
大分類Ｉ－卸売業，小売業 

 

総 説 

 

この大分類には，原則として，有体的商品を購入して販売する事業所が分類される。 

なお，販売業務に附随して行う軽度の加工（簡易包装，洗浄，選別等），取付修理は本分

類に含まれる。 

 

卸 売 業 

1. 卸売業とは，主として次の業務を行う事業所をいう。 

(1) 小売業又は他の卸売業に商品を販売するもの。 

(2) 建設業，製造業，運輸業，飲食店，宿泊業，病院，学校，官公庁等の産業用使用者

に商品を大量又は多額に販売するもの。 

(3) 主として業務用に使用される商品｛事務用機械及び家具，病院，美容院，レストラ

ン，ホテルなどの設備，産業用機械（農業用器具を除く），建設材料（木材，セメント，

板ガラス，かわらなど）など｝を販売するもの。 

(4) 製造業の会社が別の場所に経営している自己製品の卸売事業所（主として統括的管

理的事務を行っている事業所を除く） 

(5) 他の事業所のために商品の売買の代理行為を行い，又は仲立人として商品の売買の

あっせんをするもの。 

2. 事業所の業態による分類 

本分類に含まれる事業所の主な業態は次のとおりである。 

(1) 卸売業（卸売商，産業用大口配給業，卸売を主とする商事会社，買継商，仲買人，

農産物集荷業，製造業の会社の販売事務所，貿易商など） 

(2) 製造問屋（自らは製造を行わないで，自己の所有に属する原材料を下請工場などに

支給して製品をつくらせ，これを自己の名称で卸売するもの） 

(3) 代理商，仲立業（エイジェント，ブローカー，コミッションマーチャント） 

中分類 50～55 に掲げる卸売業は，主として商品の仕入販売などの業務を行う事業所で

ある。 

細分類 5598 に掲げる代理商，仲立業は主として手数料を得て他の事業所のために商品

の売買の代理又は仲立を行うものである。このような事業所は商品の所有権を持たず，

また，価格の設定，商品の保管，輸送などの業務を一般に行わないものである。 

3. 業務の種類による分類 

中分類 50～55 に掲げる卸売業は，販売される主要商品によって業種別に分類される。 



（注）製造小売（小売業 2.(2)参照）に対して製造卸という言葉が一般に使用されてい

るが，これは製造業者の卸売をいうのであるから，ここでいう仕入卸とは厳格に区

分されなければならない。 

 

小 売 業 

1. 小売業とは，主として次の業務を行う事業所をいう。 

(1) 個人用又は家庭用消費のために商品を販売するもの 

(2) 産業用使用者に少量又は少額に商品を販売するもの 

小売業は普通その取り扱う主要商品によって分類される場合と，洋品雑貨店，小間物店，

荒物店などのように通常の呼称によって分類される場合とがある。 

2. 次に掲げるものは小売業として分類されるので注意しなければならない。 

(1) 商品を販売し，かつ，同種商品の修理を行う事業所は大分類Ｉ－卸売業，小売業に

分類される。 

なお，修理を専業としている事業所は大分類Ｒ－サービス業（他に分類されないも

の）［89，90］に分類される。修理のために部分品などを取替えても販売とはみなさな

い。 

(2) 製造小売業 

製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売するいわゆる製造小売業

（菓子屋，パン屋などにこの例が多い）は製造業とせず，小売業に分類される。 

(3) ガソリンスタンドは小売業に分類される。 

(4) 行商，旅商，露天商など 

これらは一定の事業所を持たないもの，また，恒久的な事業所を持たないものが多

いが，その業務の性格上小売業に分類される。 

(5) 官公庁，会社，工場，団体，劇場，遊園地などの中にある売店で当該事業所の経営

に係るものはその事業所に含めるが，その売店が当該事業所以外のものによって経営

される場合には別の独立した事業所として小売業に分類される。 



中分類５０－各種商品卸売業 

 

総 説 

 

この中分類には，主として各種商品の仕入卸売を行う事業所が分類される。 

中分類 51－繊維・衣服等卸売業，52－飲食料品卸売業，53－建築材料，鉱物・金属材料

等卸売業，54－機械器具卸売業，55－その他の卸売業（ただし，細分類 5598－代理商，仲

立業を除く）のうち複数の中分類にわたり，かつ，小分類３項目以上にわたる商品の仕入

卸売を行う事業所で，その性格上いずれが主たる事業であるかを判別することができない

事業所をいう。 

 

小分類 細分類 

番 号 番 号 

 

500  管理，補助的経済活動を行う事業所（50 各種商品卸売業） 

5000 主として管理事務を行う本社等 

主として各種商品卸売業の事業所を統括する本社等として，自企業の

経営を推進するための組織全体の管理統括業務，人事・人材育成，総務，

財務・経理，法務，知的財産管理，企画，広報・宣伝，調査・研究開発，

生産・プロジェクト管理，不動産管理，情報システム管理，保有資機材

の管理，役務・資材調達等の現業以外の業務を行う事業所をいう。 

○管理事務を行う本社・本所・本店・支社・支所 

 

5008 自 家 用 倉 庫 

各種商品卸売業において，自企業の物品等を保管する事業所をいう。 

○自家用倉庫 

 

5009 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

主として各種商品卸売業における活動を促進するため，同一企業の他

事業所において，輸送，清掃，修理・整備，保安等の支援業務を提供す

る事業所をいう。 

○自家用車庫；自家用修理工場 

 

501  各種商品卸売業 



5011 各種商品卸売業（従業者が常時 100 人以上のもの） 

中分類 51－繊維・衣服等卸売業，52－飲食料品卸売業，53－建築材料，

鉱物・金属材料等卸売業，54－機械器具卸売業，55－その他の卸売業（た

だし，細分類 5598－代理商，仲立業を除く）のうち複数の中分類にわた

り，かつ，小分類３項目以上にわたる商品の仕入卸売を行う事業所で，

その性格上いずれが主たる事業であるかを判別することができない事業

所であって，従業者が常時 100 人以上のものをいう。 

○総合商社（従業者が常時 100 人以上のもの）；各種商品卸売業（従業者が常時 100

人以上のもの）；貿易商社（各種商品を取り扱う事業所で従業者が常時 100 人以上の

もの） 

 

5019 その他の各種商品卸売業 

中分類 51－繊維・衣服等卸売業，52－飲食料品卸売業，53－建築材料，

鉱物・金属材料等卸売業，54－機械器具卸売業，55－その他の卸売業（た

だし，細分類 5598－代理商，仲立業を除く）のうち複数の中分類にわた

り，かつ，小分類３項目以上にわたる商品の仕入卸売を行う事業所で，

その性格上いずれが主たる事業であるかを判別することができない事業

所であって，従業者が常時 100 人未満のものをいう。 

○総合商社（従業者が常時 100 人未満のもの）；各種商品卸売業（従業者が常時 100

人未満のもの）；貿易商社（各種商品を取り扱う事業所で従業者が常時 100 人未満の

もの） 



中分類５１－繊維・衣服等卸売業 

 

総 説 

 

この中分類には，主として繊維品及び衣服・身の回り品を仕入卸売する事業所が分類さ

れる。 

 

小分類 細分類 

番 号 番 号 

 

510  管理，補助的経済活動を行う事業所（51 繊維・衣服等卸売業） 

5100 主として管理事務を行う本社等 

主として繊維・衣服等卸売業の事業所を統括する本社等として，自企

業の経営を推進するための組織全体の管理統括業務，人事・人材育成，

総務，財務・経理，法務，知的財産管理，企画，広報・宣伝，調査・研

究開発，生産・プロジェクト管理，不動産管理，情報システム管理，保

有資機材の管理，役務・資材調達等の現業以外の業務を行う事業所をい

う。 

○管理事務を行う本社・本所・本店・支社・支所 

 

5108 自 家 用 倉 庫 

繊維・衣服等卸売業において，自企業の物品等を保管する事業所をい

う。 

○自家用倉庫 

 

5109 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

主として繊維・衣服等卸売業における活動を促進するため，同一企業

の他事業所において，輸送，清掃，修理・整備，保安等の支援業務を提

供する事業所をいう。 

○自家用車庫 

 

511  繊維品卸売業（衣服，身の回り品を除く） 

5111 繊維原料卸売業 

主として繊維原料を卸売する事業所をいう。 



○生糸卸売業；生糸問屋；生糸輸出商；野蚕糸卸売業（天蚕糸，さく蚕糸など）；副

蚕糸卸売業；繭卸売業；野繭卸売業（天蚕，さく蚕など）；綿花卸売業；麻類卸売業；

原毛卸売業；獣毛卸売業；化学繊維卸売業；レーヨンパルプ卸売業；羊毛卸売業 

×ガラス繊維卸売業［5599］；製紙用パルプ卸売業［5599］ 

 

5112 糸 卸 売 業 

主として織物用の糸を卸売する事業所をいう。 

○綿糸卸売業（織物用）；人絹糸卸売業（織物用）；スフ糸卸売業（織物用）；合成繊

維糸卸売業（織物用）；毛糸卸売業（織物用）；絹糸卸売業（織物用）；麻糸卸売業（織

物用）；特和紡糸卸売業（織物用） 

×縫糸卸売業［5139］；刺しゅう糸卸売業［5139］；組ひも卸売業［5139］；生糸卸売

業［5111］；手編毛糸卸売業［5139］ 

 

5113 織 物 卸 売 業（室内装飾繊維品を除く） 

主として織物を卸売する事業所をいう。 

○綿・スフ織物卸売業；絹・人絹織物卸売業；毛織物卸売業；合成繊維織物卸売業；

化繊布卸売業；和紡織物卸売業；フェルト地卸売業；ニット生地卸売業；反物卸売

業；麻織物卸売業；ふとん地卸売業 

×カーテン卸売業［5514］；じゅうたん卸売業［5514］；カーペット卸売業［5514］ 

 

512  衣 服 卸 売 業 

5121 男子服卸売業 

主として既製の背広服，学生服，オーバーコートなどの男子服を卸売

する事業所をいう。 

○洋服卸売業（婦人・子供用を除く）；オーバーコート卸売業（婦人・子供用を除く）；

レインコート卸売業（婦人・子供用を除く）；学生服卸売業（婦人・子供用を除く）；

作業服卸売業（婦人用を除く）；白衣卸売業（婦人用を除く）；ズボン卸売業（婦人・

子供用を除く） 

 

5122 婦人・子供服卸売業 

主として既製の婦人・子供服を卸売する事業所をいう。 

○婦人服卸売業；子供服卸売業；レインコート卸売業（婦人・子供用）；婦人用事務

服卸売業；毛皮コート卸売業（婦人・子供用）；スカート卸売業；白衣卸売業（婦人

用）；ベビー服卸売業 

 

5123 下着類卸売業 



主として下着類（和装用下着を除く）を卸売する事業所をいう。 

○下着類卸売業（パンツ，ズボン下，スリップ，ショーツなどを含む）；シャツ卸売

業；ニットシャツ卸売業；ワイシャツ卸売業；ブラジャー卸売業 

×靴下卸売業［5139］；和装用下着卸売業［5129］；コルセット卸売業（医療用）［5522］；

ガーター卸売業［5139］ 

 

5129 その他の衣服卸売業 

主としてその他の衣服を卸売する事業所をいう。 

○和服卸売業；和装用下着卸売業；印半てん卸売業；半てん卸売業 

×運動衣卸売業（野球用ユニホーム，剣道着，柔道着など）［5593］ 

 

513  身の回り品卸売業 

5131 寝具類卸売業 

主として寝具類を卸売する事業所をいう。 

○パジャマ卸売業；毛布卸売業；ふとん卸売業；蚊帳卸売業；敷布卸売業；ふとん

綿卸売業；丹前卸売業；座ぶとん卸売業；マットレス卸売業；ナイトガウン卸売業 

×ベッド卸売業［5511］；ふとん地卸売業［5113］；電気毛布卸売業［5431］；半てん

卸売業［5129］ 

 

5132 靴・履物卸売業 

主として材料のいかんを問わず，各種の靴類及びげた，草履，スリッ

パなどを卸売する事業所をいう。 

ただし，スポーツ用の靴を卸売する事業所は中分類 55［5593］に分類

される。 

○靴卸売業；革靴卸売業；ゴム靴卸売業；合成皮革靴卸売業；プラスチック成形靴

卸売業；布製靴卸売業；靴ひも卸売業；靴附属品卸売業；靴修理材料卸売業；地下

足袋卸売業；鼻緒卸売業；げた卸売業；草履卸売業；せった卸売業；スリッパ卸売

業；サンダル卸売業 

×スポーツ用靴卸売業（スキー靴，スケート靴，登山靴，スパイクシューズなど）

［5593］；靴墨卸売業［5329］ 

 

