
＜第11回改定＞ ＜第12回改定＞

大分類　Ｆ－製造業 大分類　Ｅ－製造業

　09　食料品製造業 　09　食料品製造業

○ 　　090　管理，補助的経済活動を行う事業所（09 食
　　　　料品製造業）

○ 　　　0900　主として管理事務を行う本社等

○ 　　　0909　その他の管理，補助的経済活動を行う事
　　　　　　業所

　　091　畜産食料品製造業 　　091　畜産食料品製造業

× 　　　0911　肉製品製造業 ○ 　　　0911　部分肉・冷凍肉製造業
（新0911,0912へ） （旧0911の一部から）

○ 　　　0912　肉加工品製造業
（旧0911の一部から）

× 　　　0912　乳製品製造業 ○ 　　　0913　処理牛乳・乳飲料製造業
（新0913,0914へ） （旧0912の一部から）

○ 　　　0914　乳製品製造業（処理牛乳，乳飲料を除く）
（旧0912の一部から）

　　　0919　その他の畜産食料品製造業 　　　0919　その他の畜産食料品製造業

　　092　水産食料品製造業　（略） 　　092　水産食料品製造業　（略）

　　093　野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品 　　093　野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品
　　　　製造業　（略） 　　　　製造業　（略）

　　094　調味料製造業 　　094　調味料製造業

　　　0941　味そ製造業 　　　0941　味そ製造業

　　　0942　しょう油・食用アミノ酸製造業 　　　0942　しょう油・食用アミノ酸製造業

× 　　　0943　うま味調味料製造業
（新0949へ）

　　　0944  ソース製造業 　　　0943  ソース製造業

　　　0945　食酢製造業 　　　0944　食酢製造業

× 　　　0949　その他の調味料製造業 ○ 　　　0949　その他の調味料製造業
（新0949へ） （旧0943,0949から）

　　095　糖類製造業　（略） 　　095　糖類製造業　（略）

　　096　精穀・製粉業 　　096　精穀・製粉業

× 　　　0961　精米業 ○ 　　　0961　精米・精麦業
（新0961へ） （旧0961,0962から）

× 　　　0962　精麦業
（新0961へ）

　　　0963　小麦粉製造業 　　　0962　小麦粉製造業

　　　0969　その他の精穀・製粉業 　　　0969　その他の精穀・製粉業

　　097　パン・菓子製造業　（略） 　　097　パン・菓子製造業　（略）

　　098　動植物油脂製造業 　　098　動植物油脂製造業

× 　　　0981　植物油脂製造業 ○ 　　　0981　動植物油脂製造業（食用油脂加工業を
（新0981へ） 　　　　　　除く）

× 　　　0982　動物油脂製造業 （旧0981,0982から）
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（新0981へ）

　　　0983　食用油脂加工業 　　　0982　食用油脂加工業

　　099　その他の食料品製造業 　　099　その他の食料品製造業

　　　0991　でんぷん製造業 　　　0991　でんぷん製造業

　　　0992　めん類製造業 　　　0992　めん類製造業

　　　0993　豆腐・油揚製造業 　　　0993　豆腐・油揚製造業

　　　0994　あん類製造業 　　　0994　あん類製造業

　　　0995　冷凍調理食品製造業 　　　0995　冷凍調理食品製造業

　　　0996　そう（惣）菜製造業 　　　0996　そう（惣）菜製造業

× 　　　0999　他に分類されない食料品製造業 ○ 　　　0997　すし・弁当・調理パン製造業
（新0997,0998,0999へ） （旧0999の一部）

○ 　　　0998　レトルト食品製造業
（旧0999の一部）

○ 　　　0999　他に分類されない食料品製造業
（旧0999の一部）

　10　飲料・たばこ・飼料製造業 　10　飲料・たばこ・飼料製造業

○ 　　100　管理，補助的経済活動を行う事業所（10 飲
　　　　料・たばこ・飼料製造業）

○ 　　　1000　主として管理事務を行う本社等

○ 　　　1009　その他の管理，補助的経済活動を行う事
　　　　　　業所

　　101　清涼飲料製造業　（略） 　　101　清涼飲料製造業　（略）

　　102　酒類製造業 　　102　酒類製造業

　　　1021　果実酒製造業 　　　1021　果実酒製造業

× 　　　1022　ビール製造業 ○ 　　　1022　ビール類製造業
（新1022へ） （旧1022,1024の一部から）

　　　1023　清酒製造業 　　　1023　清酒製造業

× 　　　1024　蒸留酒・混成酒製造業 ○ 　　　1024　蒸留酒・混成酒製造業
（新1022,1024へ） （旧1024の一部から）

　　103　茶・コーヒー製造業 （名） 　　103　茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く）

　　　1031　製茶業 　　　1031　製茶業

　　　1032　コーヒー製造業 　　　1032　コーヒー製造業

　　104　製氷業 　　104　製氷業
　　       ～ 　　　　　　　　　　　　　　（略） 　　       ～　　 　　　　　　　　　　　　（略）
　　106　飼料・有機質肥料製造業 　　106　飼料・有機質肥料製造業

× 　11　繊維工業（衣服，その他の繊維製品を除く） ○ 　11　繊維工業

○ 　　110　管理，補助的経済活動を行う事業所（11 繊
　　　　維工業）

旧22の一部から

旧17の一部から

旧12から
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○ 　　　1100　主として管理事務を行う本社等

