワイシャツ製造業、
織物製学校服製造業
ニット製下着製造業、織物
製パジャマ製造業
帯製造業、ネクタイ製造業、
マフラー製造業
毛布製造業、じゅたん製造
業、脱脂綿製造業
製材業、床板製造業、木材
チップ製造業
合板製造業、集成材製造業

かご製造業、木箱製造業、
酒たる製造業
木材防腐処理業、コルク栓
製造業、木製サンダル製造
業
たんす製造業、金属製家具
製造業
「１３２」宗教用具製造 神仏具製造業、みこし製造
業
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、 陳列ケース製造業、ブライ
装備品製造業
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、ダンボー
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、、ダンボール製造業
「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 セメント袋製造業、ショッ
業
ピングバック製造業
「１４９」その他のパル 紙ひも製造業、セロファン
プ・紙・紙加工品製造業 製造業、紙おむつ製造業
「１５１」印刷業の一部
「１５３」製本業、印刷
物加工業の一部<
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印刷業
製本業

番号

７

設備の種類
新聞業用設備
モノタイプ、写真又は通信
設備
その他の設備
その他の設備

小分類
「１５１」印刷業の一部

左の具体例
新聞印刷業、新聞印刷発行
業

「１５１」印刷業の一部

オフセット印刷業、金属印
刷業
写真製版業、グラビア製版
業、活字製造業
印刷物光沢加工業

「１５２」製版業
「１５３」製本業、印刷
物加工業の一部
「１５９」印刷関連サー
ビス業
８

化学工業用設備
臭素、よう素又は塩素、臭素
若しくはよう素化合物製造設
備
塩化りん製造設備
活性炭製造設備
ゼラチン又はにかわ製造設備
半導体用フォトレジスト製造
設備
フラットパネル用カラーフィ
ルター、偏光板又は偏光板用
フイルム製造設備
その他の設備

校正刷業、刷版研磨業

「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

「１６２」無機化学工業
製品製造業の一部
「１６２」無機化学工業
製品製造業の一部
「１６９」その他の化学
工業の一部
「１６９」その他の化学
工業の一部
「１６９」その他の化学
工業の一部

塩化りん製造業

「１６１」化学肥料製造
業
「１６２」無機化学工業
製品製造業の一部

アンモニア製造業、複合肥
料製造業
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
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
脂肪酸製造業、ペイント製
造業、ろうそく製造業

「１６３」有機化学工業
製品製造業
「１６４」油脂加工製
品・石けん・合成洗剤、
界面活性剤・塗料製造業
「１６５」医薬品製造業

活性炭製造業
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
偏光板用フイルム製造業

内服薬製造業、殺虫剤製造
(農薬を除く。)、ワクチン殺
虫剤製造業
「１６６」化粧品・歯磨・ 香水製造業、頭髪料製造業
その他の化粧用調整品製
造業
「１６９」その他の化学 殺 虫 剤 製 造 業 ( 農 薬 に 限
工業の一部
る。)、天然香料製造業、写
真感光紙製造業
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番号

９

設備の種類
石油製品又は石炭製品製造業用
設備

１０

プラスチック製品製造業用設備
（他の号に掲げるものを除く。)

１１

ゴム製品製造業用設備

１２

なめし革、なめし革製品又は毛
皮製造業用設備

小分類
「１７１」石油精製業
「１７２」潤滑油グリー
ス製造業(石油精製業に
よらないもの)
「１７３」コークス製造
業
「１７４」舗装材料製造
業
「１７９」その他の石油
製品・石炭製品製造業
「１８１」プラスチック
板・棒・管・継手・異形
押出製品製造業
「１８２」プラスチック
フイルム・シート・床材・
合板皮革製造業
「１８３」工業用プラス
チック製品製造業