5133 かばん・袋物卸売業 

主として材料のいかんを問わず，かばん及び袋物を卸売する事業所を

いう。 

○かばん類卸売業；袋物卸売業；ランドセル卸売業；ハンドバッグ卸売業；小物入

れ類卸売業（さいふ，札入れ，定期券入れなど）；トランク卸売業 



 

5139 その他の身の回り品卸売業 

主としてその他の身の回り品，装身具（貴金属製を除く）を卸売する

事業所をいう。 

○タオル卸売業；手ぬぐい卸売業；ハンカチーフ卸売業；ふろしき卸売業；足袋卸

売業；手袋卸売業（繊維・革製）；おむつカバー卸売業；和傘卸売業；洋傘卸売業；

小間物卸売業（ヘアネット，くし，かんざし，歯ブラシ，ヘアブラシ，衣服ブラシ，

おしろいはけ，たばこケースを含む）；うちわ卸売業；扇子卸売業；ボタン卸売業；

ライター卸売業；きせる卸売業；縫糸卸売業；刺しゅう糸卸売業；組ひも卸売業；

リボン卸売業；指輪卸売業（貴金属製を除く）；装身具卸売業（貴金属製を除く）；

水引卸売業（元結を含む）；洋品雑貨卸売業（靴下，マフラー，ネクタイ，カラー，

ガーター，サスペンダー，ステッキ，べルトを含む）；帽子卸売業；婦人帽子卸売業；

かつら卸売業；手編毛糸卸売業；化粧道具卸売業 

×運動衣卸売業（野球用ユニホーム，剣道着，柔道着など）［5593］；ゴム手袋卸売

業［5599］；装身具卸売業（貴金属製のもの）［5596］；スポーツ用手袋卸売業［5593］ 



中分類５２－飲食料品卸売業 

 

総 説 

 

この中分類には，主として農畜産物，水産物，食料品，飲料を仕入卸売する事業所が分

類される。 

 

小分類 細分類 

番 号 番 号 

 

520  管理，補助的経済活動を行う事業所（52 飲食料品卸売業） 

5200 主として管理事務を行う本社等 

主として飲食料品卸売業の事業所を統括する本社等として，自企業の

経営を推進するための組織全体の管理統括業務，人事・人材育成，総務，

財務・経理，法務，知的財産管理，企画，広報・宣伝，調査・研究開発，

生産・プロジェクト管理，不動産管理，情報システム管理，保有資機材

の管理，役務・資材調達等の現業以外の業務を行う事業所をいう。 

○管理事務を行う本社・本所・本店・支社・支所 

 

5208 自 家 用 倉 庫 

飲食料品卸売業において，自企業の物品等を保管する事業所をいう。 

○自家用倉庫 

 

5209 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

主として飲食料品卸売業における活動を促進するため，同一企業の他

事業所において，輸送，清掃，修理・整備，保安等の支援業務を提供す

る事業所をいう。 

○自家用車庫 

 

521  農畜産物・水産物卸売業 

5211 米 麦 卸 売 業 

主として米及び麦を卸売する事業所をいう。 

○米穀卸売業；麦類卸売業 

 



5212 雑穀・豆類卸売業 

主として雑穀及び豆類を卸売する事業所をいう。 

○雑穀卸売業；大豆卸売業；落花生卸売業；豆類（乾燥）卸売業；小麦粉卸売業；

穀粉卸売業；でん粉卸売業 

×加工豆卸売業（煮豆，納豆など）［5229］ 

 

5213 野 菜 卸 売 業 

主として生鮮野菜を卸売する事業所をいう。 

○青物卸売業；野菜卸売業；青物市場仲買業 

×中央卸売市場［9599］；地方卸売市場［9599］ 

 

5214 果 実 卸 売 業 

主として果実を卸売する事業所をいう。 

○果実卸売業；木の実卸売業；果物市場仲買業 

×中央卸売市場［9599］；地方卸売市場［9599］ 

 

5215 食 肉 卸 売 業 

主として食肉を卸売する事業所をいう。 

○精肉卸売業；牛肉卸売業；豚肉卸売業；馬肉卸売業；獣肉卸売業；冷凍肉卸売業；

鳥肉卸売業；畜産副生物卸売業（臓器，舌など） 

×塩蔵肉卸売業［5229］；くん製品卸売業［5229］；卵卸売業［5219］；缶詰・瓶詰食

品卸売業［5229］；馬くろう業［5598］；乾燥卵卸売業［5223］；原皮卸売業［5219］；

ハム・ベーコン・ソーセージ卸売業［5229］；と畜場［9521］ 

 

5216 生鮮魚介卸売業 

主として各種の鮮魚及び貝類を卸売する事業所をいう。 

○鮮魚卸売業；貝類卸売業；川魚卸売業；冷凍魚卸売業 

×塩蔵魚卸売業［5229］；缶詰・瓶詰食品卸売業［5229］；塩干魚卸売業［5223］；海

藻卸売業［5219］；生のり卸売業［5219］；中央卸売市場［9599］；地方卸売市場［9599］ 

 

5219 その他の農畜産物・水産物卸売業 

主としてその他の農畜産物及び水産物を卸売する事業所をいう。 

○原皮卸売業；原毛皮卸売業；原羽毛卸売業；種実卸売業（製油用）；家畜卸売業；

家きん卸売業（愛がん用を除く）；卵卸売業；はちみつ卸売業；わら類卸売業（加工

品を除く）；生のり卸売業；海藻卸売業 

×缶詰・瓶詰食品卸売業［5229］；愛がん用家きん卸売業［5599］；愛がん用動物卸



売業［5599］；観賞用魚卸売業［5599］；乾燥卵卸売業［5223］；種実卸売業（製油用

を除く）［5599］；植木卸売業［5599］；花卸売業［5599］；酪農製品卸売業（バター，

チーズなど）［5227］；わら工品卸売業［5512］；ハム・ベーコン・ソーセージ卸売業

［5229］ 

 

522  食料・飲料卸売業 

5221 砂糖・味そ・しょう油卸売業 

主として砂糖類，味そ及びしょう油を卸売する事業所をいう。 

○砂糖問屋；砂糖卸売業；角砂糖卸売業；粉糖卸売業；氷砂糖卸売業；異性化糖卸

売業；味そ卸売業；しょう油卸売業；たまり（溜）卸売業 

×はちみつ卸売業［5219］；あめ卸売業［5224］；シロップ卸売業［5225］；なめ味そ

卸売業［5229］；塩卸売業［5229］；ソース卸売業［5229］ 

 

5222 酒 類 卸 売 業 

主として酒類を卸売する事業所をいう。 

○酒卸売業；酒問屋；日本酒卸売業；洋酒問屋；洋酒卸売業；果実酒卸売業；味り

ん卸売業 

 

5223 乾 物 卸 売 業 

主として乾物類を卸売する事業所をいう。 

○乾物問屋；乾物卸売業；塩干魚卸売業；乾燥卵卸売業； 

くん（燻）煙卵卸売業；冷凍液卵卸売業；粉卵卸売業；干しのり卸売業；干し海藻

卸売業；こんぶ卸売業；干しきのこ卸売業；こんにゃく粉卸売業；乾燥野菜卸売業；

干ぴょう卸売業；香辛料卸売業（からし，七味とうがらし，カレー粉などを含む）；

こうや（高野）豆腐卸売業；ふ（麩）卸売業；寒天卸売業 

×納豆卸売業［5229］；乾めん類卸売業［5229］；卵卸売業［5219］；液卵卸売業［5229］；

落花生卸売業［5212］ 

 

5224 菓子・パン類卸売業 

主として菓子及びパン類を卸売する事業所をいう。 

○菓子卸売業；和菓子卸売業；洋菓子卸売業；干菓子卸売業；だ菓子卸売業；甘納

豆卸売業；パン類卸売業；ビスケット卸売業；あめ卸売業；あん卸売業；水あめ卸

売業；キャンデー卸売業；塩豆卸売業；ピーナッツ菓子卸売業 

×アイスキャンデー卸売業［5229］；アイスクリーム卸売業［5227］ 

 

5225 飲 料 卸 売 業（別掲を除く） 



主として酒類及び牛乳以外の各種の飲料（缶詰，瓶詰を含む）を卸売

する事業所をいう。 

○清涼飲料卸売業；シロップ卸売業；果汁卸売業；ミネラルウォータ卸売業；炭酸

水卸売業；コーヒー飲料卸売業；果汁飲料卸売業；茶類飲料卸売業；乳酸菌飲料卸

売業 

×果実酒卸売業［5222］；酒卸売業［5222］；牛乳卸売業［5227］ 

 

5226 茶 類 卸 売 業 

主として各種の茶及び類似品を卸売する事業所をいう。 

○茶卸売業；はま茶卸売業；こぶ茶卸売業；紅茶卸売業；はぶ茶卸売業；麦茶卸売

業；コーヒー卸売業；ココア卸売業；中国茶卸売業 

×茶類飲料卸売業［5225］；コーヒー飲料卸売業［5225］ 

 

5227 牛乳・乳製品卸売業 

主として牛乳及び乳製品を卸売する事業所をいう。 

○酪農製品卸売業（牛乳，バター，チーズ，練乳，粉乳など）；アイスクリーム卸売

業 

 

5229 その他の食料・飲料卸売業 

主としてその他の食料及び飲料を卸売する事業所をいう。 

○水産練製品卸売業（かまぼこ，はんぺん，ちくわなど）；おでん材料卸売業；うど

ん・そば・中華そば卸売業；乾めん類卸売業（干しうどん，そうめん，干しそばな

ど）；納豆卸売業；氷卸売業；アイスキャンデー卸売業；酢卸売業；ソース卸売業；

醸造調味料卸売業（味そ，しょう油を除く）；イースト菌卸売業；ベーキングパウダ

ー卸売業；塩蔵肉卸売業；塩蔵魚卸売業；くん製品卸売業；ハム・ベーコン・ソー

セージ卸売業；食用油卸売業；液卵卸売業；冷凍調理食品卸売業；レトルト食品卸

売業；食用油脂卸売業；豆腐卸売業；塩卸売業；なめ味そ卸売業；加工豆卸売業（煮

豆，納豆など）；缶詰食品卸売業；瓶詰食品卸売業；つぼ詰食品卸売業 

×塩干魚卸売業［5223］；冷凍魚卸売業［5216］；清涼飲料卸売業［5225］；果汁飲料

卸売業［5225］；コーヒー飲料卸売業［5225］ 



中分類５３－建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 

 

総 説 

 

この中分類には，主として建築材料，化学製品，鉱物・金属材料，再生資源を仕入卸売

する事業所が分類される。 

 

小分類 細分類 

番 号 番 号 

 

530 管理，補助的経済活動を行う事業所（53 建築材料，鉱物・金属材料等卸

売業） 

5300 主として管理事務を行う本社等 

主として建築材料，鉱物・金属材料等卸売業の事業所を統括する本社

等として，自企業の経営を推進するための組織全体の管理統括業務，人

事・人材育成，総務，財務・経理，法務，知的財産管理，企画，広報・

宣伝，調査・研究開発，生産・プロジェクト管理，不動産管理，情報シ

ステム管理，保有資機材の管理，役務・資材調達等の現業以外の業務を

行う事業所をいう。 

○管理事務を行う本社・本所・本店・支社・支所 

 

5308 自 家 用 倉 庫 

建築材料，鉱物・金属材料等卸売業において，自企業の物品等を保管

する事業所をいう。 

○自家用倉庫；自家用集荷所 

 

5309 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

主として建築材料，鉱物・金属材料等卸売業における活動を促進する

ため，同一企業の他事業所において，輸送，清掃，修理・整備，保安等

の支援業務を提供する事業所をいう。 

○自家用車庫 

 

531  建築材料卸売業 

5311 木材・竹材卸売業 



主として木材及び竹材を卸売する事業所をいう。 

○木材卸売業；材木卸売業；銘木卸売業；竹材卸売業；ベニヤ板卸売業；パルプ材

卸売業；坑木卸売業；まくら木卸売業；おけ材卸売業；たる材卸売業；合板卸売業；

げた材卸売業；杉皮卸売業 

 

5312 セメント卸売業 

主としてセメントを卸売する事業所をいう。 

○セメント卸売業 

×ヒューム管・セメントポール卸売業［5319］ 

 

5313 板ガラス卸売業 

主として板ガラスを卸売する事業所をいう。 

○板ガラス卸売業 

×鏡卸売業［5511］ 

 

5314 建築用金属製品卸売業（建築用金物を除く） 

主として建築用金属製品（建築用金物を除く）を卸売する事業所をい

う。 

○サッシ卸売業 

×建築用金物卸売業［5591］ 

 