○ 　　　1109　その他の管理，補助的経済活動を行う事
　　　　　　業所

× 　　111　製糸業 ○ 　　111　製糸業，紡績業，化学繊維・ねん糸等製造業

　　　1111　製糸業 　　　1111　製糸業

○ 　　　1112　化学繊維製造業
（旧174から）

　　　1113　炭素繊維製造業
（旧2262から）

× 　　112　紡績業

　　　1121　綿紡績業 　　　1114　綿紡績業

　　　1122　化学繊維紡績業 　　　1115　化学繊維紡績業

　　　1123　毛紡績業 　　　1116　毛紡績業

× 　　　1129　その他の紡績業
（新1119へ）

× 　　113　ねん糸製造業

　　　1131　ねん糸製造業（かさ高加工糸製造業 （名） 　　　1117　ねん糸製造業（かさ高加工糸を除く）
　　　　　　を除く）

　　　1132　かさ高加工糸製造業 　　　1118　かさ高加工糸製造業

○ 　　　1119　その他の紡績業
（旧1129から）

× 　　114　織物業 ○ 　　112　織物業

　　　1141　綿・スフ織物業 　　　1121　綿・スフ織物業

　　　1142　絹・人絹織物業 　　　1122　絹・人絹織物業

　　　1143　毛織物業 　　　1123　毛織物業

　　　1144　麻織物業 　　　1124　麻織物業

　　　1125　細幅織物業
（旧1185から）

　　　1149　その他の織物業 　　　1129　その他の織物業

　　115　ニット生地製造業　（略） 　　113　ニット生地製造業　（略）

　　116　染色整理業　（略） 　　114　染色整理業　（略）

× 　　117　綱・網製造業 ○ 　　115　綱・網・レース・繊維粗製品製造業

　　　1171　綱製造業 　　　1151　綱製造業

　　　1172　漁網製造業 　　　1152　漁網製造業

　　　1179　その他の網地製造業 （名） 　　　1153　網地製造業（漁網を除く）

× 　　118　レース・繊維雑品製造業

× 　　　1181　刺しゅうレース製造業 ○ 　　　1154　レース製造業
（新1154へ） （旧1181,1182,1183,1189の一部から）

 226の一部から

  174から

旧118の一部から

新112へ
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× 　　　1182　編レース製造業
（新1154へ）

× 　　　1183　ボビンレース製造業
（新1154へ）

　　　1184　組ひも製造業 　　　1155　組ひも製造業

　　　1185　細幅織物業
（新1125へ）

× 　　　1189　その他のレース・繊維雑品製造業
（新1154,1159へ）

× 　　119　その他の繊維工業

　　　1191　整毛業 　　　1156　整毛業

× 　　　1192　製綿業
（新1159へ）

　　　1193　フェルト・不織布製造業 　　　1157　フェルト・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
（新1193へ）

　　　1195　上塗りした織物・防水した織物製造業 　　　1158　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
（新1198へ）

× 　　　1199　他に分類されない繊維工業 ○ 　　　1159　その他の繊維粗製品製造業
（新1159へ） （旧1189の一部,1192,1199から）

× 　12　衣服・その他の繊維製品製造業

× 　　121　織物製（不織布製及びレース製を含む）外衣 ○ 　　116　外衣・シャツ製造業（和式を除く）
　　　　　・シャツ製造業（和式を除く）

　　　1211　成人男子・少年服製造業 （名） 　　　1161　織物製成人男子・少年服製造業（不織布
　　　　　　製及びレース製を含む）

　　　1212　成人女子・少女服製造業 （名） 　　　1162　織物製成人女子・少女服製造業（不織布
　　　　　　製及びレース製を含む）

　　　1213　乳幼児服製造業 （名） 　　　1163　織物製乳幼児服製造業（不織布及びレー
　　　　　　ス製を含む）

　　　1214　シャツ製造業（下着を除く） （名） 　　　1164　織物製シャツ製造業（不織布及びレース
　　　　　　製を含み，下着を除く）

× 　　　1215　事務用・作業用・衛生用・スポーツ用 ○ 　　　1165　織物製事務用・作業用・衛生用・スポーツ
　　　　　　衣服製造業 　　　　　　用衣服・学校服製造業（不織布製及びレー

（新1165へ） 　　　　　　ス製を含む）
× 　　　1216　学校服製造業 （旧1215,1216から）

（新1165へ）

× 　　122　ニット製外衣・シャツ製造業

　　　1221　ニット製外衣（アウターシャツ類，セーター （名） 　　　1166　ニット製外衣製造業（アウターシャツ類，
　　　　　　類などを除く）製造業 　　　　　　セーター類などを除く）

　　　1222　ニット製アウターシャツ類製造業 　　　1167　ニット製アウターシャツ類製造業

　　　1223　セーター類製造業 　　　1168　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 （名） 　　　1169　その他の外衣・シャツ製造業

　　123　下着類製造業 　　117　下着類製造業

新11へ

新119へ
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　　　1231　織物製下着製造業 　　　1171　織物製下着製造業

　　　1232　ニット製下着製造業 　　　1172　ニット製下着製造業

× 　　　1233　織物製寝着類製造業 ○ 　　　1173　織物製・ニット製寝着類製造業
（新1173へ） （旧1233,1234から）

× 　　　1234　ニット製寝着類製造業
（新1173へ）

　　　1235　補整着製造業 　　　1174　補整着製造業

× 　　124　和装製品・足袋製造業 ○ 　　118　和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品
　　　　　製造業

× 　　　1241　和装製品製造業 ○ 　　　1181　和装製品製造業（足袋を含む）
（新1181へ） （旧1241,1242から）

× 　　　1242　足袋製造業
（新1181へ）

× 　　125　その他の衣服・繊維製身の回り品製造業

　　　1251　ネクタイ製造業 　　　1182　ネクタイ製造業

× 　　　1252　スカーフ・マフラー製造業 ○ 　　　1183　スカーフ・マフラー・ハンカチーフ製造業
（新1183へ） （旧1252,1253から）

× 　　　1253　ハンカチーフ製造業
（新1183へ）

　　　1254　靴下製造業 　　　1184　靴下製造業

　　　1255　手袋製造業 　　　1185　手袋製造業

　　　1256　帽子製造業（帽体を含む） 　　　1186　帽子製造業（帽体を含む）

× 　　　1257　毛皮製衣服・身の回り品製造業
（新1189へ）

× 　　　1259　他に分類されない衣服・繊維製 ○ 　　　1189　他に分類されない衣服・繊維製
　　　　　　身の回り品製造業 　　　　　　身の回り品製造業

（新1189へ） （旧1257,1259から）

× 　　129　その他の繊維製品製造業 ○ 　　119　その他の繊維製品製造業

　　　1291　寝具製造業 　　　1191　寝具製造業

　　　1292　毛布製造業 　　　1192　毛布製造業

　　　1193　じゅうたん・その他の繊維製床敷物製造業
（旧1194から）

　　　1293　帆布製品製造業 　　　1194　帆布製品製造業

　　　1294　繊維製袋製造業 　　　1195　繊維製袋製造業

　　　1295　刺しゅう業 　　　1196　刺しゅう業

　　　1296　タオル製造業 　　　1197　タオル製造業

　　　1198　繊維製衛生材料製造業
（旧1196から）

　　　1299　他に分類されない繊維製品製造業 　　　1199　他に分類されない繊維製品製造業

× 　13　木材・木製品製造業（家具を除く） ○ 　12　木材・木製品製造業（家具を除く）

○ 　　120　管理，補助的経済活動を行う事業所（12 木
　　　　材・木製品製造業）

旧119の一部から

旧15の一部から
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○ 　　　1200　主として管理事務を行う本社等