左の具体例
石油精製業、ガソリン製造
業
潤滑油製造業、グリース製
造業

コークス製造業、半成コー
クス製造業
舗装材料製造業<、アスファ
ァルトブロック製造業
石油コークス製造業、練炭
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
プラスチックフイルム製造
業、プラスチックタイル製
造業、合成皮革加工業
プラスチック製冷蔵庫内装
用品製造業、工業用プラス
チックフ製品加工業
「１８４」発泡・強化プ 軟質ポリウレタンフオーム
ラスチック製品製造業
製造業、強化プラスチック
製容器製造業
「１８５」プラスチック 再生プラスチック製造業、
成形材料製造業(廃プラス 廃プラスチック製品製造業
チックを含む。)
「１８９」その他のプラ プ ラ ス チ ッ ク 製 容 器 製 造
スチック製品製造
業、プラスチック結束テー
プ製造業
「１９１」タイヤ・チュ 自動車タイヤ製造業、自転
ーブ製造業
車タイヤ・チューブ製造業
「１９２」ゴム製・プラ 地下足袋製造業、プラスチ
スチック製履物、同附属 ック製靴製造業、合成皮革
品製造業
製靴製造業
「１９３」ゴムベルト・ 工業用エボナイト製品製造
ゴムホース・工業用ゴム 業、ゴムライニング加工業
製品製造業
「１９９」その他のゴム ゴム引布製製造業、ゴム製
製品製造業
医療用品製造業、更正タイ
ヤ製造業
「２０１」なめし革製造 皮革なめし業、水産革製造
業
業、は虫類革製造業<
「２０２」工業用革製品 革ベルト製造業
製造業(手袋を除く。)
「２０３」革製履物用材 革製製靴材料造業、革製靴
料・同附属品製造業
底製造業
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番号

１２

設備の種類
なめし革、なめし革製品又は毛
皮製造業用設備

小分類
「２０４」革製履物製造業
「２０５」革製手袋製造
業
「２０６」かばん製造業
「２０７」袋物製造業
「２０８」毛皮製造業

１３

窯業又は土石製品製造業用設備

「２０９」その他のなめ
し革製品製造業
「２１１」ガラス・同製
品製造業
「２１２」セメント・同
製品製造設備
「２１３」建設用粘土製
品製造業(陶磁器製を除
く。)
「２１４」陶磁器・同関
連製品製造業

「２１５」耐火物製造業
「２１６」炭素・黒鉛製
品製造業
「２１７」研磨材・同製
品製造業
「２１８」骨材・石工品
等製造業
「２１９」その他の窯
業・土石製品製造業
１４

鉄鋼業用設備
表面処理鋼材若しくは鉄粉製
造業又は鉄スクラップ加工処
理業用設備
純鉄、原鉄、ベースメタル、
フェロアロイ、鉄素形材又は
鋳鉄管製造業用設備

「２２４」表面処理鋼材
製造業の一部
「２２９」その他の鉄鋼
業の一部
「２２１」製鉄業の一部

「２２５」鉄素形材製造
業
「２２９」その他の鉄鋼
業の一部
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左の具体例
革靴製造業、革製サンダル製造業
革製手袋製造業、スポーツ
用革手袋製造業
革製かばん製造業、繊維製
かばん製造業
革製袋物製造業、革製ハン
ドバック製造業
毛皮製造業、毛皮染色・仕
上業
室内用革製品製造業、腕時
計用革バンド製造業
板ガラス製造業、ビール瓶
製造業、ガラス製造業、ガ
ラス製絶縁材料製造業
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
粘土かわら製造業、普通れ
んが製造業
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
耐火れんが製造業、耐火モ
ルタル製造業
炭素電極製造業、炭素棒製
造業
研削用ガーネット製造業、
研磨布製造業
玉石砕石製造業、人工骨材
製造業、けいそう土精製業
焼石こう製造業、ほうろう
鉄器製造業、七宝製品製造
業
亜鉛鉄板製造業、亜鉛めっ
き鋼管製造業
鉄粉製造業、鉄スクラップ
加工処理業
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
機械用銑鉄鋳物製造業、鋳
鋼製造業、鍛鋼製造業
鋳鉄管製造業

