
ｺｰﾄﾞ番号 名称 ｺｰﾄﾞ番号 名称

091 畜産食料品製造業 0911 部分肉・冷凍肉製造業 ●部分肉、ブロック肉、冷凍食肉を製造

0912 肉加工品製造業
●ソーセージ、ハム、ベーコンなどの肉製品
（肉缶詰含む）を製造

0913
処理牛乳・乳飲料製造
業

●処理牛乳（牛乳、粉乳、練乳など）、乳飲
料、乳酸菌飲料を製造

0914
乳製品製造業（処理牛
乳，乳飲料を除く）

●バター、チーズ、クリーム、アイスクリーム
などの乳製品を製造

0919
その他の畜産食料品製
造業

●他に分類されない畜産食料品（加工卵、乾燥
卵、液卵、はちみつ、食鳥処理など）を製造

092 水産食料品製造業 0921 水産缶詰・瓶詰製造業
●魚介類、海草類を原料とした水産缶詰・瓶詰
を製造

0922 海藻加工業 ●海藻を原料として海藻加工品を製造

0923 水産練製品製造業
●水産練製品（蒲鉾、焼きちくわ、揚げ蒲鉾）
及び魚介類（鯨含む）を原料として魚肉ハム・
ソーセージを製造

0924 塩干・塩蔵品製造業 ●塩干魚介類、塩蔵魚介類を製造

0925 冷凍水産物製造業 ●水産物（鯨含む）を原料として冷凍品を製造

0926 冷凍水産食品製造業

●水産物（鯨含む）を原料として前処理を施し
冷凍水産食品を製造
●水産物（鯨含む）を原料として冷凍調理品を
製造

0929
その他の水産食料品製
造業

●他に分類されない水産食料品
：素干し魚介、煮干魚介、くん製魚介、節類、
塩辛、水産佃煮、水産漬物など

093
野菜缶詰・果実缶詰・
農産保存食料品製造業

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）

●果実及び野菜を原料として保存食料品（缶
詰、瓶詰、つぼ詰を含む）を製造（水煮、ジャ
ム、果実・野菜のジュース原液、乾燥野菜・果
実ほか）

0932 野菜漬物製造業 ●果実及び野菜を原料として漬物を製造

094 調味料製造業 0941 味そ製造業 ●味噌の製造、醸造

0942 しょう油・食用アミノ
酸製造業

●醤油の製造、醸造

0943 ソース製造業
●ソース、トマトソース、トマトケチャップ、
マヨネーズを製造

0944 食酢製造業 ●食酢の製造、醸造

0949 その他の調味料製造業
●他に分類されない調味料を製造（カレー粉、
唐辛子粉、わさび粉、こしょう粉、うまみ調味
料　他）

095 糖類製造業 0951 砂糖製造業
●国内産の甘味資源作物を原料として砂糖を製
造（甘しゃ、てん菜）

0952 砂糖精製業
●購入した粗糖を精製して砂糖を製造（氷砂
糖、角砂糖、糖みつ）

0953
ぶどう糖、水あめ、異
性化糖製造業

●ぶどう糖、水あめ、異性化糖を製造

096 精穀・製粉業 0961 精米・精麦業 ●米穀のとう精、大麦・裸麦の精穀

0962 小麦粉製造業 ●小麦粉を製造

0969 その他の精穀・製粉業
●穀粉を製造（米粉、大豆粉、そば粉、とうも
ろこし粉、その他の穀粉）
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097 パン・菓子製造業 0971 パン製造業 ●パン類（食パン、菓子パン）を製造

0972 生菓子製造業
●ケーキ、ドーナツ、パイなどの洋菓子及び、
羊羹、まんじゅうなどの和菓子を製造

0973
ビスケット類・干菓子
製造業

●ビスケット、クラッカーなどを製造（ビス
ケット、干菓子、クラッカー、乾パン、小麦・
澱粉を原料としたせんべい））

0974 米菓製造業 ●米を原料としてあられ、せんべいなどを製造

0979
その他のパン・菓子製
造業

●他に分類されないパン・菓子を製造（キャン
ディー、チョコレート、かりんとう、砂糖漬
け、氷菓、チューインガム　他）

098 動植物油脂製造業 0981
動植物油脂製造業（食
用油脂加工業を除く）

●圧搾・抽出により動植油及び副産物（ミー
ル）並びに動物の油脂、骨、肉からグリース、
タローを製造
●圧搾・抽出により大豆油、菜種油、米油、綿
実油、など植物油及び副産物（油かす）を製造