5319 その他の建築材料卸売業 

主としてその他の建築材料を卸売する事業所をいう。 

○れんが卸売業；かわら卸売業；タイル卸売業；スレート卸売業；ヒューム管・セ

メントポール卸売業；石材卸売業；人造石卸売業；大理石卸売業；大谷石卸売業；

コンクリートブロック卸売業；砂利卸売業；砕石卸売業；土・砂卸売業；壁土卸売

業；漆くい卸売業；石灰卸売業；繊維板卸売業；陶管卸売業；衛生用陶磁器卸売業；

パネル等建築部材卸売業；プラスチック板・管卸売業（建築用） 

×仮設トイレ卸売業［5599］；プラスチック板・管卸売業（建築用を除く）［5322］；

サッシ卸売業［5314］ 

 

532  化学製品卸売業 

5321 塗 料 卸 売 業 

主として塗料を卸売する事業所をいう。 

○塗料卸売業；エナメル卸売業；ラッカー卸売業；ワニス卸売業；ペンキ卸売業；

ペイント類卸売業；漆卸売業；しぶ（渋）卸売業；印刷インキ卸売業；パテ卸売業 



×絵具卸売業（油絵・水彩用）［5599］；顔料卸売業［5329］ 

 

5322 プラスチック卸売業 

主としてプラスチックを卸売する事業所をいう。 

○プラスチック卸売業；プラスチック板・管卸売業（建築用を除く） 

×プラスチック板・管卸売業（建築用）［5319］ 

 

5329 その他の化学製品卸売業 

主としてその他の化学製品を卸売する事業所をいう。 

○工業薬品卸売業（硫酸，硝酸，塩酸，乳酸，防腐剤，溶剤，にがりなど）；硫黄卸

売業；ソーダ卸売業；なめし革剤卸売業；接着剤卸売業；現像薬卸売業；農薬卸売

業；コールタール卸売業；コールタール製品卸売業；カーバイド卸売業；工業用ア

ルコール卸売業；圧縮ガス卸売業；液体ガス卸売業；油煙卸売業；カーボンブラッ

ク卸売業；工業用塩卸売業；筆記用インキ卸売業；靴墨卸売業；界面活性剤卸売業；

仕上剤卸売業；染料卸売業；顔料卸売業；あい（藍）卸売業；着色剤卸売業；食品

染料卸売業；粗製ひまし油卸売業；動植物油脂卸売業（食用油を除く）；ろう卸売業；

木ろう卸売業；油脂製品卸売業（ボイル油，ステアリン酸，オレイン酸，グリセリ

ンなど）；はぜろう卸売業；火薬卸売業；爆薬卸売業；火工品卸売業；花火（煙火）

卸売業 

×化学肥料卸売業［5592］；血液製剤製造業［1653］；ガラス繊維卸売業［5599］ 

 

533  石油・鉱物卸売業 

5331 石 油 卸 売 業 

主として石油類を卸売する事業所をいう。 

○石油卸売業；揮発油卸売業；潤滑油卸売業；灯油卸売業；軽油卸売業；重油卸売

業；機械油卸売業；液化石油ガス（ＬＰＧ）卸売業；プロパンガス卸売業；天然ガ

ス卸売業 

×ガソリンスタンド［6051］ 

 

5332 鉱 物 卸 売 業（石油を除く） 

主として石炭，金属鉱物及び非金属鉱物を卸売する事業所をいう。 

ただし，土，砂，砂利，石材など主として土木建設用に使用する鉱物

を卸売する事業所は小分類 531［5319］に分類される。 

○石炭卸売業；コークス卸売業；鉄鉱卸売業；銅鉱卸売業；マンガン鉱卸売業；タ

ングステン鉱卸売業；ボーキサイト卸売業；砂鉄卸売業；モリブデン鉱卸売業；石

灰石卸売業；雲母卸売業；けい石卸売業；ほたる（蛍）石卸売業；明ばん石卸売業；



粘土卸売業；陶磁器用原料卸売業 

×土・砂卸売業［5319］；砂利卸売業［5319］；石材卸売業［5319］；大理石卸売業［5319］ 

 

534  鉄鋼製品卸売業 

5341 鉄鋼粗製品卸売業 

主として鉄鋼粗製品を卸売する事業所をいう。 

○銑鉄卸売業；原鉄卸売業；粗鋼卸売業；鋼半製品卸売業；鋳・鍛鋼品卸売業 

 

5342 鉄鋼一次製品卸売業 

主として鉄鋼一次製品を卸売する事業所をいう。 

○鋼板卸売業；鋼管卸売業；形鋼卸売業；ブリキ卸売業；亜鉛鉄板卸売業 

 

5349 その他の鉄鋼製品卸売業 

主としてその他の鉄鋼製品を卸売する事業所をいう。 

○針金卸売業；鉄線卸売業；ドラム缶卸売業；高圧容器卸売業；ワイヤロープ卸売

業；有刺鉄線卸売業；溶接棒卸売業；ばね卸売業；チェーン卸売業 

 

535  非鉄金属卸売業 

5351 非鉄金属地金卸売業 

主として非鉄金属地金を卸売する事業所をいう。 

○銅地金卸売業；金地金卸売業；銀地金卸売業；白金地金卸売業；アルミニウム地

金卸売業；真ちゅう（鍮）地金卸売業；鉛地金卸売業；はんだ卸売業；すず（錫）

地金卸売業 

 

5352 非鉄金属製品卸売業 

主として非鉄金属製品を卸売する事業所をいう。 

○銅板卸売業；銅管卸売業；銅棒卸売業；アルミニウム板卸売業；アルミニウム管

卸売業；アルミニウム棒卸売業；鉛板卸売業；鉛管卸売業；すず（錫）管卸売業；

金属はく（箔）卸売業；銅・アルミニウム線卸売業（電線を除く） 

×銅・アルミニウム電線卸売業［5432］；金・銀・白金製品卸売業（食器を除く）［5596］ 

 

536  再生資源卸売業 

5361 空瓶・空缶等空容器卸売業 

主として空瓶，空缶（ドラム缶，18 リットル缶など），空袋，空箱な

どの空容器であって，再び容器として使用できるものを集荷，選別して

卸売する事業所をいう。 



集荷，選別にあわせて洗浄，修理，塗装などを行う事業所も本分類に

含まれる。 

○空缶問屋；空缶集荷業；空瓶問屋；空瓶集荷業；古瓶卸売業；空袋問屋（麻，綿

など布製のもの）；空袋集荷業（麻，綿など布製のもの）；空紙袋問屋；空紙袋集荷

業；空箱問屋；空箱集荷業 

×ドラム缶更生業［2499］；18 リットル缶更生業［2499］ 

 

5362 鉄スクラップ卸売業 

主として鉄スクラップを集荷，選別して卸売する事業所をいう。 

鉄スクラップを製鋼原料として電気炉に直接投入できるように加工処

理を行う事業所は大分類Ｅ－製造業［2292］に分類される。 

○鉄スクラップ（鉄くず）問屋；鉄スクラップ（鉄くず）集荷業；廃車処理業（解

体を主とするもの） 

×鉄スクラップ加工処理業［2292］；自動車解体業（部品取りを主とするもの）［5423］ 

 

5363 非鉄金属スクラップ卸売業 

主として非鉄金属スクラップを集荷，選別して卸売する事業所をいう。 

集荷，選別に合わせて，プレス，裁断，異物処理などを行う事業所も

本分類に含まれる。 

○非鉄金属スクラップ卸売業；非鉄金属スクラップ回収業；故銅問屋；銅くず問屋；

銅くず集荷業；銅合金くず問屋；銅合金くず集荷業；亜鉛・鉛・すずくず問屋；亜

鉛・鉛・すずくず集荷業；合金くず問屋；合金くず集荷業；アルミニウム・軽合金

くず問屋；アルミニウム・軽合金くず集荷業 

 

5364 古 紙 卸 売 業 

主として製紙原料用古紙及びその他の古紙を集荷，選別して卸売する

事業所をいう。 

○製紙原料古紙問屋；製紙原料古紙集荷業；古紙問屋；紙くず卸売業 

×建場業［5369］ 

 

5369 その他の再生資源卸売業 

主として繊維ウエイスト，カレット（ガラスくず），くずゴム及び他に

分類されない再生資源を集荷，選別して卸売する事業所をいう。 

建場業，同附随回収業も本分類に含まれる。 

○繊維ウエイスト問屋；くず繊維卸売業；ぼろ（繊維くず）卸売業；カレット（ガ

ラスくず）卸売業；カレット（ガラスくず）集荷業；古ゴム問屋；古ゴム卸売業；



古ゴム集荷業；くずゴム集荷業；建場業；仕切場；くず物回収業；プラスチック再

生資源卸売業 

×廃プラスチック類処理業［8822］；再生プラスチック成形材料製造業［1851］；廃

プラスチック製品製造業［1852］ 



中分類５４－機械器具卸売業 

 

総 説 

 

この中分類には，主として産業機械器具，自動車，電気機械器具などを卸売する事業所

が分類される。 

  

小分類 細分類 

番 号 番 号 

 

540  管理，補助的経済活動を行う事業所（54 機械器具卸売業） 

5400 主として管理事務を行う本社等 

主として機械器具卸売業の事業所を統括する本社等として，自企業の

経営を推進するための組織全体の管理統括業務，人事・人材育成，総務，

財務・経理，法務，知的財産管理，企画，広報・宣伝，調査・研究開発，

生産・プロジェクト管理，不動産管理，情報システム管理，保有資機材

の管理，役務・資材調達等の現業以外の業務を行う事業所をいう。 

○管理事務を行う本社・本所・本店・支社・支所 

 

5408 自 家 用 倉 庫 

機械器具卸売業において，自企業の物品等を保管する事業所をいう。 

○自家用倉庫 

 

5409 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

主として機械器具卸売業における活動を促進するため，同一企業の他

事業所において，輸送，清掃，修理・整備，保安等の支援業務を提供す

る事業所をいう。 

○自家用車庫；自家用修理工場 

 

541  産業機械器具卸売業 

5411 農業用機械器具卸売業 

主として耕うん，整地，栽培，管理，収穫等の農業用に使用される機

械器具を卸売する事業所をいう。 

○農業用機械器具卸売業；噴霧機・散粉機卸売業；動力耕うん機卸売業；トラクタ



卸売業（農業用）；コンバイン卸売業；田植機卸売業 

×金物卸売業［5591］；トラクタ卸売業（建設用）［5412］ 

 

5412 建設機械・鉱山機械卸売業 

主としてしゅんせつ，発掘，道路建設，掘削などの土木建設及び破砕

機，摩砕機，選別機などの鉱山機械を卸売する事業所をいう。 

○トラクタ卸売業（建設用）；掘削機械卸売業；くい打機卸売業；整地機械卸売業；

コンクリート機械卸売業；せん孔機卸売業；さく井機卸売業；破砕機卸売業；摩砕

機卸売業；選別機卸売業；建設用クレーン卸売業 

×トラクタ卸売業（農業用）［5411］；クレーン卸売業（荷役運搬用）［5419］ 

 

5413 金属加工機械卸売業 

主として旋盤，ボール盤，フライス盤などの金属工作機械及びプレス

機，せん断機，鍛造機械，鋳造装置などの金属加工機械を卸売する事業

所をいう。 

○旋盤卸売業；ボール盤卸売業；フライス盤卸売業；研削盤卸売業；プレス機械卸

売業；せん断機卸売業；鍛造機械卸売業；製管機卸売業 

 

5414 事務用機械器具卸売業 

主として金銭登録機（レジスタ），複写機，ワードプロセッサ，会計機

などの事務用機械器具を卸売する事業所をいう。 

○事務用機械器具卸売業；電子式卓上計算機卸売業；複写機卸売業；ワードプロセ

ッサ卸売業；事務用印刷機卸売業 

×コンピュータ・パーソナルコンピュータ卸売業［5432］ 

 