番号

１４

設備の種類
その他の設備

小分類
「２２１」製鉄業の一部
「２２２」製綱・製綱圧
延業
「２２３」製綱を行わな
い鋼材製造業(表面処理
鋼材を除く。)
「２２４」表面処理鋼材
製造業の一部
「２２９」その他の鉄鋼
業の一部

１５

非鉄金属製造業用設備
核燃料物質加工設備
その他の設備

「２３９」その他の非鉄
金属製造業の一部
「２３１」非鉄金属第１
次製錬・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。)
「２３３」非鉄金属・同
合金圧延業(抽伸、押出し
を含む。)
「２３４」電線・ケーブ
ル製造業
「２３５」非鉄金属素形
材製造業
「２３９」その他の非鉄
金属製造業の一部

１６

金属製品製造業用設備
金属被覆及び彫刻業又は打は
く及び金属製ネームプレート
製造業用設備

その他の設備

「２４６」金属被覆・彫
刻業、熱処理業(ほうろう
鉄器を除く。)の一部
「２４９」その他の金属
製品製造業の一部
「２４１」ブリキ缶・そ
の他のめっき板等製品製
造業
「２４２」洋食器・刃物・
手道具・金物類製造業
「２４３」暖房装置・配
管工事用附属品製造業
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左の具体例
高炉銑製造業、電気炉銑製造
業
製綱業、圧延鋼材製造業
冷延鋼板製造業、伸鉄製造
業、引抜鋼管製造業、鉄線製
造業
ブリキ製造業

核燃料成形加工業
銅製錬・精製業、電気亜鉛精
製業、貴金属製錬・精製業
鉛再生業、アルミニウム合金
製造業
鋼圧延業、アルミニウム管製
造業
裸電線製造業、光ファイバー
ケーブル製造業
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
非鉄金属シャーリング業

金属製品塗装業、溶融めっき
業、金属彫刻業
金属製ネームプレート製造
業
缶詰用缶製造業、ブリキ缶製
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
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

番号

１６

１７

設備の種類
その他の設備

はん用機械器具(はん用性を有
するもので、他の器具及び備品
並びに機械及び装置に組み込
み、又は取り付けることにより
その用に供されるものをいう。)
製造業用設備(第２０号及び第
２２号に掲げるものを除く。)

小分類
「２４４」建設用・建築
用金属製品製造業(製缶
板金業を含む。)
「２４５」金属素形材製
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
「２４７」金属線製品製
造業(ねじ類を除く。)
「２４８」ボルト・ナッ
ト・リベット・小ねじ・
木ねじ等製造業
「２４９」その他の金属
製品製造業の一部
「２５１」ボイラー・原
動機製造業
「２５２」ポンプ・圧縮
機器製造業
「２５３」一般産業用機
械・装置製造業
「２５９」その他のはん
用機械・同部分品製造業

１８

生産用機械器具(物の生産の用
に供されるものをいう。)製造業
用設備(次号及び第２１号に掲
げるものを除く。)
金属加工機械製造設備
その他の設備

「２６６」金属加工機械
製造業
「２６１」農業用機械製
造業(農業用器具を除く。)
「２６２」建設機械・鉱
山機械製造業
「２６３」繊維機械製造
業
「２６４」生活関連産業
用機械製造業
「２６５」基礎素材産業
用機械製造業
「２６７」半導体・フラ
ットパネルディスプレイ
製造装置製造業
7

左の具体例
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
金属プレス製品製造業、粉末
冶金製品製造業
金属熱処理業

鉄くぎ製造業、ワイヤーチェ
ーン製造業
ボルト・ナット製造業、ビス
製造業
金属製造業、板ばね製造業
工業用ボイラー製造業、蒸気
タービン製造業、はん用ガソ
リン機関製造業
動力ポンプ製造業、圧縮機製
造業、油圧ポンプ製造業
歯車製造業、エレベーター製
造業、コンベヤ製造業、冷凍
機製造業
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