○ 　　　1209　その他の管理，補助的経済活動を行う事
　　　　　　業所

　　131　製材業，木製品製造業 　　121　製材業，木製品製造業

　　　1311　一般製材業 　　　1211　一般製材業

　　　1312　単板（ベニヤ板）製造業 （名） 　　　1212　単板（ベニヤ）製造業

　　　1313　床板製造業 　　　1213　床板製造業

　　　1314　木材チップ製造業 　　　1214　木材チップ製造業

　　　1319　他に分類されない特殊製材業 （名） 　　　1219　その他の特殊製材業

× 　　132　造作材・合板・建築用組立材料製造業 ○ 　　122　造作材・合板・建築用組立材料製造業

　　　1321　造作材製造業（建具を除く） 　　　1221　造作材製造業（建具を除く）

　　　1322　合板製造業 　　　1222　合板製造業

　　　1323　集成材製造業 　　　1223　集成材製造業

　　　1324　建築用木製組立材料製造業 　　　1224　建築用木製組立材料製造業

　　　1325　パーティクルボード製造業 　　　1225　パーティクルボード製造業

　　　1226　繊維板製造業
（旧1592から）

　　　1326　銘板・銘木製造業 （名） 　　　1227　銘木製造業

　　133　木製容器製造業（竹，とうを含む） 　　123　木製容器製造業（竹，とうを含む）

　　　1331　竹・とう・きりゅう等容器製造業 　　　1231　竹・とう・きりゅう等容器製造業

× 　　　1332　折箱製造業 ○ 　　　1232　木箱製造業
（新1232へ） （旧1332,1333から）

× 　　　1333　木箱製造業 (折箱を除く）
（新1232へ）

× 　　　1334　たる製造業 ○ 　　　1233　たる・おけ製造業
（新1233へ） （旧1334,1335から）

× 　　　1335　おけ製造業
（新1233へ）

　　139　その他の木製品製造業 (竹，とうを含む) 　　129　その他の木製品製造業 (竹，とうを含む)

　　　1391　木材薬品処理業 　　　1291　木材薬品処理業

× 　　　1392　靴型等製造業
（新1299へ）

　　　1393　コルク加工基礎資材・コルク製品製造業 　　　1292　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 ○ 　　　1299　他に分類されない木製品製造業
　　　 　　　(竹，とうを含む） 　　　 　　　(竹，とうを含む）

（新1299へ） （旧1392,1399から）

　14　家具・装備品製造業 　13　家具・装備品製造業

旧159の一部から
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○ 　　130　管理，補助的経済活動を行う事業所（13 家
　　　　具・装備品製造業）

○ 　　　1300　主として管理事務を行う本社等

○ 　　　1309　その他の管理，補助的経済活動を行う事
　　　　　　業所

　　141　家具製造業 　　131　家具製造業
　　       ～　　　　　　（略） 　　       ～　　　　　　（略）
　　143　建具製造業 　　133　建具製造業

　　149　その他の家具・装備品製造業 　　139　その他の家具・装備品製造業

　　　1491　事務所用・店舗用装備品製造業 　　　1391　事務所用・店舗用装備品製造業

× 　　　1492　窓用・扉用日よけ製造業 ○ 　　　1392　窓用・扉用日よけ，日本びょうぶ等製造業
（新1392へ） （旧1492,1493から）

× 　　　1493　日本びょうぶ・衣こう・すだれ製造業
（新1392へ）

　　　1494　鏡縁・額縁製造業 　　　1393　鏡縁・額縁製造業

　　　1499　他に分類されない家具・装備品製造業 　　　1399　他に分類されない家具・装備品製造業

× 　15　パルプ・紙・紙加工品製造業 ○ 　14　パルプ・紙・紙加工品製造業

○ 　　140　管理，補助的経済活動を行う事業所（14 パ
　　　　ルプ・紙・紙加工品製造業）

○ 　　　1400　主として管理事務を行う本社等

○ 　　　1409　その他の管理，補助的経済活動を行う事
　　　　　　業所

　　151　パルプ製造業　（略） 　　141　パルプ製造業　（略）

　　152　紙製造業　（略） 　　142　紙製造業　（略）

　　153　加工紙製造業 　　143　加工紙製造業

　　　1531　塗工紙製造業 （名） 　　　1431　塗工紙製造業（印刷用紙を除く）

　　　1532　段ボール製造業 　　　1432　段ボール製造業

　　　1533　壁紙・ふすま紙製造業 　　　1433　壁紙・ふすま紙製造業

　　154　紙製品製造業 　　144　紙製品製造業

× 　　　1541　事務用紙製品製造業 ○ 　　　1441　事務用・学用紙製品製造業
（新1441へ） （旧1541,1542から）

× 　　　1542　学用紙製品製造業
（新1441へ）

　　　1543　日用紙製品製造業 　　　1442　日用紙製品製造業

　　　1549　その他の紙製品製造業 　　　1449　その他の紙製品製造業

　　155　紙製容器製造業　（略） 　　145　紙製容器製造業　（略）

× 　　159　その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 ○ 　　149　その他のパルプ・紙・紙加工品製造業

新122へ

新12へ
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× 　　　1591　セロファン製造業
（新1499へ）

　　　1592　繊維板製造業
（新1226へ）

× 　　　1593　紙製衛生材料製造業
（新1499へ）

× 　　　1599　他に分類されないパルプ・紙・紙加工品 ○ 　　　1499　その他のパルプ・紙・紙加工品製造業
　　　　　　製造業 （旧1591,1593,1599から）

（新1499へ）

　16　印刷・同関連業 　15　印刷・同関連業

○ 　　150　管理，補助的経済活動を行う事業所（15 印
　　　　刷・同関連業）

○ 　　　1500　主として管理事務を行う本社等

○ 　　　1509　その他の管理，補助的経済活動を行う事
　　　　　　業所

　　161　印刷業 　　151　印刷業

× 　　　1611　印刷業 ○ 　　　1511　オフセット印刷業（紙に対するもの）
（新1511,1512,1513へ） （旧1611の一部から）

○ 　　　1512　オフセット印刷以外の印刷業（紙に対す
　　　　　　るもの）

（旧1611の一部から）

○ 　　　1513　紙以外の印刷業
（旧1611の一部から）

　　162　製版業 　　152　製版業
　　       ～　　　　　　　　　　　　（略） 　　       ～　　　 　　　　　　　　（略）
　　169　印刷関連サービス業 　　159　印刷関連サービス業

× 　17　化学工業 ○ 　16　化学工業

○ 　　160　管理，補助的経済活動を行う事業所（16 化
　　　　学工業）

○ 　　　1600　主として管理事務を行う本社等

○ 　　　1609　その他の管理，補助的経済活動を行う事
　　　　　　業所

　　171　化学肥料製造業 　　161　化学肥料製造業
　　       ～　　　　　　　　　　　　　　　（略） 　　       ～　　　　　　　　　　　　　　　（略）