5419 その他の産業機械器具卸売業 

主として他に分類されない産業機械器具を卸売する事業所をいう。 

○繊維機械卸売業（紡績機，織機，紡績機械附属品，おさ枠，製綿機，製糸機械，

製糸用小道具，なっ染用機械，ニット機械など）；製材機械卸売業；醸造機械卸売業；

製じょう（縄）機卸売業；ミシン卸売業；製めん（麺）機械器具卸売業；缶詰製造

機械卸売業；乾燥機卸売業；理髪理容機械卸売業（電気式を除く）；自動販売機卸売

業；ドライクリーニング用機械器具卸売業；ポンプ卸売業；製氷機械器具卸売業；

製本機械器具卸売業；製紙機械器具卸売業；造船機械器具卸売業；治具・工具類卸

売業；製菓機械器具卸売業；船具卸売業；配管・暖房工事用品卸売業（ボイラ，ラ

ジエータ，油燃器，配管工事用真ちゅう製品，送風器，排気用品など）；建築用配管・

暖房装置卸売業（スチーム装置，ガス使用装置，配管装置，空気調節装置など）；娯



楽用機械器具卸売業；煙突卸売業；クレーン卸売業（荷役運搬用） 

×家庭用電気機械器具卸売業［5431］；電動機卸売業［5432］；電気ストーブ卸売業

［5431］；電気炉卸売業［5432］；吸入器卸売業（医療用）［5493］；運搬用トラクタ

卸売業［5491］；コンピュータ・パーソナルコンピュータ卸売業［5432］ 

 

542  自動車卸売業 

5421 自動車卸売業（二輪自動車を含む） 

主として自動車を卸売する事業所をいう。 

○自動車卸売業；トラック卸売業；トレーラ卸売業；二輪自動車卸売業；スクータ

卸売業；中古自動車卸売業 

×トラクタ卸売業（農業用）［5411］；運搬用トラクタ卸売業［5491］；自転車卸売業

［5491］ 

 

5422 自動車部分品・附属品卸売業（中古品を除く） 

主として自動車の部分品及び附属品を卸売する事業所をいう。 

○自動車部分品・附属品卸売業；オートバイ部分品・附属品卸売業；自動車電装品

卸売業；自動車タイヤ卸売業；カーアクセサリ卸売業；カーエアコン卸売業；カー

ステレオ卸売業 

×自動車中古部品卸売業［5423］；自転車部分品卸売業［5491］ 

 

5423 自動車中古部品卸売業 

主として自動車の中古部品を卸売する事業所をいう。 

ただし，鉄スクラップを卸売する事業所は中分類 53［5362］に分類さ

れる。 

○自動車中古部品卸売業；自動車解体業（部品取りを主とするもの） 

×廃車処理業（解体を主とするもの）［5362］ 

 

543  電気機械器具卸売業 

5431 家庭用電気機械器具卸売業 

主として家庭用電気機械器具を卸売する事業所をいう。 

○家庭用電気機械器具卸売業；テレビジョン受信機卸売業；ラジオ受信機卸売業；

電気音響機械器具卸売業（ステレオ，ＭＤコンポなど）；電気冷蔵庫卸売業；電気掃

除機卸売業；電気洗濯機卸売業（家庭用）；電気ストーブ卸売業；電気カミソリ卸売

業；照明器具卸売業；ルームエアコン卸売業；扇風機卸売業；電気医療機械器具卸

売業（家庭用）；ＤＶＤレコーダ卸売業；電子レンジ卸売業；電球卸売業；録音・録

画ディスク卸売業（記録されていないもの）；電気毛布卸売業；デジタルカメラ卸売



業 

×電気楽器類卸売業［5599］；録音・録画ディスク卸売業（記録済みのもの）［5599］；

電気医療機械器具卸売業（業務用）［5493］；電話機卸売業［5432］ 

 

5432 電気機械器具卸売業（家庭用電気機械器具を除く） 

主として家庭用電気機械器具以外の電気機械器具を卸売する事業所を

いう。 

○無線通信機械器具卸売業；テレビジョン発信機卸売業；拡声装置卸売業；有線通

信機械器具卸売業；電話機卸売業；交換機卸売業；電信機卸売業；警報機卸売業；

発電機卸売業；電動機卸売業；変圧器卸売業；整流器卸売業；充電機卸売業；電線

卸売業；電らん卸売業；ヘアドライヤ卸売業（業務用）；電気洗濯機卸売業（業務用）；

電気炉卸売業；蓄電池卸売業；ネオンサイン装置卸売業；配線器具卸売業（ソケッ

ト，スイッチ，がい（碍）子，パイプなど）；架線金物卸売業；コンピュータ・パー

ソナルコンピュータ卸売業 

×電気医療機械器具卸売業（家庭用）［5431］；電気医療機械器具卸売業（業務用）

［5493］ 

 

549  その他の機械器具卸売業 

5491 輸送用機械器具卸売業（自動車を除く） 

主として自動車以外の輸送用機械器具を卸売する事業所をいう。 

○輸送用機械器具卸売業（自動車を除く）；自転車卸売業；自転車部分品卸売業；自

転車タイヤ・チューブ卸売業；荷車卸売業；リヤカー卸売業；運搬車卸売業；手押

車卸売業；運搬用トラクタ卸売業；船舶卸売業；航空機卸売業；ヨット卸売業；モ

ーターボート卸売業 

×幼児用乗り物卸売業［5594］；農業用トラクタ卸売業［5411］；動力耕うん機卸売

業［5411］ 

 

5492 計量器・理化学機械器具・光学機械器具等卸売業 

主として計量器・理化学機械器具・光学機械器具などを卸売する事業

所をいう。 

○学術用機械器具卸売業；理化学機械器具卸売業；実験用機械器具卸売業；測定用

機械器具卸売業；測量用機械器具卸売業；度量衡器卸売業；計量器卸売業；はかり

（秤）卸売業；尺器卸売業；写真機械器具卸売業（撮影機，映写機を含む）；光学機

械器具卸売業（望遠鏡，双眼鏡，顕微鏡，拡大鏡など）；光学レンズ卸売業；時計卸

売業；眼鏡卸売業（枠を含む）；体温計卸売業；寒暖計卸売業；サングラス卸売業 

×電気医療機械器具卸売業（業務用）［5493］；写真フィルム卸売業［5599］；時計バ



ンド卸売業［5599］；デジタルカメラ卸売業［5431］ 

 

5493 医療用機械器具卸売業（歯科用機械器具を含む） 

主として医療用機械器具を卸売する事業所をいう。 

○医療用機械器具卸売業；電気医療機械器具卸売業（業務用）；レントゲン装置卸売

業；歯科医療機械器具卸売業；吸入器卸売業（医療用） 

×電気医療機械器具卸売業（家庭用）［5431］；体温計卸売業［5492］；医療材料卸売

業［5522］ 



中分類５５－その他の卸売業 

 

総 説 

 

この中分類には，主として家具・建具・じゅう器，医薬品，化粧品，その他の商品を仕

入卸売する事業所が分類される。 

また，主として他人又は他の事業所のために商品の売買に係わる代理行為を行う事業所

及び仲立人として商品の売買のあっせんを行う事業所も含まれる。 

 

小分類 細分類 

番 号 番 号 

 

550  管理，補助的経済活動を行う事業所（55 その他の卸売業） 

5500 主として管理事務を行う本社等 

主としてその他の卸売業の事業所を統括する本社等として，自企業の

経営を推進するための組織全体の管理統括業務，人事・人材育成，総務，

財務・経理，法務，知的財産管理，企画，広報・宣伝，調査・研究開発，

生産・プロジェクト管理，不動産管理，情報システム管理，保有資機材

の管理，役務・資材調達等の現業以外の業務を行う事業所をいう。 

○管理事務を行う本社・本所・本店・支社・支所 

 

5508 自 家 用 倉 庫 

その他の卸売業において，自企業の物品等を保管する事業所をいう。 

○自家用倉庫 

 

5509 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

主としてその他の卸売業における活動を促進するため，同一企業の他

事業所において，輸送，清掃，修理・整備，保安等の支援業務を提供す

る事業所をいう。 

○自家用車庫；自家用修理工場 

 

551  家具・建具・じゅう器等卸売業 

5511 家具・建具卸売業 

主として家具及び建具を卸売する事業所をいう。 



○家具卸売業；事務用家具卸売業；木製家具卸売業；金属製家具卸売業；洋家具卸

売業；和家具卸売業；ベッド卸売業；たんす卸売業；長持卸売業；机卸売業；いす

卸売業；戸棚卸売業；本棚卸売業；浴槽卸売業；立流し卸売業；木製火鉢卸売業；

金火鉢卸売業；指物卸売業；戸障子卸売業；ふすま卸売業；びょうぶ卸売業；金属

製建具卸売業；つい立卸売業；衣こう（桁）卸売業；冷蔵庫卸売業（電気式を除く）；

日おい（覆）卸売業；鏡卸売業；額縁卸売業 

×電気冷蔵庫卸売業［5431］；サッシ卸売業［5314］；じゅうたん卸売業［5514］ 

 

5512 荒 物 卸 売 業 

主として荒物を卸売する事業所をいう。 

○荒物問屋；荒物雑貨卸売業（たわし，掃除用ブラシ，ざる，しゃくし（杓子），小

楊子，七輪，あんか（行火），ひしゃくなど）；ほうき（箒）卸売業；しゅろほうき

卸売業；はし卸売業；竹細工卸売業；かご卸売業；わら工品卸売業；こうり卸売業；

バスケット卸売業；しの竹製品卸売業（敷物・家具用を除く）；つる細工卸売業；荷

造ひも卸売業；線香問屋；マッチ卸売業；ろうそく卸売業；バケツ卸売業（プラス

チックのもの） 

×金物卸売業［5591］ 

 

5513 畳 卸 売 業 

主として畳を卸売する事業所をいう。 

○畳卸売業；畳表卸売業；畳床卸売業；い表卸売業；花むしろ卸売業；ござ卸売業；

上敷卸売業；七島表卸売業；とま卸売業；とう敷物卸売業；竹敷物卸売業 

 

5514 室内装飾繊維品卸売業 

主として室内装飾用の織物及び同製品を卸売する事業所をいう。 

○じゅうたん卸売業；カーペット卸売業；カーテン卸売業 

×織物卸売業（室内装飾繊維品を除く）［5113］ 

 

5515 陶磁器・ガラス器卸売業 

主として陶磁器及びガラス器を卸売する事業所をいう。 

○家庭用陶磁器卸売業；瀬戸物問屋；焼物卸売業；七宝焼卸売業；土器卸売業；素

焼物卸売業；かめ卸売業；つぼ卸売業；ガラス器卸売業 

×板ガラス卸売業［5313］；陶管卸売業［5319］；衛生用陶磁器卸売業［5319］；陶磁

器用原料卸売業［5332］；陶芸器卸売業（美術品，骨とう品）［5599］ 

 

5519 その他のじゅう器卸売業 



主としてその他のじゅう器を卸売する事業所をいう。 

○魔法瓶卸売業；プラスチック製容器卸売業；プラスチック製食器卸売業；漆器卸

売業；金属製食器卸売業（貴金属製を含む）（ナイフ，フォーク，スプーン，皿など） 

 

552  医薬品・化粧品等卸売業 

5521 医薬品卸売業 

主として医薬品を卸売する事業所をいう。 

○医薬品卸売業；薬種問屋；漢方薬問屋；朝鮮人参卸売業；生薬卸売業 

 

5522 医療用品卸売業 

主として医療用品を卸売する事業所をいう。 

○医療材料卸売業；歯科材料卸売業；衛生材料卸売業；紙おむつ卸売業；聴診器用

ゴム管卸売業；衛生用ゴム製品卸売業；コルセット卸売業（医療用） 

×医療用機械器具卸売業（電気式を除き，注射器・麻酔器具・酸素吸入器・きゅう

治器・歯科医療機械器具などを含む）［5493］；電気医療機械器具卸売業（家庭用）

［5431］；電気医療機械器具卸売業（業務用）［5493］ 

 

5523 化粧品卸売業 

主として化粧品，石けん，香水，おしろいなどを卸売する事業所をい

う。 

○化粧品卸売業；香水卸売業；おしろい卸売業；整髪料卸売業；香油卸売業；化粧

水卸売業；クリーム卸売業；石けん卸売業（化粧，洗顔，薬用のもの）；シャンプー

卸売業；歯磨卸売業；白髪染卸売業 

×化粧道具卸売業［5139］；合成洗剤卸売業［5524］ 

 

5524 合成洗剤卸売業 

主として合成洗剤を卸売する事業所をいう。 

○合成洗剤卸売業；石けん卸売業（化粧，洗顔，薬用を除く） 

×石けん卸売業（化粧，洗顔，薬用のもの）［5523］ 

 

553  紙・紙製品卸売業 

5531 紙 卸 売 業 

主として紙を卸売する事業所をいう。 

○紙問屋；洋紙卸売業；和紙卸売業；板紙卸売業；加工紙卸売業；段ボール卸売業 

×紙くず卸売業［5364］ 

 



5532 紙製品卸売業 

主として紙製品を卸売する事業所をいう。 

○紙器卸売業；紙製品卸売業（事務用品，学用品，日用品，名刺台紙，私製はがき

など）；トイレットペーパー卸売業；ティッシュペーパー卸売業；アルバム卸売業；

カレンダー卸売業；包装紙卸売業；障子紙・襖紙卸売業 

×紙おむつ卸売業［5522］ 

 