金属工作機械製造業、金属加
工機械製造業
動力耕うん機製造業、脱穀機
製造業、除草機製造業
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
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
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
鋳造装置製造業、化学機械・
同装置製造業
ウェーハ加工装置製造業、液
晶パネル熱処理装置製造業

番号

１８

設備の種類
その他の設備

１９

業務用機械器具(業務用又はサ
ービスの生産の用に供されるも
の(これらのものであって物の
生産の用に供されるものを含
む。)をいう。)製造業用設備(第
１７号、第２１号及び第２３号
に掲げるものを除く。)

２０

電子部品、デバイス又は電子回
路製造業用設備
光デイスク(追記型又は書換
え型のものに限る。)製造設備
プリント配線基板製造設備
フラットパネルディスプレ
イ、半導体集積回路又は半導
体素子製造設備
その他の設備

２１

電気機械器具製造業用設備

小分類
「２６９」その他の生産
用機械・同部分品製造業
「２71」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

左の具体例
金属製品用金型製造業、ロボ
ット製造業
複写機製造業、事務用機械器
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・ ガスメータ製造業、血圧計製
分析機・試験機・測量機 造業、マイクロメータ製造
械器具、理化学機械器具 業、金属材料試験機製造業
製造業
「 ２ 74 」 医 療 用 機 械 器 医科用鋼製器具製造業、人工
具・医療用品製造業
血管製造業、歯科用合金製造
業
「２7５」光学機械器具・ 顕微鏡製造業、写真機製造
レンズ製造業
業、光学レンズ製造業
「２76」武器製造業
けん銃製造業

「２８３」記録メディア
製造業の一部
「２８４」電子回路製造
業の一部
「２８１」電子デバイス
製造業の一部

光ディスク製造業

「２８１」電子デバイス
製造業の一部
「２８２」電子部品製造
業
「２８３」記憶メディア
製造業の一部<
「２８４」電子回路製造
業の一部
「２８５」ユニット部品
製造業
「２８９」その他の電子
部品・デバイス・電子回
路製造業
「２９１」発電用・送電
用・配電用電気機械器具
製造業
「２９２」産業用電気機
械器具通製造業
「２９３」民生用電気機
械器具製造業

マイクロ波管製造業、発光ダ
イオード製造業
抵抗器製造業、スピーカ部品
製造業、スイッチ製造業
ＳＤメモリーカード製造業、
メモリースティック製造業
チップ部品実装基板製造業
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片面・両面・多層リジッドプ
リント配線板製造業
半導体集積回路製造業、トラ
ンジスタ製造業

スイッチング電源製造業、紙
幣識別ユニット製造業
整流器製造業、ダイヤル製造
業
発電機製造業、変圧器製造
業、配電盤製造業
電弧溶接機製造業、スタ－タ
ーモータ製造業
家庭用電気洗濯機製造業、電
気ストーブ製造業

２１

設備の種類
電気機械器具製造業用設備

２２

情報通信機械器具製造業用設備

番号

小分類
「２９４」電球・電気照
明器具製造業
「２９５」電池製造業
「２９６」電子応用装置
製造業
「２９７」電気計測器製
造業
「２９９」その他の電気
機械器具製造業
「３０１」通信機械器
具・同関連機械器具製造
業
「３０２」映像・音響機
械器具製造業
「３０３」電子計算機、
同附属装置製造業