　　173　有機化学工業製品製造業 　　163　有機化学工業製品製造業

× 　　174　化学繊維製造業

× 　　　1741　レーヨン・アセテート製造業
（新1112へ）

× 　　　1742　合成繊維製造業
（新1112へ）

　　175　油脂加工製品・石けん・合成洗剤・ 　　164　油脂加工製品・石けん・合成洗剤・
　　　　界面活性剤・塗料製造業 　　　　界面活性剤・塗料製造業
　　       ～　　　　　　　　　　　　　（略） 　　       ～　　　　　　    　　　　　（略）
　　179　その他の化学工業 　　169　その他の化学工業

　18　石油製品・石炭製品製造業 　17　石油製品・石炭製品製造業

新11へ

新111へ
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○ 　　170　管理，補助的経済活動を行う事業所（17 石
　　　　油製品・石炭製品製造業）

○ 　　　1700　主として管理事務を行う本社等

○ 　　　1709　その他の管理，補助的経済活動を行う事
　　　　　　業所

　　181　石油精製業　（略） 　　171　石油精製業　（略）

　　182　潤滑油・グリース製造業（石油精製業に 　　172　潤滑油・グリース製造業（石油精製業に
　　　　よらないもの） 　　　　よらないもの）

× 　　　1821　潤滑油製造業 ○ 　　　1721　潤滑油・グリース製造業（石油精製業に
（新1721へ） 　　　　　　　よらないもの）

× 　　　1822　グリース製造業 （旧1821,1822から）

（新1721へ）

　　183　コークス製造業　（略） 　　173　コークス製造業　（略）

　　184　舗装材料製造業　（略） 　　174　舗装材料製造業　（略）

　　189　その他の石油製品・石炭製品製造業 　　179　その他の石油製品・石炭製品製造業

× 　　　1891　練炭・豆炭製造業
（新1799へ）

× 　　　1899　他に分類されない石油製品・石炭製品製 ○ 　　　1799　その他の石油製品・石炭製品製造業
　　　　　　造業 （旧1891,1899から）

（新1799へ）

　19　プラスチック製品製造業（別掲を除く） 　18　プラスチック製品製造業（別掲を除く）

○ 　　180　管理，補助的経済活動を行う事業所（18 プ
　　　　ラスチック製品製造業）

○ 　　　1800　主として管理事務を行う本社等

○ 　　　1809　その他の管理，補助的経済活動を行う事
　　　　　　業所

　　191　プラスチック板・棒・管・継手・異形 　　181　プラスチック板・棒・管・継手・異形
　　　　押出製品製造業　（略） 　　　　押出製品製造業　（略）

　　192　プラスチックフィルム・シート・床材・ 　　182　プラスチックフィルム・シート・床材・
　　　　合成皮革製造業　（略） 　　　　合成皮革製造業　（略）

　　193　工業用プラスチック製品製造業 　　183　工業用プラスチック製品製造業

× 　　　1931　工業用プラスチック製品製造業（加工業を ○ 　　　1831　電気機械器具用プラスチック製品製造業
　　　　　　除く） 　　　　　　（加工業を除く）

（新1831,1832,1833へ） （旧1931の一部から）

○ 　　　1832　輸送機械器具用プラスチック製品製造業
　　　　　　（加工業を除く）

（旧1931の一部から）

○ 　　　1833　その他の工業用プラスチック製品製造業
　　　　　　（加工業を除く）

（旧1931の一部から）

　　　1932　工業用プラスチック製品加工業 　　　1834　工業用プラスチック製品加工業
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　　194　発泡・強化プラスチック製品製造業 　　184　発泡・強化プラスチック製品製造業
　　       ～ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（略） 　　       ～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（略）
　　199　その他のプラスチック製品製造業 　　189　その他のプラスチック製品製造業

　20　ゴム製品製造業 　19　ゴム製品製造業

○ 　　190　管理，補助的経済活動を行う事業所（19 ゴ
　　　　ム製品製造業）

○ 　　　1900　主として管理事務を行う本社等

○ 　　　1909　その他の管理，補助的経済活動を行う事
　　　　　　業所

　　201　タイヤ・チューブ製造業 　　191　タイヤ・チューブ製造業

　　　2011　自動車タイヤ・チューブ製造業 　　　1911　自動車タイヤ・チューブ製造業

　　　2012　自転車タイヤ・チューブ製造業 （名） 　　　1919　その他のタイヤ・チューブ製造業

　　202　ゴム製・プラスチック製履物・同附属 　　192　ゴム製・プラスチック製履物・同附属
　　　　品製造業 　　　　品製造業
　　       ～　　　　　　　　　　　　　　　　（略） 　　       ～　　　　　　　　　　　　　　　　（略）
　　209　その他のゴム製品製造業 　　199　その他のゴム製品製造業

　21　なめし革・同製品・毛皮製造業 　20　なめし革・同製品・毛皮製造業

○ 　　200　管理，補助的経済活動を行う事業所（20 な
　　　　めし革・同製品・毛皮製造業）

○ 　　　2000　主として管理事務を行う本社等

○ 　　　2009　その他の管理，補助的経済活動を行う事
　　　　　　業所

　　211　なめし革製造業 　　201　なめし革製造業
　　       ～　　　　　　　　　　　　　　　　　　（略） 　　       ～　　　　　　　　　　　　　　　　　（略）
　　219　その他のなめし革製品製造業 　　209　その他のなめし革製品製造業

× 　22　窯業・土石製品製造業 ○ 　21　窯業・土石製品製造業

○ 　　210　管理，補助的経済活動を行う事業所（21 窯
　　　　業・土石製品製造業）

○ 　　　2100　主として管理事務を行う本社等

○ 　　　2109　その他の管理，補助的経済活動を行う事
　　　　　　業所

　　221　ガラス・同製品製造業　（略） 　　211　ガラス・同製品製造業　（略）

　　222　セメント・同製品製造業　（略） 　　212　セメント・同製品製造業　（略）

　　223　建設用粘土製品製造業（陶磁器製を除く) 　　213　建設用粘土製品製造業（陶磁器製を除く)

　　　2231　粘土かわら製造業 　　　2131　粘土かわら製造業

　　　2232　普通れんが製造業 　　　2132　普通れんが製造業

新11へ
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× 　　　2233　陶管製造業 ○ 　　　2139　その他の建設用粘土製品製造業
（新2139へ） （旧2233,2239から）