559  他に分類されない卸売業 

5591 金 物 卸 売 業 

主として金物類を卸売する事業所をいう。 

○金物問屋；刃物問屋；利器工匠具卸売業；錠前卸売業；金具類卸売業；ちょうつ

がい卸売業；ボルト卸売業；ナット卸売業；リベット卸売業；くぎ卸売業；やすり

卸売業；18 リットル缶卸売業；バケツ卸売業；なべ卸売業；フライパン卸売業；や

かん卸売業；鉄瓶卸売業；五徳卸売業；金火ばし卸売業；アルミニウム台所用品卸

売業；すき・くわ・かま卸売業；金物卸売業 

×チェーン卸売業［5349］；ばね卸売業［5349］；ワイヤロープ卸売業［5349］；ドラ

ム缶卸売業［5349］；治具・工具類卸売業［5419］ 

 

5592 肥料・飼料卸売業 

主として各種の肥料及び飼料を卸売する事業所をいう。 

○肥料問屋；化学肥料卸売業（硫安，石灰窒素，過りん酸石灰，カリ肥料，化成肥

料など）；有機質肥料卸売業（油かす類，魚肥，骨粉など）；飼料卸売業；ペットフ

ード卸売業 

 

5593 スポ－ツ用品卸売業 

主としてスポーツ用品を卸売する事業所をいう。 

○スポーツ用品卸売業（靴を含む）（野球用品，ゴルフ用品，ボウリング用品，スキ

ー・スケート用品，登山用品，釣道具など）；運動衣卸売業（野球ユニホーム，剣道

着，柔道着など）；サーフボード卸売業；スポーツ用手袋卸売業 

 

5594 娯楽用品・がん具卸売業 

主として娯楽用品，がん具を卸売する事業所をいう。 

○娯楽用品卸売業（囲碁，将棋，マージャン，トランプ，花札，かるたなど）；がん

具卸売業；人形卸売業；幼児用乗り物卸売業 

 

5595 たばこ卸売業 



主として各種のたばこを卸売する事業所をいう。 

 

5596 ジュエリー製品卸売業 

主として金・銀加工製品及び宝石類を卸売する事業所をいう。 

ただし，貴金属製食器を卸売する事業所は小分類 551［5519］に分類

される。 

○宝石卸売業；金製品卸売業；銀製品卸売業；白金製品卸売業；装身具卸売業（貴

金属製のもの）；さんご卸売業；真珠卸売業 

×金・銀・白金地金卸売業［5351］；金属製食器卸売業（貴金属製を含む）［5519］ 

 

5597 書籍・雑誌卸売業 

主として書籍・雑誌を卸売する事業所をいう。 

○書籍卸売業；雑誌卸売業；古本・古雑誌卸売業 

 

5598 代理商，仲立業 

売買の目的である商品について所有権を有することなく，また，直接

的な管理をすると否とにかかわらず，手数料及びその他の報酬を得るた

めに卸売業の代理業務を行い，あるいは仲立あっせんを行う事業所をい

う。 

○ブローカー；仲立業；代理業；船宿（仲立のもの，遠隔の根拠地からその附近の

漁場に出漁し仮泊する漁船に対して，船主の委託を受けて漁業資材，航海中の食糧

などの仕込，生産物の販売について，一切の仲介・あっせんを行う事業所）；馬くろ

う業；農産物集荷業（手数料をとることを主たる業とするもの） 

×不動産の代理業，仲介業［6821］；土地ブローカー［6821］；農産物集荷業（手数

料をとることを主たる業としないもの）［521］；商品取引所［6618］；船宿（釣船業）

［8093］ 

 

5599 他に分類されないその他の卸売業 

主として他に分類されないその他の商品を卸売する事業所をいう。 

○種苗卸売業；種実卸売業（製油用を除く）；植木卸売業；花卸売業；愛がん用動物

卸売業；愛がん用家きん卸売業；観賞用魚卸売業；文房具卸売業（万年筆，ペン，

ペン軸，鉛筆，筆，すずり，そろばん，クレヨン，インキスタンドなど）；教育標本

卸売業；印章・印判卸売業；朱肉卸売業；香類卸売業；写真フィルム卸売業；印画

紙卸売業；美術品・骨とう品卸売業（書画，刀剣など）；き章・バッジ卸売業；楽器

類卸売業（バイオリン，アコーデオン，ギターなど）；と（砥）石卸売業；金剛砂卸

売業；なめし革製品卸売業（革ベルト，パッキン，馬具など）；生ゴム卸売業；ラテ



ックス卸売業；ゴムホース卸売業；ゴムベルト卸売業；ゴム手袋卸売業；きわ（際）

物卸売業；土産物細工卸売業；製紙用パルプ卸売業；ミュージックテープ卸売業（録

音済のもの）；コンパクトディスク卸売業（録音済のもの）；ビデオテープ卸売業（録

画済のもの）；ガラス繊維卸売業；仮設トイレ卸売業；絵具卸売業（油絵・水彩用）；

時計バンド卸売業；木炭卸売業；まき（薪）卸売業；練炭卸売業；豆炭卸売業；オ

ガライト卸売業（オガタンを含む）；成型木炭卸売業；たどん卸売業 

×レーヨンパルプ卸売業［5111］；わら類卸売業（加工品を除く）［5219］；原皮卸売

業［5219］；原毛皮卸売業［5219］；家畜卸売業［5219］；わら工品卸売業［5512］；

種実卸売業（製油用）［5219］；装身具卸売業（貴金属製を除く）［5139］；金地金卸

売業［5351］；銀地金卸売業［5351］；白金地金卸売業［5351］；ジュエリー製品卸売

業［5596］；石炭卸売業［5332］ 



中分類５６－各種商品小売業 

 

総 説 

 

この中分類には，衣，食，住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業所

が分類される。 

この事業所は，その性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できないものであっ

て，百貨店，デパートメントストアなどと呼ばれるものにその例が多い。 

 

小分類 細分類 

番 号 番 号 

560  管理，補助的経済活動を行う事業所（56 各種商品小売業） 

5600 主として管理事務を行う本社等 

主として各種商品小売業の事業所を統括する本社等として，自企業の

経営を推進するための組織全体の管理統括業務，人事・人材育成，総務，

財務・経理，法務，知的財産管理，企画，広報・宣伝，調査・研究開発，

生産・プロジェクト管理，不動産管理，情報システム管理，保有資機材

の管理，仕入・原材料購入，役務・資材調達等の現業以外の業務を行う

事業所をいう。 

○管理事務を行う本社・本所・本店・支社・支所 

 

5608 自 家 用 倉 庫 

各種商品小売業において，自企業の物品等を保管する事業所をいう。 

○自家用倉庫 

 

5609 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

主として各種商品小売業における活動を促進するため，同一企業の他

事業所において，輸送，清掃，修理・整備，保安等の支援業務を提供す

る事業所をいう。 

○自家用車庫；自家用修理工場 

 

561  百貨店，総合スーパー  

5611 百貨店，総合スーパー 

衣，食，住にわたる各種の商品を小売する事業所で，その事業所の性



格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所であって，

従業者が常時 50 人以上のものをいう。 

ただし，従業者が常時 50 人以上であっても衣，食，住にわたらない事

業所は主たる販売商品によって分類する。 

○百貨店・デパートメントストア（従業者が常時 50 人以上のもの）；総合スーパー

（従業者が常時 50 人以上のもの） 

 

569  その他の各種商品小売業（従業者が常時 50 人未満のもの） 

5699 その他の各種商品小売業（従業者が常時 50 人未満のもの） 

衣，食，住にわたる各種の商品を小売する事業所で，その事業所の性

格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所であって，

従業者が常時 50 人未満のものをいう。 

ただし，従業者が常時 50 人未満であっても衣，食，住にわたらない事

業所は主たる販売商品によって分類する。 

○百貨店・デパートメントストア（従業者が常時 50 人未満のもの）；ミニスーパー

（衣，食，住にわたって小売するもの）；よろず屋（衣，食，住にわたって小売する

もの） 



中分類５７－織物・衣服・身の回り品小売業 

 

総 説 

 

この中分類には，呉服，服地，衣服，靴，帽子，洋品雑貨，小間物などの商品を小売す

る事業所が分類される。 

個人の注文によって店持ちの布地を用い洋服の仕立てを行う洋服店は本分類に含まれる。 

 

小分類 細分類 

番 号 番 号 

 

570  管理，補助的経済活動を行う事業所（57 織物・衣服・身の回り品小売業） 

5700 主として管理事務を行う本社等 

主として織物・衣服・身の回り品小売業の事業所を統括する本社等と

して，自企業の経営を推進するための組織全体の管理統括業務，人事・

人材育成，総務，財務・経理，法務，知的財産管理，企画，広報・宣伝，

調査・研究開発，生産・プロジェクト管理，不動産管理，情報システム

管理，保有資機材の管理，仕入・原材料購入，役務・資材調達等の現業

以外の業務を行う事業所をいう。 

○管理事務を行う本社・本所・本店・支社・支所 

 

5708 自 家 用 倉 庫 

織物・衣服・身の回り品小売業において，自企業の物品等を保管する

事業所をいう。 

○自家用倉庫 

 

5709 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

主として織物・衣服・身の回り品小売業における活動を促進するため，

同一企業の他事業所において，輸送，清掃，修理・整備，保安等の支援

業務を提供する事業所をいう。 

○自家用車庫；自家用修理工場 

 

571  呉服・服地・寝具小売業 

5711 呉服・服地小売業 



主として呉服及び服地を小売する事業所をいう。 

下着類，ネクタイ，靴下，足袋，手袋，手ぬぐい，タオル，半えり，

ふろしきなどの小売業は小分類 579［5792，5793］に分類される。 

○呉服店；和服小売業；反物小売業；帯小売業；服地小売業；小ぎれ小売業；裏地

小売業；らしゃ小売業 

×丹前小売業［5712］；帆布小売業［6099］ 

 

5712 寝 具 小 売 業 

主として寝具類を小売する事業所をいう。 

○ふとん小売業；毛布小売業；ふとん地小売業；敷布小売業；蚊帳小売業；ふとん

綿小売業；丹前小売業；ナイトガウン小売業；まくら小売業；マットレス小売業；

パジャマ小売業 

×ベッド小売業［6011］；電気毛布小売業［5931］ 

 

572  男子服小売業 

5721 男子服小売業 

主として既製・注文を問わず背広服，学生服，オーバーコートなどの

男子服を小売する事業所をいう。 

ただし，主として個人持ちの材料で衣服の裁縫あるいは衣服の修理を

行う事業所は大分類Ｎ－生活関連サービス業，娯楽業［7931］に分類さ

れる。 

○洋服店；注文服店（材料店持ちのもの）；テーラーショップ；学生服小売業；オー

バーコート小売業；レインコート小売業；ジャンパー小売業；作業服小売業；ズボ

ン小売業 

×注文服店（材料個人持ちのもの）［7931］；ワイシャツ小売業［5793］；運動衣小売

業［6071］ 

 

573  婦人・子供服小売業 

5731 婦人服小売業 

主として既製・注文を問わず婦人服を小売する事業所をいう。 

洋裁店などで，主として個人持ちの材料で衣服の裁縫あるいは衣服の

修理を行う事業所は大分類Ｎ－生活関連サービス業，娯楽業［7931］に

分類される。 

○婦人服小売業；婦人服仕立業；婦人用事務服小売業；洋裁店；レインコート小売

業；毛皮コート小売業；ブティック（婦人服） 

×婦人服仕立業（材料個人持ちのもの）［7931］；白衣小売業［5799］；運動衣小売業



［6071］ 

 

5732 子供服小売業 

主として既製・注文を問わず子供服を小売する事業所をいう。 

○子供服小売業；子供服仕立業；ベビー服小売業 

×子供服仕立業（材料個人持ちのもの）［7931］；運動衣小売業［6071］ 

 

574  靴・履物小売業 

5741 靴 小 売 業 

主として各種の靴類（革製，布製，ゴム製，ビニール製など，材料の

いかんを問わない）を小売する事業所をいう。 

ただし，スポーツ用の靴を小売する事業所は中分類 60［6071］に分類

される。 

靴の小売と修理を兼ねて行う事業所も本分類に含まれる。 

主として中古靴を小売する事業所は中分類 60［6098］に分類される。

専ら，靴の修理を行う事業所は大分類Ｒ－サービス業（他に分類されな

いもの）［9093］に分類される。 

○靴小売業；ゴム靴小売業；合成皮革靴小売業；プラスチック成形靴小売業；布製

靴小売業；地下足袋小売業；靴附属品小売業；注文靴小売業；靴ひも小売業；靴墨

小売業 

×中古靴小売業［6098］；靴修理業（修理専業のもの）［9093］；スポーツ用靴小売業

（スキー靴，スケート靴，登山靴，スパイクシューズなど）［6071］ 

 