２３

２４

輸送用機械器具製造業用設備

その他の製造業用設備

「３１１」自動車・同附
属品製造業
「３１２」鉄道車両・同
部分品製造業
「３１３」船舶製造・修
理業、舶用機関製造業
「３１４」航空機・同附
属品製造業
「３１５」産業用運搬車
両・同部分品・附属品製
造業
「３１９」その他の輸送
用機械器具製造業
「３２１」貴金属・宝石
製品製造業
「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。)
「３２３」時計・同部分
品製造業
「３２４」楽器製造業
「３２５」がん具・運動
用具製造業
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左の具体例
映写機用ランプ製造業、天井
灯照明器具製造業
蓄電池製造業、乾電池製造業
医療用・歯科用Ｘ線装置製造
業、磁気探知機製造業
電流計製造業、温度自動調節
装置製造業、心電計製造業
電球口金製造業、太陽電池製
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
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
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
自動車製造業、自動車エンジ
ン・同部分品製造業
電車製造業、戸閉装置製造業
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
飛行機製造業、気球製造業
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
自転車製造組立業、車いす製
造組立業
装身具製造業(貴金属・宝石
製のもの)、宝石附属品加工
業
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
時計製造業、電気時計製造業
ピアノ製造業、ギター製造
業、オルゴール製造業
家庭用テレビゲーム機製造
業、人形製造業、スポーツ用

２４

その他の製造業用設備

「３２６」ペン・鉛筆・
絵画用品・その他の事務
用品製造業
「３２７」漆器製造業
「３２８」畳等生活雑貨
製品製造業
「３２９」他に分類され
ない製造業

２５

農業用設備

「０１１」耕種農業

「０１２」畜産農業

２６

林業用設備

「０１３」農業サービス
業(園芸サービス業を除
く。)
「０１４」園芸サービス
業
「０２１」育林業
「０２２」素材生産業
「０２３」特用林産物生
産業(きのこ類の栽培を
除く。)
「０２４」林業サービス
業
「０２９」その他の林業

２７

２８

漁業用設備(次号に掲げるもの
を除く。)
水産養殖業用設備

「０３１」海面漁業
「０３２」内水面漁業
「０４１」海面養殖業
「０４２」内水面養殖業

２９

鉱業、採石業又は砂利採取業用
設備
石油又は天然ガス鉱業用設備
坑井設備
掘さく設備
その他の設備
その他の設備

具製造業
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
漆塗り家具製造業、漆器製造
業
麦わら帽子製造業、扇子、扇
子骨製造業、ブラシ類製造
業、喫煙具製造業
花火製造業、ネオンサイン製
造業、模型製造業、眼鏡製造
業
水稲作農業、野菜作農業、し
いたけ栽培農業、たばこ作農
業
酪農業、肉用牛肥育業、昆虫
類飼育業、養蚕農業、養蜂業
共同選果場、花き共同選別場

造園業
私有林経営業
一般材生産業、パルプ材生産
業
薪伐出製造業、木炭製造業、
松やに採取業
育林請負業、薪請負製造業
狩猟業、昆虫類採捕業、山林
用種苗業
遠洋底びき網漁業、あさり採
取業
河川漁業、湖沼漁業
魚類養殖業、貝類養殖業、藻
類養殖業、真珠養殖業
こい養殖業、すっぽん養殖業

「０５３」原油・天然ガ
ス鉱業

原油鉱業、天然ガス鉱業

「０５１」金属鉱業
「０５２」石炭・亜炭鉱
業

金鉱業、鉄鉱業
石炭鉱業、石炭回収業
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番号

２９

３０

設備の種類
その他の設備

総合工事業用設備

小分類
「０５４」採石業、砂・
砂利・玉石採取業
「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。)
「０５９」その他の鉱業
「０６１」一般土木建築
工事業
「０６２」土木工事業(舗
装工事業を除く。)
「０６３」舗装工事業
「０６４」建築工事業(木
造建築工事業を除く。)
「０６５」木造建築工事
業
「０６６」建築リフォー
ム工事業
「０７１」大工工事業
「０７２」とび・土工・
コンクリート工事業
「０７３」鉄骨・鉄筋工
事業
「０７４」石工、れんが・
タイル・ブロック工事業
「０７５」左官工事業
「０７６」板金・金物工
事業
「０７７」塗装工事業
「０７８」床・内装工事
業
「０７９」その他の職別
工事業
「０８１」電気工事業
「０８２」電気通信・信
号装置工事業
「０８３」管工事業(さく
井工事業を除く。)
「０８４」機械器具設置
工事業
「０８９」その他の設備
工事業
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左の具体例
花こう岩採石業、大理石採石
業、砂採取業
耐火粘土鉱業、ろう石鉱業、
石灰石鉱業