0982 食用油脂加工業
●購入した動植物油脂を更に加工してマーガリ
ン、ショートニング、ラードなどを製造

099 その他の食料品製造業 0991 でんぷん製造業
●かんしょ、馬鈴薯、穀類からでん粉を製造
（コーンスターチ製造）

0992 めん類製造業 ●うどん、そうめん、そば、マカロニなどを製
造

0993 豆腐・油揚製造業
●大豆を原料として豆腐、油揚げ又はしみ豆腐
を製造

0994 あん類製造業
●小豆、その他豆類を原料として生あん、練あ
ん、乾燥あんを製造

0995 冷凍調理食品製造業

●野菜、水産物、食肉を原料として調理食品を
製造し、急速冷凍を行って凍結状態のまま包装
した冷凍調理食品を製造

0996 そう（惣）菜製造業
●野菜、水産物、食肉、穀類を原料とし、煮
物、焼き物、揚げ物、炒め物、蒸し物、和え物
等を製造

0997 すし・弁当・調理パン
製造業

●すし、弁当、調理パン等の調理食品を製造

0998 レトルト食品製造業 ●レトルト食品を製造

0999
他に分類されない食料
品製造業

●他に分類されない各種食料品を製造（納豆、
こんにゃく、焼麩、もち、なめ味そ、パン粉、
カット野菜　他）

101 清涼飲料製造業 1011
清涼飲料製造業
※小分類と同

●アルコールを含まない飲料（サイダー、炭酸
水、ジュース、シロップ、茶系飲料、コーヒー
飲料など）

102 酒類製造業 1021 果実酒製造業 ●ぶどう、りんごなどの果実から果実酒を製造

1022 ビール類製造業 ●ビール及び発泡酒を製造

1023 清酒製造業 ●清酒を製造

1024 蒸留酒・混成酒製造業
●他に分類されない酒類を製造（焼酎、ウイス
キー、ブランデー、みりん、白酒、リキュー
ル、薬味酒、梅酒など）

103
茶・コーヒー製造業(清
涼飲料を除く）

1031 製茶業
●購入した生茶葉又は荒茶を主原料として荒茶
又は仕上げ茶を製造（緑茶、紅茶）

1032 コーヒー製造業 ●コーヒー生豆をほうせん（焙煎）、粉砕し
コーヒー又はインスタントコーヒーを製造
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521 農畜産物・水産物卸売 5211 米麦卸売業 ●米、麦の卸売

5212 雑穀卸売業
●雑穀、大豆、落花生、豆類（乾燥）、小麦
粉、穀粉、でん粉の卸売

5213 野菜卸売業 ●青物、野菜の卸売、青物市場仲買業

5214 果実卸売業 ●果実、木の実の卸売、果物市場仲買業

5215 食肉卸売業 ●精肉、牛肉、豚肉、馬肉、獣肉、冷凍肉、鳥
肉、畜産副産物（臓器、舌など）の卸売

5216 生鮮魚介卸売業 ●鮮魚、貝類、川魚、冷凍魚の卸売

5219
その他の農畜産物・水
産物卸売業

●原皮、原毛皮、原羽毛、種実（製油用）、家
畜、家きん、卵、はちみつ、わら、生のりの卸
売

522 食料・飲料卸売業 5821
砂糖・味そ・しょう油
卸売業

●砂糖問屋：砂糖、角砂糖、粉糖、氷砂糖、異
性化糖、味そ、しょう油、たまりの卸売

5822 酒類卸売業 ●酒問屋：日本酒、洋酒、果実酒、みりんの卸
売

5823 乾物卸売業

●乾物問屋：乾物、塩干魚、乾燥卵、燻卵、冷
凍液卵、粉卵、干しのり、干し海藻、こんぶ、
干しきのこ、こんにゃく、乾燥野菜、かんぴょ
う、香辛料、高野豆腐、寒天、麩の卸売

5824 菓子・パン卸売業

●菓子、和菓子、干菓子、駄菓子、甘納豆、パ
ン類、ビスケット、あめ、あん、水あめ、キャ
ンデー、ピーナッツの卸売

5825 飲料卸売業

●清涼飲料、シロップ、果汁、ミネラルウォー
ター、炭酸水、コーヒー飲料、果汁飲料、茶類
飲料、乳酸菌飲料の卸売

5826 茶類卸売業

●茶、はま茶、こぶ茶、紅茶、ハブ茶、麦茶、
コーヒー、ココア、中国茶の卸売

5827 牛乳・乳製品卸売業
●酪農製品（牛乳、バター、チーズ、練乳、粉
乳など）、アイスクリームの卸売

5829
その他の食料・飲料卸
売業

●水産練製品（かまぼこ、はんぺん、ちくわな
ど）、おでん材料、うどん・そば・中華そば、
乾麺、納豆、アイスキャンデー、ソース、ベー
キングパウダー、塩蔵肉、塩蔵魚、くん製品、
ハム・ベーコン・ソーセージ、食用油、豆腐、
塩、酢、加工豆（煮豆・納豆など）、冷凍調理
食品、レトルト食品、缶詰食品、瓶詰め食品な
どの卸売