5742 履 物 小 売 業（靴を除く） 

主としてげた，草履，スリッパなどを小売する事業所をいう。 

○履物小売業；げた屋；草履小売業；スリッパ小売業；サンダル小売業 

 

579  その他の織物・衣服・身の回り品小売業 

5791 かばん・袋物小売業 

主としてかばん及びハンドバッグ，札入れ，名刺入れなどの袋物を小

売する事業所をいう。 

○かばん小売業；トランク小売業；ハンドバッグ小売業；袋物小売業 

 

5792 下着類小売業 

主として下着類を小売りする事業所をいう。 

○補整着小売業；下着小売業；Ｔシャツ小売業 



 

5793 洋品雑貨・小間物小売業 

主として洋品雑貨及び小間物を小売する事業所をいう。 

○洋品店；装身具小売業（貴金属製を除く）；化粧道具小売業；シャツ小売業；ワイ

シャツ小売業；帽子小売業；ネクタイ小売業；ハンカチーフ小売業；ふろしき小売

業；手ぬぐい小売業；タオル小売業；足袋小売業；靴下小売業；扇子・うちわ小売

業；紋章小売業；ベルト小売業；バックル小売業；裁縫用品小売業 

×かばん・袋物小売業［5791］；装身具小売業（貴金属製のもの）［6095］；補整着小

売業［5792］；下着小売業［5792］；Ｔシャツ小売業［5792］ 

 

5799 他に分類されない織物・衣服・身の回り品小売業 

主として傘，ステッキなど他に分類されない衣服及び身の回り品を小

売する事業所をいう。 

○洋傘小売業；和傘小売業；ステッキ小売業；白衣小売業 

×男子用レインコート小売業［5721］；婦人用レインコート小売業［5731］ 



中分類５８－飲食料品小売業 

 

総 説 

 

この中分類には，主として飲食料品を小売する事業所が分類される。 

ただし，客の注文によって調理をし提供（持ち帰り又は配達）する事業所，仕出屋，ケ

ータリングサービスなどの飲食サービスを提供する事業所は大分類Ｍ－宿泊業，飲食サー

ビス業（中分類 77－持ち帰り・配達飲食サービス業）に分類される。 

 

小分類 細分類 

番 号 番 号 

 

580  管理，補助的経済活動を行う事業所（58 飲食料品小売業） 

5800 主として管理事務を行う本社等 

主として飲食料品小売業の事業所を統括する本社等として，自企業の

経営を推進するための組織全体の管理統括業務，人事・人材育成，総務，

財務・経理，法務，知的財産管理，企画，広報・宣伝，調査・研究開発，

生産・プロジェクト管理，不動産管理，情報システム管理，保有資機材

の管理，仕入・原材料購入，役務・資材調達等の現業以外の業務を行う

事業所をいう。 

○管理事務を行う本社・本所・本店・支社・支所 

 

5808 自 家 用 倉 庫 

飲食料品小売業において，自企業の物品等を保管する事業所をいう。 

○自家用倉庫 

 

5809 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

主として飲食料品小売業における活動を促進するため，同一企業の他

事業所において，輸送，清掃，修理・整備，保安等の支援業務を提供す

る事業所をいう。 

○自家用車庫 

 

581  各種食料品小売業 

5811 各種食料品小売業 



主として各種食料品を一括して一事業所で小売する事業所をいう。 

○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 

主として野菜を小売する事業所をいう。 

○野菜小売業；八百屋 

 

5822 果 実 小 売 業 

主として果実を小売する事業所をいう。 

○果実小売業；果物屋 

×果実缶詰小売業［5899］ 

 

583  食 肉 小 売 業 

5831 食 肉 小 売 業（卵，鳥肉を除く） 

主として食肉及び肉製品を小売する事業所をいう。 

主として鳥肉を小売する事業所は細分類 5832 に分類される。 

○肉屋；獣肉小売業；塩蔵肉小売業；冷凍肉小売業；肉製品小売業；魚肉ハム・ソ

ーセージ小売業 

×鳥肉小売業［5832］ 

 

5832 卵・鳥肉小売業 

主として卵及び鳥肉を小売する事業所をいう。 

○卵小売業；鳥肉小売業 

 

584  鮮 魚 小 売 業 

5841 鮮 魚 小 売 業 

主として各種鮮魚及び貝類を小売する事業所をいう。 

○魚屋；鮮魚小売業；貝類小売業；かき小売業；川魚小売業；食用かえる小売業；

冷凍魚小売業；海藻小売業（生のもの） 

×観賞用鯉小売業［6096］ 

 

585  酒 小 売 業 

5851 酒 小 売 業 

主として酒を小売する事業所をいう。 

○酒屋 



×調味料小売業（塩，味そ，しょう油，食酢，ソース，砂糖，食用油脂，香辛料，

七味とうがらしなど）［5899］ 

 

586  菓子・パン小売業 

5861 菓 子 小 売 業（製造小売） 

主として各種の菓子類，あめ類を製造してその場所で小売する事業所

をいう。 

主としてパン類を製造して小売する事業所は細分類 5863 に分類され

る。 

○洋菓子小売業（製造小売）；和菓子小売業（製造小売）；干菓子小売業（製造小売）；

だ菓子小売業（製造小売）；せんべい小売業（製造小売）；あめ小売業（製造小売）；

ケーキ小売業（製造小売）；まんじゅう小売業（製造小売）；もち小売業（製造小売）；

焼いも屋；甘ぐり小売業；アイスクリーム・アイスキャンデー小売業（製造小売）；

ドーナッツ小売業（製造小売） 

 

5862 菓 子 小 売 業（製造小売でないもの） 

主として各種の菓子類，あめ類を小売する事業所（製造小売を除く）

をいう。 

主としてパン類を小売する事業所は細分類 5863 又は 5864 に分類され

る。 

○洋菓子小売業（製造小売でないもの）；和菓子小売業（製造小売でないもの）；干

菓子小売業（製造小売でないもの）；だ菓子小売業（製造小売でないもの）；せんべ

い小売業（製造小売でないもの）；あめ小売業（製造小売でないもの）；ケーキ小売

業（製造小売でないもの）；まんじゅう小売業（製造小売でないもの）；もち小売業

（製造小売でないもの）；アイスクリーム・アイスキャンデー小売業（製造小売でな

いもの）；ドーナッツ小売業（製造小売でないもの） 

 

5863 パ ン 小 売 業（製造小売） 

主として食パン，コッペパン，菓子パンなど各種のパン類を製造して

その場所で小売する事業所をいう。 

○パン小売業（製造小売） 

×調理パン小売業（サンドイッチ，ハンバーガーなど）［5895］；ハンバーガー店［7691］ 

 

5864 パ ン 小 売 業（製造小売でないもの） 

主として食パン，コッペパン，菓子パンなど各種のパン類を小売する

事業所（製造小売を除く）をいう。 



○パン小売業（製造小売でないもの） 

×調理パン小売業（サンドイッチ，ハンバ－ガ－など）［5895］ 

 

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） 

主として飲食料品を中心とした各種最寄り品をセルフサービス方式で

小売する事業所で，店舗規模が小さく，終日又は長時間営業を行う事業

所をいう。 

○コンビニエンスストア 

×ミニスーパー（衣・食・住にわたって小売するもの）［5699］；よろず屋（衣・食・

住にわたって小売するもの）［5699］ 

 

5892 牛 乳 小 売 業 

主として牛乳を小売する事業所をいう。 

○牛乳小売業；牛乳スタンド 

×乳酸菌飲料小売業［5893］；乳製品小売業（ヨーグルト，バター，チーズなど）

［5899］；アイスクリーム小売業［5861，5862］ 

 

5893 飲 料 小 売 業（別掲を除く） 

主として酒類及び牛乳以外の各種の飲料を小売する事業所をいう。 

○清涼飲料小売業；果汁飲料小売業；ミネラルウォータ小売業；乳酸菌飲料小売業；

茶類飲料小売業 

×牛乳小売業［5892］；牛乳スタンド［5892］；乳製品小売業（ヨーグルト，バター，

チーズなど）［5899］；アイスクリーム小売業［5861，5862］；茶小売業［5894］；酒

屋［5851］ 

 

5894 茶 類 小 売 業 

主として各種の茶（緑茶，紅茶など）及び類似品（ココア，コーヒー

など）を小売する事業所をいう。 

○茶小売業；こぶ茶小売業；コーヒー小売業；ココア小売業；豆茶小売業；麦茶小

売業；紅茶小売業 

×清涼飲料小売業［5893］：茶類飲料小売業［5893］ 

 

5895 料理品小売業 

主として各種の料理品（折詰料理，そう菜など）を小売する事業所を

いう。 



ただし，客の注文によって調理をし提供（持ち帰り又は配達）する事

業所は，大分類Ｍ－宿泊業，飲食サービス業（中分類 77－持ち帰り・配

達飲食サービス業）に分類される。 

○そう（惣）菜屋；折詰小売業；揚物小売業；駅弁売店；調理パン小売業（サンド

イッチ，ハンバ－ガ－など他から仕入れたもの又は作り置きのもの）；おにぎり小売

業；すし小売業（他から仕入れたもの又は作り置きのもの）；煮豆小売業；ハンバー

ガー店（他から仕入れたもの又は作り置きのもの）；持ち帰り弁当屋（他から仕入れ

たもの又は作り置きのもの）；ピザ小売業（他から仕入れたもの又は作り置きのもの） 

×飲食店［76］；すし店（客の注文によって調理するもの）［76］；ハンバーガー店（客

の注文によって調理するもの）［76］；持ち帰り弁当屋（客の注文によって調理する

もの）［77］；ピザ小売業（客の注文によって調理するもの）［77］；仕出し料理・弁

当屋［7721］；ケータリングサービス［7721］；給食センター［7721］ 

 

5896 米穀類小売業 

主として米麦，雑穀及び豆類を小売する事業所をいう。 

○米麦小売業；雑穀小売業；豆類小売業 

 

5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 

主として豆腐，こんにゃく，納豆，漬物，かまぼこ，ちくわなどの加

工食品を小売する事業所をいう。 

○豆腐小売業；こんにゃく小売業；納豆小売業；つくだ煮小売業；漬物小売業；た

い味そ小売業；ちくわ小売業；おでん材料小売業 

×煮豆小売業［5895］；こうや（高野）豆腐小売業［5898］ 

 

5898 乾 物 小 売 業 

主として水産物及び農産物の乾物を小売する事業所をいう。 

○乾物屋；干魚小売業；干ぴょう小売業；ふ（麩）小売業；乾燥野菜小売業；乾燥

果実小売業；こうや（高野）豆腐小売業；干しのり小売業；くん製品小売業；海藻

小売業（乾燥したもの） 

 

5899 他に分類されない飲食料品小売業 

主として他に分類されない飲食料品を小売する事業所をいう。 

○氷小売業；乾めん類小売業；インスタントラーメン小売業；缶詰小売業；夕食材

料宅配業；乳製品小売業（ヨーグルト，バター，チーズなど）；調味料小売業（塩，

味そ，しょう油，食酢，ソース，砂糖，食用油脂，香辛料，七味とうがらしなど） 



中分類５９－機械器具小売業 

 

総 説 

 

この中分類には，主として自動車，自転車，電気機械器具など（それぞれの中古品を含

む）及びその部分品，附属品を小売する事業所が分類される。 

なお，自動車，自転車，電気機械器具の小売と修理を兼ねている事業所も本分類に含ま

れる。 

整備，修理専業の事業所は大分類Ｒ－サービス業（他に分類されないもの）［891，901

～909］に分類される。 

 

小分類 細分類 

番 号 番 号 

 

590  管理，補助的経済活動を行う事業所（59 機械器具小売業） 

5900 主として管理事務を行う本社等 

主として機械器具小売業の事業所を統括する本社等として，自企業の

経営を推進するための組織全体の管理統括業務，人事・人材育成，総務，

財務・経理，法務，知的財産管理，企画，広報・宣伝，調査・研究開発，

生産・プロジェクト管理，不動産管理，情報システム管理，保有資機材

の管理，仕入・原材料購入，役務・資材調達等の現業以外の業務を行う

事業所をいう。 

○管理事務を行う本社・本所・本店・支社・支所 

 

5908 自 家 用 倉 庫 

機械器具小売業において，自企業の物品等を保管する事業所をいう。 

○自家用倉庫 

 