酸性白土鉱業、けいそう土鉱
業、天然氷採取業
一般土木建築工事業
土木工事業、造園工事業、し
ゅんせつ工事業
道路舗装工事業
建築工事請負業、組立鉄筋コ
ンクリート造建築工事業
木造住宅建築工事業
住宅リフォーム工事業
大工工事業、型枠大工工事業
とび工事業、土工工事業、特
殊コンクリート基礎工事業
鉄骨工事業、鉄筋工事業
石工工事業、れんが工事業、
コンクリートブロック工事
業
左官業、漆くい工事業
鉄板屋根ふき業、板金工事
業、建築金物工事業
塗装工事業、道路標示・区画
線工事業
床張工事業、壁紙工事業
ガラス工事業、金属製建具取
付業、防水工事業
電気設備工事業、電気配線工
事業
電気通信工事業、有線テレビ
ジョン放送設備装置工事業
一般管工事業、給排水設備工
事業
機械器具設置工事業、昇降設
備工事業
築炉工事業、さく井工事業

番号

３１

３２

３３
３４

設備の種類
電気業用設備
電気業用水力発電設備
その他の水力発電設備
汽力発電設備
内燃力又はガスタービン発電
設備
送電又は電気業用変電若しく
は配電設備
需要者用計器
柱上変圧器
その他の設備
鉄道又は軌道業用
変電設備
その他の設備
主として金属製のもの
その他もの
ガス業用設備
製造用設備
供給用設備
鋳鉄製導管
鋳鉄製導管以外の導管
需要者用計量器
その他の設備
その他の設備
主として金属製のもの
その他のもの
熱供給業用設備
水道業用設備

小分類
「３３１」電気業

左の具体例
水力発電所、火力発電所、変
電所

「３４１」ガス業

ガス製造工場、ガス供給所、
ガス整圧所

「３５１」熱供給業
「３６１」上水道業
「３６２」工業用水道業

地域暖冷房業、蒸気供給業
上水道業、水道用水供給事業
工業用水道業、工業用水浄水
場
下水道処理施設維持管理業、
下水道管路施設維持管理業
インターネット・サービス・
プロバイダ
携帯電話業、無線呼出し業

「３６３」下水道業
３５

通信業用設備

３６

放送業用設備

３７

映像、音声又は文字情報制作業
用設備

「３７１」固定電気通信
業
「３７２」移動電気通信
業
「３７３」電気通信に附
帯するサービス業
「３８２」民間放送業(有
線放送業を除く。)
「３８３」有線放送業
「４１１」映像情報制
作・配給業
「４１２」音声情報制作
業
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電気通信業務受託会社、移動
無線センター
テレビジョン放送事業者、ラ
ジオ放送事業者
有線テレビジョン放送業、有
線ラジオ放送業
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
レコード会社、ラジオ番組制
作業

番号

３７

設備の種類
映像、音声又は文字情報制作業
用設備

小分類
「４１３」新聞業
「４１４」出版業
「４１５」広告制作業

３８

３９

４０

４１

鉄道業用設備
自動改札装置
その他の設備
道路貨物運送業用設備

倉庫業用設備

運輸に附帯するサービス業用設
備

「４１６」映像・音声・
文字情報制作に附帯する
サービス業
「４２１」鉄道業

「４４１」一般貨物自動
車運送業
「４４２」特定貨物自動
車運送業
「４４３」貨物軽自動車
運送業
「４４４」集配利用運送
業
「４４９」その他の道路
貨物運送業
「４７１」倉庫業(冷蔵倉
庫業を除く。)
「４７２」冷蔵倉庫業
「４８１」港湾運送業
「４８２」貨物運送取扱
業(集配利用運送業を除
く。)
「４８３」運送代理店
「４８４」こん包業