× 　　　2239　その他の建設用粘土製品製造業
（新2139へ）

　　224　陶磁器・同関連製品製造業　（略） 　　214　陶磁器・同関連製品製造業　（略）

　　225　耐火物製造業　（略） 　　215　耐火物製造業　（略）

× 　　226　炭素・黒鉛製品製造業 ○ 　　216　炭素・黒鉛製品製造業

　　　2261　炭素質電極製造業 　　　2161　炭素質電極製造業

　　　2262　炭素繊維製造業
（新1113へ）

　　　2269　その他の炭素・黒鉛製品製造業 　　　2169　その他の炭素・黒鉛製品製造業

　　227　研磨材・同製品製造業　（略） 　　217　研磨材・同製品製造業　（略）

× 　　228　骨材・石工品等製造業 ○ 　　218　骨材・石工品等製造業

　　　2281　砕石製造業 　　　2181　砕石製造業

○ 　　　2182　再生骨材製造業
（旧2299の一部から）

　　　2282　人工骨材製造業 　　　2183　人工骨材製造業

　　　2283　石工品製造業 　　　2184　石工品製造業

　　　2284　けいそう土・同製品製造業 　　　2185　けいそう土・同製品製造業

　　　2285　鉱物・土石粉砕等処理業 　　　2186　鉱物・土石粉砕等処理業

× 　　229　その他の窯業・土石製品製造業 ○ 　　219　その他の窯業・土石製品製造業

× 　　　2291　ほうろう鉄器製造業
（新2199へ）

× 　　　2292　七宝製品製造業
（新2199へ）

× 　　　2293　人造宝石製造業
（新2199へ）

　　　2294　ロックウール・同製品製造業 　　　2191　ロックウール・同製品製造業

× 　　　2295　石綿製品製造業
（新2199へ）

　　　2296　石こう（膏）製品製造業 　　　2192　石こう（膏）製品製造業

　　　2297　石灰製造業 　　　2193　石灰製造業

　　　2298　鋳型製造業（中子を含む） 　　　2194　鋳型製造業（中子を含む）

× 　　　2299　他に分類されない窯業・土石製品製造業 ○ 　　　2199　他に分類されない窯業・土石製品製造業
（新2182,2199へ） （旧2291,2292,2293,2295,2299の一部から）

　23　鉄鋼業 　22　鉄鋼業

○ 　　220　管理，補助的経済活動を行う事業所（22 鉄
　　　　鋼業）

○ 　　　2200　主として管理事務を行う本社等

新111へ
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○ 　　　2209　その他の管理，補助的経済活動を行う事
　　　　　　業所

　　231　製鉄業　（略） 　　221　製鉄業　（略）

　　232　製鋼・製鋼圧延業 　　222　製鋼・製鋼圧延業

　　　2321　製鋼・製鋼圧延業（転炉，電気炉を含む） （名） 　　　2221　製鋼・製鋼圧延業

　　233　製鋼を行わない鋼材製造業（表面処理鋼材 　　223　製鋼を行わない鋼材製造業（表面処理鋼材
　　　　を除く）　（略） 　　　　を除く）　（略）

　　234　表面処理鋼材製造業 　　224　表面処理鋼材製造業

　　　2341　亜鉛鉄板製造業 　　　2241　亜鉛鉄板製造業

× 　　　2342　めっき鋼管製造業 ○ 　　　2249　その他の表面処理鋼材製造業
（新2249へ） （旧2342,2349から）

× 　　　2349　その他の表面処理鋼材製造業
（新2249へ）

　　235　鉄素形材製造業　（略） 　　225　鉄素形材製造業　（略）

　　239　その他の鉄鋼業　（略） 　　229　その他の鉄鋼業　（略）

　24　非鉄金属製造業 　23　非鉄金属製造業

○ 　　230　管理，補助的経済活動を行う事業所（23 非
　　　　鉄金属製造業）

○ 　　　2300　主として管理事務を行う本社等

○ 　　　2309　その他の管理，補助的経済活動を行う事
　　　　　　業所

　　241　非鉄金属第１次製錬・精製業 　　231　非鉄金属第１次製錬・精製業

　　　2411　銅第１次製錬・精製業 　　　2311　銅第１次製錬・精製業

　　　2412　亜鉛第１次製錬・精製業 　　　2312　亜鉛第１次製錬・精製業

× 　　　2413　アルミニウム第１次製錬・精製業 ○ 　　　2319　その他の非鉄金属第１次製錬・精製業
（新2319へ） （旧2413,2419から）

× 　　　2419　その他の非鉄金属第１次製錬・精製業
（新2319へ）

　　242　非鉄金属第２次製錬・精製業（非鉄金属合金 　　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） 　　　　製造業を含む）

　　　2421　鉛第２次製錬・精製業（鉛合金製造業を 　　　2321　鉛第２次製錬・精製業（鉛合金製造業を
　　　　　　含む) 　　　　　　含む)

× 　　　2422　亜鉛第２次製錬・精製業（亜鉛合金製造業
　　　　　　を含む)

（新2329へ）

　　　2423　アルミニウム第２次製錬・精製業（アルミ 　　　2322　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） 　　　　　　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 ○ 　　　2329　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） 　　　　　　鉄金属合金製造業を含む）

（新2329へ） （旧2422,2429から）
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　　243　非鉄金属・同合金圧延業（抽伸，押出 　　233　非鉄金属・同合金圧延業（抽伸，押出
　　　　しを含む） 　　　　しを含む）
　　       ～　　　　　　　　　　　　　　　（略） 　　       ～　　　　　　　　　　　　　　　（略）
　　249　その他の非鉄金属製造業 　　239　その他の非鉄金属製造業

　25　金属製品製造業 　24　金属製品製造業

○ 　　240　管理，補助的経済活動を行う事業所（24 金
　　　　属製品製造業）

○ 　　　2400　主として管理事務を行う本社等

○ 　　　2409　その他の管理，補助的経済活動を行う事
　　　　　　業所

　　251　ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造 　　241　ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造
　　　　業　（略） 　　　　業　（略）

　　252　洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 　　242　洋食器・刃物・手道具・金物類製造業

　　　2521　洋食器製造業 　　　2421　洋食器製造業

　　　2522　機械刃物製造業 　　　2422　機械刃物製造業

　　　2523　利器工匠具・手道具製造業（やすり, 　　　2423　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） 　　　　　　のこぎり, 食卓用刃物を除く）