5909 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

主として機械器具小売業における活動を促進するため，同一企業の他

事業所において，輸送，清掃，修理・整備，保安等の支援業務を提供す

る事業所をいう。 

○自家用車庫；自家用修理工場 

 



591  自動車小売業 

5911 自動車（新車）小売業 

主として自動車（新車）を小売する事業所をいう。 

○自動車（新車）小売業 

×二輪自動車小売業［5914］；自動車一般整備業［8911］；自動車部分品・附属品小

売業［5913］ 

 

5912 中古自動車小売業 

主として中古自動車を小売する事業所をいう。 

○中古自動車小売業 

×自動車（新車）小売業［5911］；自動車部分品・附属品小売業［5913］ 

 

5913 自動車部分品・附属品小売業 

主として自動車の部分品及び附属品を小売する事業所をいう。 

○自動車部分品・附属品小売業；自動車タイヤ小売業；カーアクセサリ小売業；カ

ーエアコン小売業；カーステレオ小売業 

×二輪自動車部分品・附属品小売業［5914］ 

 

5914 二輪自動車小売業（原動機付自転車を含む） 

主として二輪自動車（原動機付自転車を含む）及びその部分品，附属

品を小売する事業所をいう。 

○二輪自動車小売業；スクータ小売業；原動機付自転車小売業；二輪自動車部分品・

附属品小売業 

 

592  自転車小売業 

5921 自転車小売業 

主として自転車及びその部分品，附属品を小売する事業所をいう。 

○自転車店；リヤカー小売業；自転車・同部分品・附属品小売業；自転車タイヤ・

チューブ小売業；中古自転車小売業 

×貸自転車業［7051］；自転車修理業（修理専業のもの）［9099］；二輪自動車小売業

［5914］；スクータ小売業［5914］；原動機付自転車小売業［5914］ 

 

593  機械器具小売業（自動車，自転車を除く） 

5931 電気機械器具小売業（中古品を除く） 

主としてテレビジョン受信機，ラジオ受信機，電気冷蔵庫，電熱器，

電気アイロン，電球など各種の家庭用電気機械器具及びその部分品を小



売する事業所をいう。 

○電気機械器具小売業；テレビジョン受信機小売業；電気洗濯機小売業；電気スト

ーブ小売業；電気アイロン小売業；電気冷蔵庫小売業；電気掃除機小売業；電球小

売業；電気音響機械器具小売業（ステレオ，ＭＤコンポなど）；扇風機小売業；電気

医療機械器具小売業；電気井戸ポンプ小売業；ＣＤプレーヤ小売業；ＤＶＤレコー

ダ小売業；ビデオカメラ小売業；録音・録画ディスク小売業（記録されていないも

の）；電話機小売業；電気毛布小売業；ホットカーペット小売業；デジタルカメラ小

売業 

 

5932 電気事務機械器具小売業（中古品を除く） 

主としてタイムレコーダ，パーソナルコンピュータ，プリンターなど

各種の電気事務機械器具及びその部分品・附属品を小売する事業所をい

う。 

○パーソナルコンピュータ小売業；データ保存用ＣＤ・ＤＶＤ小売業（記録されて

いないもの）；パソコンソフト小売業（ゲーム用ソフトを除く） 

×ゲーム用ソフト小売業［6072］ 

 

5933 中古電気製品小売業 

主として中古テレビジョン受信機，中古電気冷蔵庫，中古電気洗濯機

及び中古パーソナルコンピュータなど各種の中古電気製品を小売りする

事業所をいう。 

○中古テレビジョン受信機小売業；中古電気冷蔵庫小売業；中古電気洗濯機小売業；

中古パーソナルコンピュータ小売業 

 

5939 その他の機械器具小売業 

主としてその他の機械器具を小売する事業所をいう。 

○ガス器具小売業；ミシン・編機・同部分品小売業；石油ストーブ小売業；度量衡

器小売業；タイプライタ小売業；金庫小売業；浄水器小売業 



中分類６０－その他の小売業 

 

総 説 

 

この中分類には，主として家具，じゅう器，医療品，化粧品，農耕用品，燃料，書籍，

文房具，時計，楽器，たばこ，中古品などの他に分類されない商品を小売する事業所が分

類される。 

 

小分類 細分類 

番 号 番 号 

 

600  管理，補助的経済活動を行う事業所（60 その他の小売業） 

6000 主として管理事務を行う本社等 

主としてその他の小売業の事業所を統括する本社等として，自企業の

経営を推進するための組織全体の管理統括業務，人事・人材育成，総務，

財務・経理，法務，知的財産管理，企画，広報・宣伝，調査・研究開発，

生産・プロジェクト管理，不動産管理，情報システム管理，保有資機材

の管理，仕入・原材料購入，役務・資材調達等の現業以外の業務を行う

事業所をいう。 

○管理事務を行う本社・本所・本店・支社・支所 

 

6008 自 家 用 倉 庫 

その他の小売業において，自企業の物品等を保管する事業所をいう。 

○自家用倉庫 

 

6009 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

主としてその他の小売業における活動を促進するため，同一企業の他

事業所において，輸送，清掃，修理・整備，保安等の支援業務を提供す

る事業所をいう。 

○自家用車庫；自家用修理工場 

 

601  家具・建具・畳小売業 

6011 家 具 小 売 業 

主として各種の家庭用家具を小売する事業所をいう。 



○家具小売業；洋家具小売業；和家具小売業；いす小売業；机小売業；卓子小売業；

ベッド小売業；つい立小売業；びょうぶ小売業；浴槽小売業；額縁小売業；本箱小

売業；鏡台小売業；じゅうたん小売業；カーテン小売業 

×茶道具小売業［6029］；花器小売業（陶磁器製，ガラス製のものを除く）［6099］；

花器小売業（陶磁器製，ガラス製のもの）［6023］；宗教用具小売業［6014］；マット

レス小売業［5712］；中古家具小売業［6098］；ホットカーペット小売業［5931］ 

 

6012 建 具 小 売 業 

主としてふすま，障子，その他の建具を小売する事業所をいう。 

○建具小売業；木製建具小売業；金属製建具小売業；建具屋 

×表具業［9031］ 

 

6013 畳 小 売 業 

主として畳，ござ，花むしろ類を小売する事業所をいう。 

畳完成品の製造小売と畳の裏返し，畳の修理を兼ねている事業所も本

分類に含まれる。 

ただし，専ら畳の裏返し，畳の修理を行う事業所は大分類Ｒ－サービ

ス業（他に分類されないもの）［9099］に分類される。 

○畳小売業；ござ小売業；花むしろ小売業 

×畳裏返し業（専業のもの）［9099］ 

 

6014 宗教用具小売業 

主として各種の宗教用具を小売する事業所をいう。 

○仏具小売業；神具小売業 

×家具小売業（仏具，神具等宗教用具を除く）［6011］；墓石小売業［6099］ 

 

602  じゅう器小売業 

6021 金 物 小 売 業 

主として家庭用その他各種の金物雑貨などを小売する事業所をいう。 

本分類には，バケツ，じょうろのような板金製品を製造小売する事業

所も含まれる。 

なお，主として農業用機械器具を小売する事業所は小分類 604［6041］

に分類される。 

○金物店；刃物小売業；そり刃小売業；くぎ小売業；ほうろう鉄器小売業；鉄器小

売業；アルミニウム製品小売業；錠前小売業；魔法瓶小売業 

×ポリバケツ小売業［6022］；農業用機械器具小売業［6041］ 



 

6022 荒 物 小 売 業 

主としてほうき，ざる，日用雑貨（荒物を主とするもの），ろうそくな

どあるいはこれらのものを合わせ小売する事業所をいう。 

○荒物屋；日用雑貨小売業（荒物を主とするもの）；ほうき小売業；ざる小売業；は

し小売業；ふるい小売業；たわし小売業；竹かご小売業；バスケット小売業；竹細

工小売業；わら製品小売業；縄小売業；しゅろ細工小売業；ろうそく小売業；マッ

チ小売業；こうり（行李）小売業；ポリバケツ小売業；ガムテープ・荷造ひも小売

業；農業用ビニールシート小売業 

 

6023 陶磁器・ガラス器小売業 

主として各種の陶磁器及びガラス器を小売する事業所をいう。 

○瀬戸物小売業；焼物小売業；土器小売業；陶器小売業；磁器小売業；ガラス器小

売業；食器小売業（陶磁器製，ガラス製のもの）；花器小売業（陶磁器製，ガラス製

のもの） 

×板ガラス小売業［6094］ 

 

6029 他に分類されないじゅう器小売業 

主として他に分類されないじゅう器を小売する事業所をいう。 

○漆器小売業；茶道具小売業；花器小売業（陶磁器製，ガラス製のものを除く）；プ

ラスチック製食器小売業；華道具小売業；貴金属製食器小売業 

×花器小売業（陶磁器製，ガラス製のもの）［6023］ 

 

603  医薬品・化粧品小売業 

6031 ドラッグストア 

主として医薬品，化粧品を中心とした健康及び美容に関する各種の商

品を中心として，家庭用品，加工食品などの最寄り品をセルフサービス

方式によって小売する事業所をいう。 

○ドラッグストア 

×薬局（一般用医薬品を主として対面販売により小売するもの）［6032］；薬局（調

剤を主とするもの）［6033］ 

 

6032 医薬品小売業（調剤薬局を除く） 

主として一般用医薬品及び医療用品を小売する事業所をいう。 

○薬局（一般用医薬品の小売を主とするもの）；薬店；漢方薬小売業；生薬小売業；

薬種小売業 



 

6033 調 剤 薬 局 

主として医師の処方せんに基づき医療用医薬品を調剤し，販売又は授

与する事業所をいう。 

○薬局（調剤を主とするもの）；調剤薬局；ファーマシー（調剤を主とするもの） 

×薬局（一般用医薬品の小売を主とするもの）［6032］；薬店［6032］ 

 

6034 化粧品小売業 

主として化粧品を小売する事業所をいう。 

○化粧品店；香水小売業；香油小売業；おしろい小売業；整髪料小売業；石けん小

売業（化粧，洗顔，薬用のもの）；歯磨小売業；シャンプー小売業；白髪染小売業 

×化粧道具小売業［5793］；合成洗剤小売業［6099］ 

 

604  農耕用品小売業 

6041 農業用機械器具小売業 

主として農業用機械器具を小売する事業所をいう。 

○農業用機械器具小売業；すき・くわ・かま小売業；鳥獣害防除器具小売業；畜産

用機器小売業；養蚕用機器小売業；耕うん機小売業；ハンドトラクタ小売業；コン

バイン小売業 

 

6042 苗・種子小売業 

主として苗及び種子を小売する事業所をいう。苗及び種子を栽培して

販売するものは大分類Ａ－農業，林業［01，02］に分類される。 

○種苗小売業；苗木小売業；種子小売業 

×果樹苗木栽培業［0119］；林木種子採取業［0299］；花・植木小売業［6093］ 

 

6043 肥料・飼料小売業 

主として肥料，農薬及び飼料を小売する事業所をいう。 

○肥料小売業（化学肥料，有機質肥料，複合肥料など）；飼料小売業；農薬小売業；

園芸用土小売業 

×ペットフード小売業［6096］ 

 

605  燃 料 小 売 業 

6051 ガソリンスタンド 

計量器付の給油ポンプを備え，主として自動車その他の燃料用ガソリ

ン，軽油及び液化石油ガス（ＬＰＧ）を小売する事業所をいう。 



○ガソリンスタンド；給油所；液化石油ガス（ＬＰＧ）スタンド 

 

6052 燃 料 小 売 業（ガソリンスタンドを除く） 

主として灯油，プロパンガス，石炭，まきなどの燃料を小売する事業

所をいう。 

○薪炭小売業；練炭小売業；豆炭小売業；石炭小売業；プロパンガス小売業；灯油

小売業 

 

606  書籍・文房具小売業 

6061 書籍・雑誌小売業（古本を除く） 

主として書籍及び雑誌を小売する事業所をいう。 

主として書籍，雑誌を賃貸する事業所は大分類Ｋ－不動産業，物品賃

貸業［7099］に分類される。 

○書店；洋書取次店；楽譜小売業 

×貸本屋［7099］；古本屋［6062］；教育用磁気テープ小売業［6099］ 

 

6062 古 本 小 売 業 

主として古書籍，古雑誌などの古本を小売りする事業所をいう。 

○古本屋；古書籍小売業；古雑誌小売業 

×貸本屋［7099］ 

 

6063 新 聞 小 売 業 

主として新聞を小売する事業所をいう。 

○新聞販売店；新聞取次店 

 