飲食料品卸売業用設備

４３

建築材料、鉱物又は金属材料等
卸売業用設備
石油又は液化石油ガス卸売用
設備(貯そうを除く。)
その他の設備

４３

鉄道事業者、モノレール鉄道
業、ケーブルカー業、リフト
業
一般貨物自動車運送業
特定貨物自動車運送業
貨物軽自動車運送業
集配利用運送業(第二種利用
運送業)
自転車貨物運送業
普通倉庫業、水面木材倉庫業
冷蔵倉庫業
一般港湾運送業、はしけ運送
業
利用運送業(第一種利用運送
業)、運送取次業

「４８９」その他の運輸
に附帯するサービス業
「５２１」農畜産物・水
産物卸売業
「５２２」食料・飲料卸
売業

海運代理店、航空運送代理店
荷造業、貨物こん包業、組立
こん包業
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
海運仲立業、検数業、検量業、
サルベージ業
米穀卸売業、青物卸売業、精
肉卸売業、原毛皮卸売業
砂糖卸売業、乾物問屋、清涼
飲料卸売業

「５３３」石油・鉱物卸
売業の一部
「５３１」建築材料卸売
業

石油卸売業、液化石油ガス卸
売業
木材卸売業、セメント卸売
業、板ガラス卸売業

「４８５」運輸施設提供
業

４２

左の具体例
新聞社、新聞発行業
書籍出版・印刷出版業、パン
フレット出版・印刷出版業
広告制作業、広告制作プロダ
クション
ニュース供給業、映画フイル
ム現像業
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番号

４３

４４

４５

設備の種類
その他の設備

飲食料品小売業用設備

その他の小売業用設備
ガソリン又は液化石油ガスス
タンド設備
その他の設備
主として金属製のもの
その他のもの

小分類
「５３２」化学製品卸売
業
「５３３」石油・鉱物卸
売業の一部
「５３４」鉄鋼製品卸売
業
「５３５」非鉄金属卸売
業
「５３６」再生資源卸売
業
「５８１」各種食料品小
売業
「５８２」野菜・果実小
売業
「５８３」食肉小売業
「５８４」鮮魚小売業
「５８５」酒小売業
「５８６」菓子・パン小
売業
「５８９」その他の飲食
料品小売業

左の具体例
塗料卸売業、プラスチック卸
売業、工業薬品卸売業
石炭卸売業、鉄鉱卸売業

「６０５」燃料小売業の
一部
「６０１」家具・建具・
畳小売業
「６０２」じゅう器小売
業
「６０３」医薬品・化粧
品小売業
「６０４」農耕用品小売
業
「６０５」燃料小売業の
一部
「６０６」書籍・文房具
小売業
「６０７」スポーツ用
品・がん具・娯楽用品・
楽器小売業
「６０８」写真機・時計・
眼鏡小売業
「６０９」他に分類され
ない小売業

ガソリンスタンド、液化石油
ガススタンド
家具小売業、建具小売業、畳
小売業
金物店、漆器小売業
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銑鉄卸売業、鋼板卸売業
銅地金卸売業、アルミニウム
板卸売業
空缶問屋、鉄スクラップ問
屋、製紙原料古紙問屋
各種食料品店、食料雑貨店
八百屋、果物屋
肉屋、肉製品小売業
魚屋
酒屋
洋菓子小売業、パン小売業
コンビニエンスストア・コー
ヒー小売業、豆腐小売業

ドラックストア、化粧品店
農業用機械器具小売業、種苗
小売業、飼料小売業
プロパンガス小売業
書店、新聞販売店
運動具小売業、おもちゃ屋、
洋楽器小売業
写真機小売業、時計屋、眼鏡
小売業
ホームセンター、花屋、宝石
小売業