× 　　　2524　作業工具製造業（やすりを除く） ○ 　　　2424　作業工具製造業
（新2424へ） （旧2524,2525から）

× 　　　2525　やすり製造業
（新2424へ）

　　　2526　手引のこぎり・のこ刃製造業 　　　2425　手引のこぎり・のこ刃製造業

　　　2527　農業用器具製造業（農業用機械を除く） 　　　2426　農業用器具製造業（農業用機械を除く）

　　　2529　その他の金物類製造業 　　　2429　その他の金物類製造業

　　253　暖房装置・配管工事用附属品製造業　（略） 　　243　暖房装置・配管工事用附属品製造業　（略）

　　254　建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業 　　244　建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業
　　　　　を含む) 　　　　　を含む)

× 　　　2541　建設用金属製品製造業 ○ 　　　2441　鉄骨製造業
（新2441,2442へ） （旧2541の一部から）

○ 　　　2442　建設用金属製品製造業（鉄骨を除く）
（旧2541の一部から）

× 　　　2542　建築用金属製品製造業（建築用金物を ○ 　　　2443　金属製サッシ・ドア製造業
　　　　　　除く） （旧2542の一部から）

（新2443,2444,2445へ） ○ 　　　2444　鉄骨系プレハブ住宅製造業
（旧2542の一部から）

○ 　　　2445　建築用金属製品製造業（サッシ，ドア，
　　　　　　建築用金物を除く）

（旧2542の一部から）

　　　2543　製缶板金業 　　　2446　製缶板金業

　　255　金属素形材製品製造業 　　245　金属素形材製品製造業
　　       ～　　　　　　　　　　　　　　　（略） 　　       ～　　　　　　　　　　　　　　　（略）
　　259　その他の金属製品製造業 　　249　その他の金属製品製造業
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× 　26　一般機械器具製造業 ○ 　25　はん用機械器具製造業
（新25,26,27へ） （旧26の一部から）

○ 　　250　管理，補助的経済活動を行う事業所（25 は
　　　　ん用機械器具製造業）

○ 　　　2500　主として管理事務を行う本社等

○ 　　　2509　その他の管理，補助的経済活動を行う事
　　　　　　業所

　　261　ボイラ・原動機製造業 　　251　ボイラ・原動機製造業
（新251へ） （旧261から）

　　　2611　ボイラ製造業 　　　2511　ボイラ製造業
（新2511へ） （旧2611から）

　　　2612　蒸気機関・タービン・水力タービン製造業 　　　2512　蒸気機関・タービン・水力タービン製造業
　　　　　　（舶用を除く） 　　　　　　（舶用を除く）

（新2512へ） （旧2612から）

　　　2613　はん用内燃機関製造業 　　　2513　はん用内燃機関製造業
（新2513へ） （旧2613から）

　　　2619　その他の原動機製造業 　　　2519　その他の原動機製造業
（新2519へ） （旧2619から）

　　262　農業用機械製造業（農業用器具を除く）
（新261へ）

　　　2621　農業用機械製造業（農業用器具を除く）
（新2611へ）

　　263　建設機械・鉱山機械製造業
（新262へ）

　　　2631　建設機械・鉱山機械製造業
（新2621へ）

　　264　金属加工機械製造業
（新266へ）

　　　2641　金属工作機械製造業
（新2661へ）

　　　2642　金属加工機械製造業（金属工作機械を除
　　　　　　　く）

（新2662へ）

　　　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, 金型を除く）

（新2663へ）

　　　2644　機械工具製造業（粉末や金業を除く）
（新2664へ）

　　265　繊維機械製造業
（新263へ）

　　　2651　化学繊維機械・紡績機械製造業
（新2631へ）

　　　2652　製織機械・編組機械製造業
（新2632へ）

　　　2653　染色整理仕上機械製造業
（新2633へ）

　　　2654　繊維機械部分品・取付具・附属品製造業
（新2634へ）

　　　2655　縫製機械製造業
（新2635へ）

× 　　266　特殊産業用機械製造業
（新264,265,267,269へ）

　　　2661　食品機械・同装置製造業
（新2641へ）

　　　2662　木材加工機械製造業
（新2642へ）

　　　2663　パルプ装置・製紙機械製造業
（新2643へ）

旧32の一
部から
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　　　2664　印刷・製本・紙工機械製造業
（新2644へ）

　　　2665　鋳造装置製造業
（新2651へ）

　　　2666　プラスチック加工機械・同附属装置製造業
（新2653へ）

× 　　　2667　半導体製造装置製造業
（新2671,2672へ）

　　　2668　真空装置・真空機器製造業
（新2693へ）

　　　2669　その他の特殊産業用機械製造業
（新2699へ）

× 　　267　一般産業用機械・装置製造業 ○ 　　252　ポンプ・圧縮機器製造業
（新252,253,259,265へ） （旧267の一部から）

　　　2671　ポンプ・同装置製造業 　　　2521　ポンプ・同装置製造業
（新2521へ） （旧2671から）

　　　2672　空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機製造業 　　　2522　空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機製造業
（新2522へ） （旧2672から）

　　　2523　油圧・空圧機器製造業
（旧2677から）

○ 　　253　一般産業用機械・装置製造業
（旧267の一部,268の一部から）

　　　2531　動力伝道装置製造業（玉軸受，ころ軸受
　　　　　　を除く）

（旧2675から）

× 　　　2673　エレベータ・エスカレータ製造業 ○ 　　　2532　エレベータ・エスカレータ製造業
（新2532へ） （旧2673,2689の一部から）

　　　2674　荷役運搬設備製造業 （名） 　　　2533　物流運搬設備製造業
（新2533へ） （旧2674から）

　　　2675　動力伝導装置製造業（玉軸受, ころ軸受
　　　　　　　を除く）

（新2531へ）

　　　2676　工業窯炉製造業 　　　2534　工業窯炉製造業
（新2534へ） （旧2676から）

　　　2535　冷凍機・温湿調整装置製造業
（旧2682から）

　　　2677　油圧・空圧機器製造業
（新2523へ）

　　　2678　化学機械・同装置製造業
（新2652へ）

○ 　　259　その他のはん用機械・同部分品製造業
（旧267の一部,269の一部から）

　　　2591　消火器具・消火装置製造業
（旧2691から）

　　　2592　弁・同附属品製造業
（旧2692から）

　　　2593　パイプ加工・パイプ附属品加工業
（旧2693から）

　　　2594　玉軸受・ころ軸受製造業
（旧2694から）

　　　2595　ピストンリング製造業
（旧2695から）

　　　2679　その他の一般産業用機械・装置製造業 （名） 　　　2596　他に分類されないはん用機械・装置製造業
（新2596へ） （旧2679から）

　　　2599　各種機械・同部分品製造修理業
　　　　　　（注文製造・修理）

（旧2699から）

× 　　268　事務用・サービス用・民生用機械器具
　　　　　製造業

（新253,271,272へ）

× 　　　2681　事務用機械器具製造業
（新2711,2719へ）
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　　　2682　冷凍機・温湿調整装置製造業
（新2535へ）