■ 日本標準産業分類（H19改訂版）一覧（抜粋）

【 食品卸売業 】

小分類
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581 各種食料品小売業 5611 百貨店、総合スーパー

●百貨店・デパート（従業員常時50人以
上）、総合スーパー（従業員常時50人以上）
※本来は、小分類の「百貨店、総合スーパー」

5811 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 5821 野菜小売業 ●八百屋

5822 果実小売業 ●果物屋

583 食肉小売業 5831 食肉小売業（卵、鳥肉
を除く）

●肉屋：獣肉、塩蔵肉、冷凍肉、肉製品、魚肉
ハム・ソーセージを小売

5832 卵、鳥肉小売業 ●卵、鳥肉を小売

584 鮮魚小売業 5841 鮮魚小売業
●魚屋：鮮魚、貝類、かき、川魚、食用カエ
ル、冷凍魚、海藻を小売

585 酒小売業 5851 酒小売業 ●酒屋

586 菓子・パン小売業 5861
菓子小売業（製造小
売）

●洋菓子、和菓子、干菓子、駄菓子、せんべ
い、あめ、ケーキ、まんじゅう、もち、焼き
芋、アイスクリーム・キャンデー、ドーナッツ
を小売

5862 菓子小売業（製造小売
でないもの）

●上記の製造小売でないもの

5863 パン小売業（製造小
売）

●パンの小売

5864 パン小売業（製造小売
でないもの）

●上記の製造小売でないもの

589
その他の飲食料品小売
業

5891
コンビニエンスストア
（飲食料品を中心とす
るものに限る）

●コンビニエンスストア

5892 牛乳小売業 ●牛乳の小売

5893 飲料小売業
●清涼飲料、、ミネラルウォーター、果汁飲
料、茶飲料、乳酸菌飲料の小売

5894 茶類小売業
●茶、こぶ茶、コーヒー、ココア、豆茶、麦
茶、紅茶の小売

5895 料理品小売業

●惣菜、揚げ物、駅弁売店、他から仕入又は作
り置きの調理パン・おにぎり・ハンバーガー・
ピザ・持ち帰り弁当、煮豆の小売

5896 米穀類小売業 ●米麦、雑穀、豆類の小売

5897
豆腐・かまぼこ等加工
食品小売業

●豆腐、こんにゃく、納豆、漬物、佃煮、かま
ぼこ、ちくわ、おでん材料などの小売

5898 乾物小売業
●乾物屋：干魚、かんぴょう、麩、乾燥野菜、
乾燥果実、高野豆腐、干しのり、くん製品、海
藻海藻などの小売

0999
他に分類されない飲食
料品小売業

●他に分類されない飲食料品を小売：乾麺類、
インスタントラーメン、缶詰、夕食材料配達、
乳製品、調味料、しょう油、食酢、ソース、香
辛料、七味とうがらしなどを小売

【 食品小売業 】

小分類
詳　細細分類
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76
飲食店
※中分類

76
飲食店
※中分類

●食堂・レストラン、専門料理店（料亭、中
華、ラーメン、焼肉、その他専門）、そば・う
どん、寿司店、酒場・ビアホール、バー・キャ
バレー、その他の飲食店

771
持ち帰り・配達飲食
サービス業

7711
持ち帰り飲食サービス
業

●持ち帰りのすし店、弁当屋、クレープ屋、移
動販売（調理を行うもの）※他から仕入れたも
の及び作り置きのものは除く

7712 配達飲食サービス業

●宅配ピザ屋、仕出し料理、デリバリー専門
店、ケータリングサービス店、給食センター、
病院・施設給食業、配食サービス

4521
沿海旅客海運業
※細分類

4521
沿海旅客海運業 ●国内旅客定期航路業、国内旅客不定期航路

業、自動車航送業

453 内陸水運業 4531 港湾旅客海運業
●通船業、港湾内遊覧船業

4532 河川水運業
●河川水運業、河川渡船業、河川遊覧船業

4533 湖沼水運業
●湖沼水運業、湖沼渡船業、湖沼遊覧船業

7962
結婚式場業
※細分類

7962 結婚式場業
●結婚式場業

751
旅館業（旅館・ホテ
ル）

7511 旅館・ホテル
●シティホテル、観光ホテル、ビジネスホテ
ル、駅前旅館、割烹旅館、民宿

■ 日本標準産業分類（H19改訂版）一覧（抜粋）

【 外食産業 】

小分類
詳　細細分類

参考資料 2

- 5 -