6064 紙・文房具小売業 

主として紙，紙製品及び文房具を小売する事業所をいう。 

○洋紙小売業；板紙小売業；和紙小売業；ふすま紙小売業；障子紙小売業；帳簿類

小売業；ノート小売業；万年筆小売業；鉛筆小売業；ペン小売業；インキ小売業；

すずり小売業；筆小売業；朱肉小売業；製図用具小売業；そろばん小売業；手工材

料小売業；絵画用品小売業（水彩絵具，毛筆，パレット，画架など） 

 

607  スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 

6071 スポーツ用品小売業 

主として各種のスポーツ用品を小売する事業所をいう。 

主としてがん具を小売する事業所は細分類 6072 に分類される。 



○運動具小売業；スポーツ用品小売業；ゴルフ用品小売業；釣具小売業；狩猟用具

小売業；スポーツ用靴小売業（スキー靴，スケ－ト靴，登山靴，スパイクシューズ

など）；運動衣小売業（野球用ユニホーム，剣道着，柔道着など）；ジェットスキー

小売業；サーフボード小売業；登山用品小売業（登山ザック，登山用テントなど） 

×おもちゃ小売業［6072］ 

 

6072 がん具・娯楽用品小売業 

主としてがん具及び娯楽用品を小売する事業所をいう。 

○おもちゃ屋；人形小売業；模型がん具小売業；教育がん具小売業；羽子板小売業；

娯楽用品小売業（囲碁，将棋，マ－ジャン，トランプ，花札，かるたなど）；テレビ

ゲーム機小売業；ゲーム用ソフト小売業 

 

6073 楽 器 小 売 業 

主として各種の楽器及びレコードを小売する事業所をいう。 

○洋楽器小売業；ピアノ小売業；和楽器小売業；三味線小売業；レコード・ミュー

ジックテープ小売業；コンパクトディスク小売業（音楽用のもの） 

×電気音響機械器具小売業（ステレオ，ＭＤコンポなど）［5931］；コンパクトディ

スク小売業（音楽用以外のもの）［6099］ 

 

608  写真機・時計・眼鏡小売業 

6081 写真機・写真材料小売業 

主として写真機及び写真材料を小売する事業所をいう。 

主としてフィルム現像，焼付，引伸を行う事業所は大分類Ｎ－生活関

連サービス業，娯楽業［7993］に分類される。 

○写真機小売業；撮影機小売業；映写機小売業；写真感光材料小売業；写真フィル

ム小売業 

×フィルム現像・焼付業［7993］；ＤＰＥ取次業［7993］；デジタルカメラ小売業［5931］ 

 

6082 時計・眼鏡・光学機械小売業 

主として時計，眼鏡及び光学機械並びに附属品を小売する事業所をい

う。 

専ら時計，眼鏡及び光学機械並びに附属品の修理を行う事業所は大分

類Ｒ－サービス業（他に分類されないもの）［90］に分類される。 

○時計屋；眼鏡小売業；コンタクトレンズ小売業；双眼鏡小売業；望遠鏡小売業 

×時計修理業［9092］；眼鏡修理業［9099］；光学機械修理業［9011］ 

 



609  他に分類されない小売業 

6091 ホームセンター 

主として住まいの手入れ改善にかかる商品を中心に，家庭用品，園芸

用品，電気機械器具，家具・収納用品，建築材料などの住関連商品を総

合的，系統的に品揃えし，セルフサービス方式により小売りする事業所

で，店舗規模が大きい事業所をいう。 

○ホームセンター 

×ワンプライスショップ（販売する商品によって分類される）［6091 を除く 56～60］；

ディスカウントショップ（販売する商品によって分類される）［6091 を除く 56～60］；

ドラッグストア［6031］；コンビニエンスストア（飲食料品を中心とするもの）［5891］ 

 

6092 たばこ・喫煙具専門小売業 

専らたばこ及び喫煙具を小売する事業所をいう。 

なお，たばこ及び喫煙具の小売と他の商品の小売を兼ねている事業所

については，他の商品によって分類される。 

○たばこ・喫煙具専門小売店 

 

6093 花・植木小売業 

主として花及び植木を小売する事業所をいう。 

主として造花を小売する事業所は細分類 6099 に分類される。 

○花屋；切花小売業；フローリスト；植木小売業；盆栽小売業 

×造花小売業［6099］；苗木小売業［6042］ 

 

6094 建築材料小売業 

主として木材，セメント，板ガラスなどの建築材料を小売する事業所

をいう。 

○木材小売業；セメント小売業；板ガラス小売業；ブロック小売業；プラスチック

建材小売業 

×金物小売業（くぎ，ボルトなど）［6021］ 

 

6095 ジュエリー製品小売業 

主として金・銀加工製品及び宝石類を小売する事業所をいう。 

ただし，貴金属製食器を小売する事業所は小分類 602［6029］に分類

される。 

○宝石小売業；金製品小売業；銀製品小売業；白金製品小売業；装身具小売業（貴

金属製のもの） 



×金・銀・白金地金小売業［6099］；装身具小売業（貴金属製を除く）［5793］；貴金

属製食器小売業［6029］ 

 

6096 ペット・ペット用品小売業 

主として犬，猫，小鳥，熱帯魚などのペット及びペットフード，ペッ

ト用品を小売する事業所をいう。 

○ペットショップ；愛がん用動物小売業；観賞用魚小売業；ペットフード小売業 

 

6097 骨とう品小売業 

主として骨とう品を小売する事業所をいう。 

○骨とう品小売業 

 

6098 中古品小売業（骨とう品を除く） 

主として中古の衣服，家具，楽器，運動用品，靴など他に分類されな

い中古品を小売する事業所をいう。 

○中古衣服小売業；古道具小売業；中古家具小売業；古建具小売業；古楽器小売業；

古写真機小売業；古運動具小売業；中古靴小売業；古レコード小売業；中古ＣＤ小

売業；中古ゲーム用ソフト小売業；リサイクルショップ（中古電気製品小売業，古

本屋を除く） 

×くず物回収業［5369］；中古自動車小売業［5912］；中古自転車小売業［5921］；中

古電気機械器具小売業［5933］；中古電気事務機械器具小売業［5933］；古本屋［6062］；

中古荷車小売業［6099］；絵画小売業［6099］；古切手・古銭小売業［6099］ 

 

6099 他に分類されないその他の小売業 

主として他に分類されないその他の商品を小売する事業所をいう。 

○美術品小売業（骨とう品を除く）；名刺小売業；印章小売業；印判小売業；帆布小

売業；造花小売業；標本小売業；旗ざお・物干しざお小売業；碑石・墓石小売業；

石工業（個人の注文によって彫刻，仕上げを行い販売するもの）；荷車小売業（中古

品を含む）；古切手小売業；郵趣品（記念切手類・同収集品）小売業；古銭小売業；

教育用磁気テープ小売業；合成洗剤小売業；石けん小売業（化粧，洗顔，薬用以外

のもの）；コンパクトディスク小売業（音楽用以外のもの）；絵画小売業；金・銀・

白金地金小売業；録画テープ小売業（記録済みのもの） 

×装身具小売業（貴金属製を除く）［5793］；装身具小売業（貴金属製のもの）［6095］；

石けん小売業（化粧，洗顔，薬用のもの）［6034］ 



中分類６１－無店舗小売業 

 

総 説 

 

この中分類には，店舗を持たず，カタログや新聞・雑誌・テレビジョン・ラジオ・イン

ターネット等で広告を行い，通信手段によって個人からの注文を受け商品を販売する事業

所，家庭等を訪問し個人への物品販売又は販売契約をする事業所，自動販売機によって物

品を販売する事業所及びその他の店舗を持たない小売事業所が分類される。 

ただし，店舗を持つ小売事業所がインターネット等による通信販売又は自動販売機によ

る販売を併せて行う場合及び露天販売又は自動車等の移動販売により小売する事業所は，

取り扱う商品の種類により中分類５６～６０に分類される。 

なお，製品を製造する事業所が店舗を持たず通信販売により小売している場合は，大分

類Ｅ－製造業に分類される。 

 

小分類 細分類 

番 号 番 号 

 

610  管理，補助的経済活動を行う事業所（61 無店舗小売業） 

6100 主として管理事務を行う本社等 

主として無店舗小売業の事業所を統括する本社等として，自企業の経

営を推進するための組織全体の管理統括業務，人事・人材育成，総務，

財務・経理，法務，知的財産管理，企画，広報・宣伝，調査・研究開発，

生産・プロジェクト管理，不動産管理，情報システム管理，保有資機材

の管理，仕入・原材料購入，役務・資材調達等の現業以外の業務を行う

事業所をいう。 

○管理事務を行う本社・本所・本店・支社・支所 

 

6108 自 家 用 倉 庫 

無店舗小売業において，自企業の物品等を保管する事業所をいう。 

○自家用倉庫 

 

6109 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

主として無店舗小売業における活動を促進するため，同一企業の他事

業所において，輸送，清掃，修理・整備，保安等の支援業務を提供する



事業所をいう。 

○自家用車庫；自家用修理工場 

 

611  通信販売・訪問販売小売業 

6111 無店舗小売業（各種商品小売） 

無店舗により衣，食，住にわたる各種の商品を小売する事業所で，そ

の事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業

所をいう。 

ただし，店舗により衣，食，住にわたる各種の商品を小売する事業所

は中分類 56［561 又は 569］に，衣，食，住にわたらない無店舗の小売

事業所は細分類 6112～6119 に分類される。 

○カタログ販売小売業（衣，食，住にわたって小売するもの）；インターネット販売

小売業（衣，食，住にわたって小売するもの） 

×百貨店［5611］；総合スーパー［5611］ 

 

6112 無店舗小売業（織物・衣服・身の回り品小売） 

無店舗により，呉服，服地，衣服，靴，帽子，洋品雑貨，小間物など

を小売する事業所をいう。 

ただし，店舗によるものは中分類 57 に分類される。 

○衣服カタログ販売小売業；下着カタログ販売小売業；衣服・靴インターネット販

売小売業 

×呉服・服地小売業（店舗によるもの）［5711］；婦人服小売業（店舗によるもの）

［5731］；靴小売業（店舗によるもの）［5741］ 

 

6113 無店舗小売業（飲食料品小売） 

無店舗により，飲食料品を小売する事業所をいう。 

ただし，店舗によるものは中分類 58 に分類される。 

○飲食料品カタログ販売小売業；飲食料品インターネット販売小売業；栄養補助食

品（サプリメント）インターネット販売小売業 

×酒小売業（店舗によるもの）［5851］；食肉小売業（店舗によるもの）［5831，5832］；

菓子・パン小売業（店舗によるもの）［586］ 

 

6114 無店舗小売業（機械器具小売） 

無店舗により，自動車（中古を含む），自転車（中古を含む）及び家庭

用機械器具並びにそれぞれの部分品，附属品を小売する事業所をいう。 

ただし，店舗によるものは中分類 59 に分類される。 



○自動車カタログ販売小売業；自動車インターネット販売小売業；カーアクセサリ

小売業（無店舗のもの）；家電インターネット販売小売業 

×自動車小売業（店舗によるもの）［5911，5912］；カーアクセサリ小売業（店舗に

よるもの）［5913］ 

 

6119 無店舗小売業（その他の小売） 

無店舗により，家具，じゅう器，化粧品，書籍，文房具，時計，楽器，

スポーツ用品など他に分類されないその他の商品を小売する事業所をい

う。 

ただし，店舗によるものは中分類 60 に分類される。 

○家具カタログ販売小売業；医薬品配置小売業；化粧品インターネット販売小売業；

化粧品訪問販売小売業；書籍・文房具インターネット販売小売業；スポーツ用品イ

ンターネット販売小売業；がん具インターネット販売小売業 

×栄養補助食品（サプリメント）インターネット販売小売業［6113］；家具小売業（店

舗によるもの）［6011］；薬局・薬店（調剤薬局を除く）（店舗によるもの）［6032］；

ペット小売業（店舗によるもの）［6096］ 

 

612  自動販売機による小売業 

6121 自動販売機による小売業 

店舗を持たず，自動販売機により衣料品，飲食料品，がん具などを小

売する事業所をいう。 

ただし，店舗を持つ小売事業所の自動販売機による販売は，店舗によ

るものに含め，取り扱う商品により中分類 56～60 に分類する。 

○自動販売機による小売業（飲料）；自動販売機による小売業（食料品）；自動販売

機による小売業（たばこ）；自動販売機による小売業（雑誌）；自動販売機による小

売業（衣料品）；自動販売機による小売業（スポーツ用品）；自動販売機による小売

業（がん具） 

 

619  その他の無店舗小売業 

6199 その他の無店舗小売業 

他に分類されないその他の無店舗により小売する事業所をいう。 

○他に分類されないその他の無店舗小売業 
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