　　　2683　娯楽機械製造業
（新2722へ）

　　　2684　自動販売機製造業
（新2723へ）

× 　　　2689　その他の事務用・サービス用・民生用機械
　　　　　　　器具製造業

（新2532,2721,2729へ）

× 　　269　その他の機械・同部分品製造業
（新259,264,269へ）

　　　2691　消火器具・消火装置製造業
（新2591へ）

　　　2692　弁・同附属品製造業
（新2592へ）

　　　2693　パイプ加工・パイプ附属品加工業
（新2593へ）

　　　2694　玉軸受・ころ軸受製造業
（新2594へ）

　　　2695　ピストンリング製造業
（新2595へ）

× 　　　2696　金型・同部分品・附属品製造業
（新2691,2692へ）

　　　2697　包装・荷造機械製造業
(新2645へ）

　　　2698　産業用ロボット製造業
（新2694へ）

　　　2699　各種機械・同部分品製造修理業（注文
　　　　　　　製造・修理)

（新2599へ）

○ 　26　生産用機械器具製造業
（旧26の一部から）

○ 　　260　管理，補助的経済活動を行う事業所（26 生
　　　　産用機械器具製造業）

○ 　　　2600　主として管理事務を行う本社等

○ 　　　2609　その他の管理，補助的経済活動を行う事
　　　　　　業所

　　261　農業用機械製造業（農業用器具を除く）
（旧262から）

　　　2611　農業用機械製造業（農業用器具を除く）
（旧2621から）

　　262　建設機械・鉱山機械製造業
（旧263から）

　　　2621　建設機械・鉱山機械製造業
（旧2631から）

　　263　繊維機械製造業
（旧265から）

　　　2631　化学繊維機械・紡績機械製造業
（旧2651から）

　　　2632　製織機械・編組機械製造業
（旧2652から）

　　　2633　染色整理仕上機械製造業
（旧2653から）

　　　2634　繊維機械部分品・取付具・附属品製造業
（旧2654から）

　　　2635　縫製機械製造業
（旧2655から）
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○ 　　264　生活関連産業用機械製造業
（旧266の一部,269の一部から）

　　　2641　食品機械・同装置製造業
（旧2661から）

　　　2642　木材加工機械製造業
（旧2662から）

　　　2643　パルプ装置・製紙機械製造業
（旧2663から）

　　　2644　印刷・製本・紙工機械製造業
（旧2664から）

　　　2645　包装・荷造機械製造業
（旧2697から）

○ 　　265　基礎素材産業用機械製造業
（旧266の一部,267の一部から）

　　　2651　鋳造装置製造業
（旧2665から）

　　　2652　化学機械・同装置製造業
（旧2678から）

　　　2653　プラスチック加工機械・同附属装置製造業
（旧2666から）

　　266　金属加工機械製造業
（旧264から）

　　　2661　金属工作機械製造業
（旧2641から）

　　　2662　金属加工機械製造業（金属工作機械を除
　　　　　　　く）

（旧2642から）

　　　2663　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, 金型を除く）

（旧2643から）

　　　2664　機械工具製造業（粉末や金業を除く）
（旧2644から）

○ 　　267　半導体・フラットパネルディスプレイ製造
　　　　装置製造業

（旧266の一部から）

○ 　　　2671　半導体製造装置製造業
（旧2667の一部から）

○ 　　　2672　フラットパネルディスプレイ製造装置製造業
（旧2667の一部から）

○ 　　269　その他の生産用機械・同部分品製造業
（旧266の一部,269の一部から）

○ 　　　2691　金属用金型・同部分品・附属品製造業
（旧2696の一部から）

○ 　　　2692　非金属用金型・同部分品・附属品製造業
（旧2696の一部から）

　　　2693　真空装置・真空機器製造業
（旧2668から）

（名） 　　　2694　ロボット製造業
（旧2698から）

（名） 　　　2699　他に分類されない生産用機械・同部分品
　　　　　　製造業

（旧2669から）

○ 　27　業務用機械器具製造業
（旧26の一部,31の一部,32の一部から）

○ 　　270　管理，補助的経済活動を行う事業所（27 業
　　　　務用機械器具製造業）

○ 　　　2700　主として管理事務を行う本社等

○ 　　　2709　その他の管理，補助的経済活動を行う事
　　　　　　業所
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○ 　　271　事務用機械器具製造業
（旧268の一部から）

○ 　　　2711　複写機製造業
（旧2681の一部から）

○ 　　　2719　その他の事務用機械器具製造業
（旧2681の一部から）

○ 　　272　サービス用・娯楽用機械器具製造業
（旧268の一部から）

○ 　　　2721　サービス用機械器具製造業
（旧2689の一部から）

（名） 　　　2722　娯楽用機械製造業
（旧2683から）

　　　2723　自動販売機製造業
（旧2684から）

○ 　　　2729　その他のサービス用・娯楽用機械器具
　　　　　　製造業

（旧2689の一部から）

× 　31　精密機械器具製造業
（新27,32へ）

× 　　311　計量器・測定器・分析機器・試験機製造業 ○ 　　273　計量器・測定器・分析機器・試験機・測量
（新273へ） 　　　　機械器具・理化学機械器具製造業

（旧311,312,314から）

× 　　　3111　一般長さ計製造業
（新2739へ）

　　　3112　体積計製造業 　　　2731　体積計製造業
（新2731へ） （旧3112から）

　　　3113　はかり製造業 　　　2732　はかり製造業
（新2732へ） （旧3113から）

　　　3114　圧力計・流量計・液面計等製造業 　　　2733　圧力計・流量計・液面計等製造業
（新2733へ） （旧3114から）

　　　3115　精密測定器製造業 　　　2734　精密測定器製造業
（新2734へ） （旧3115から）

　　　3116　分析機器製造業 　　　2735　分析機器製造業
（新2735へ） （旧3116から）

　　　3117　試験機製造業 　　　2736　試験機製造業
（新2736へ） （旧3117から）

× 　　　3119　その他の計量器・測定器・分析機器・
　　　　　　試験機製造業

（新2739へ）

× 　　312　測量機械器具製造業
（新273へ）

　　　3121　測量機械器具製造業 　　　2737　測量機械器具製造業
（新2737へ） （旧3121から）

　　313　医療用機械器具・医療用品製造業
（新274へ）

　　　3131　医療用機械器具製造業
（新2741へ）

　　　3132　歯科用機械器具製造業
（新2742へ）

× 　　　3133　動物用医療機械器具製造業
（新2743へ）

× 　　　3134　医療用品製造業
（新2743へ）

　　　3135　歯科材料製造業
（新2744へ）

× 　　314　理化学機械器具製造業
（新273へ）

　　　3141　理化学機械器具製造業 　　　2738　理化学機械器具製造業
（新2738へ） （旧3141から）
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○ 　　　2739　その他の計量器・測定器・分析機器・試験
　　　　　　機・測量機械器具・理化学機械器具製造業