番号

４６

設備の種類
技術サービス業用設備(他の号
に掲げるものを除く。)
計量証明業用設備
その他の設備

４７

宿泊業用設備

４８

飲食店業用設備

４９

５０

洗濯業、理容業、美容業又は浴
場業用設備

その他の生活関連サービス業用
設備

小分類

左の具体例

「７４５」計量証明業
「７４２」土木建築サー
ビス業
「７４３」機械設計業
「７４４」商品・非破壊
検査業
「７４６」写真業
「７４９」その他の技術
サービス業
「７５１」旅館・ホテル
「７５２」簡易宿所
「７５９」その他の宿泊
業
「７６１」食堂、レスト
ラン(専門料理店を除く。)
「７６２」専門料理店

質量計量証明業
設計監理業、測量業、地質調
査業
機械設計業、機械設計製図業
商品検査業、非破壊検査業

「７６３」そば・うどん
店
「７６４」すし店
「７６５」酒場、ビヤホ
ール
「７６６」バー、キャバ
レー、ナイトクラブ
「７６７」喫茶店
「７６９」その他の飲食
店
「７７１」持ち帰り飲食
サービス業
「７７２」配達飲食サー
ビス業
「７８１」洗濯業
「７８２」理容業
「７８３」美容業
「７８４」一般公衆浴場
業
「７８５」その他の公衆
浴場業
「７８９」その他の洗
濯・理容・美容・浴場業
「７９１」旅行業
「７９３」衣服裁縫修理
業
「７９４」物品預り業
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写真撮影業、商業写真業
プラントエンジニアリング
業、プラントメンテナンス業
シティホテル、民宿
簡易宿泊所、カプセルホテル
リゾートクラブ、キャンプ場
食堂、ファミリーレストラン
てんぷら料理店、中華料理
店、焼肉店、西洋料理店
そば屋、うどん店
すし屋
大衆酒場、焼鳥屋
バー、スナックバー
喫茶店
ハンバーガー店、お好み焼
店、ドーナツ店
持ち帰りすし店、持ち帰り弁
当屋
宅配ピザ屋、仕出し料理・弁
当屋、飲食センター
クリーニング業、リネンサプ
ライ業
理容店
美容室、ビーティサロン
銭湯業
温泉浴場業、スパ業、スーパ
ー銭湯
洗張業、エステティックサロ
ン、コインランドリー業
旅行業
衣服修理業
自転車預り業

番号

５０

５１

設備の種類
その他の生活関連サービス業用
設備

娯楽業用設備
映画館又は劇場用設備

遊園地用設備
ボーリング場用設備
その他の設備
主として金属製のもの
その他のもの

小分類
「７９５」火葬・墓地管
理業
「７９６」冠婚葬祭業
「７９９」他に分類され
ない生活関連サービス業
「８０１」映画館
「８０２」興行場、興行
団の一部
「８０５」公園、遊園地
の一部
「８０４」スポーツ施設
提供業の一部
「８０２」興行場、興行
団の一部
「８０４」スポーツ施設
提供業の一部

「８０５」公園、遊園地
の一部
「８０６」遊戯場
「８０９」その他の娯楽
業
５２

教育業(学校教育業を除く。)又は
学習支援業用設備
教習用運転シミュレータ設備

その他の設備
主として金属製のもの
その他のもの

５３
５４
５５

自動車整備業用設備
その他のサービス業用設備
前掲の機械及び装置以外のもの
並びに前掲の区分
機械式駐車設備
その他の設備
主として金属製のもの
その他のもの

「８２９」他に分類され
ない教育、学習支援業の
一部
「８２１」社会教育
「８２３」学習塾
「８２４」教養・技能教
授業
「８２９」他に分類され
ない教育、学習支援業の
一部
「８９１」自動車整備業
「９５２」と畜場
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左の具体例
火葬業
葬儀屋、結婚式場業
写真現像、焼付業、ペット美
容室
映画館
劇場
遊園地、テーマパーク
ボウリング場
寄席、曲芸、軽業興行場、ボ
クシングジム
スケートリング、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
公園、庭園
ゲームセンター
マリナー業、カラオケボック
ス、釣堀業

自動車教習所

天文博物館、動物園、水族館
学習塾
スイミングスクール、ゴルフ
スクール
料理学校

自動車整備業、自動車修理業
と畜請負業