（旧3111,3119から）

　　274　医療用機械器具・医療用品製造業
（旧313から）

　　　2741　医療用機械器具製造業
（旧3131から）

　　　2742　歯科用機械器具製造業
（旧3132から）

○ 　　　2743　医療用品製造業 （動物用医療機械
　　　　　　器具を含む）

（旧3133,3134から）

　　　2744　歯科材料製造業
（旧3135から）

　　315　光学機械器具・レンズ製造業 　　275　光学機械器具・レンズ製造業
（新275へ） （旧315から）

　　　3151　顕微鏡・望遠鏡等製造業 　　　2751　顕微鏡・望遠鏡等製造業
（新2751へ） （旧3151から）

× 　　　3152　写真機・同附属品製造業 ○ 　　　2752　写真機・映画用機械・同附属品製造業
（新2752へ） （旧3152,3153から）

× 　　　3153　映画用機械・同附属品製造業
（新2752へ）

　　　3154　光学機械用レンズ・プリズム製造業 　　　2753　光学機械用レンズ・プリズム製造業
（新2753へ） （旧3154から）

× 　　316　眼鏡製造業（枠を含む)

　　　3161　眼鏡製造業（枠を含む)
（新3297へ）

　　317　時計・同部分品製造業

× 　　　3171　時計・同部分品製造業（時計側を除く）
（新3231へ）

× 　　　3172　時計側製造業
（新3231へ）

　　276　武器製造業
（旧328から）

　　　2761　武器製造業
（旧3281から）

× 　29　電子部品・デバイス製造業 ○ 　28　電子部品・デバイス・電子回路製造業

○ 　　280　管理，補助的経済活動を行う事業所（28 電
　　　　子部品・デバイス・電子回路製造業）

○ 　　　2800　主として管理事務を行う本社等

○ 　　　2809　その他の管理，補助的経済活動を行う事
　　　　　　業所

× 　　291　電子部品・デバイス製造業 ○ 　　281　電子デバイス製造業

　　　2911　電子管製造業 　　　2811　電子管製造業

× 　　　2912　半導体素子製造業 ○ 　　　2812　光電変換素子製造業
（新2812,2813へ） （旧2912の一部から）

○ 　　　2813　半導体素子製造業（光電変換素子を除く）
（旧2912の一部から）

　　　2913　集積回路製造業 　　　2814　集積回路製造業

○ 　　　2815　液晶パネル・フラットパネル製造業
（旧2919の一部から）

新329へ

新323へ

旧27の一部から
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○ 　　282　電子部品製造業

　　　2914　抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品 　　　2821　抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品
　　　　　　製造業 　　　　　　製造業

　　　2915　音響部品・磁気ヘッド・小形モータ製造業 　　　2822　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 　　　2823　コネクタ・スイッチ・リレー製造業

○ 　　283　記録メディア製造業

○ 　　　2831　半導体メモリメディア製造業
（旧2919の一部から）

（名） 　　　2832　光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ
　　　　　　製造業

（旧2793から）

　　　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

（新2851へ）

○ 　　284　電子回路製造業

× 　　　2918　プリント回路製造業 ○ 　　　2841　電子回路基板製造業
（新2841,2842へ） （旧2918の一部から）

○ 　　　2842　電子回路実装基板製造業
（旧2918の一部から）

○ 　　285　ユニット部品製造業

（名） 　　　2851　電源ユニット・高周波ユニット・コントロール
　　　　　　ユニット製造業

（旧2917から）

○ 　　　2859　その他のユニット部品製造業
（旧2919の一部から）

○ 　　289　その他の電子部品・デバイス・電子回路製
　　　　造業

× 　　　2919　その他の電子部品製造業 ○ 　　　2899　その他の電子部品・デバイス・電子回路
（新2815,2831,2859,2899へ） 　　　　　　製造業

（旧2919の一部から）

× 　27　電気機械器具製造業 ○ 　29　電気機械器具製造業

○ 　　290　管理，補助的経済活動を行う事業所（29 電
　　　　気機械器具製造業）

○ 　　　2900　主として管理事務を行う本社等

○ 　　　2909　その他の管理，補助的経済活動を行う事
　　　　　　業所

× 　　271　発電用・送電用・配電用・産業用電気機械 ○ 　　291　発電用・送電用・配電用電気機械器具
　　　　　器具製造業 　　　　　製造業

　　　2711　発電機・電動機・その他の回転電気機械 　　　2911　発電機・電動機・その他の回転電気機械
　　　　　　製造業 　　　　　　製造業

　　　2712　変圧器類製造業（電子機器用を除く) 　　　2912　変圧器類製造業（電子機器用を除く)

× 　　　2713　開閉装置・配電盤・電力制御装置 ○ 　　　2913　電力開閉装置製造業
　　　　　　製造業 （旧2713の一部から）

（新2913,2914へ） ○ 　　　2914　配電盤・電力制御装置製造業
（旧2713の一部から）

新30へ

新28へ

旧279
の一部
から
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　　　2714　配線器具・配線附属品製造業 　　　2915　配線器具・配線附属品製造業

○ 　　292　産業用電気機械器具製造業

　　　2715　電気溶接機製造業 　　　2921　電気溶接機製造業

　　　2716　内燃機関電装品製造業 　　　2922　内燃機関電装品製造業

　　　2719　その他の産業用電気機械器具製造業 　　　2929　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） 　　　　　　（車両用,船舶用を含む）

　　272　民生用電気機械器具製造業　（略） 　　293　民生用電気機械器具製造業　（略）

　　273　電球・電気照明器具製造業　（略） 　　294　電球・電気照明器具製造業　（略）

○ 　　295　電池製造業

　　　2951　蓄電池製造業
（旧2791から）

　　　2952　一次電池（乾電池，湿電池）製造業
（旧2792から）

× 　　274　電子応用装置製造業 ○ 　　296　電子応用装置製造業

　　　2741　Ｘ線装置製造業 　　　2961　Ｘ線装置製造業

× 　　　2742　ビデオ機器製造業
（新3021,3022へ）

　　　2743　医療用電子応用装置製造業 　　　2962　医療用電子応用装置製造業

　　　2749　その他の電子応用装置製造業 　　　2969　その他の電子応用装置製造業

　　275　電気計測器製造業　（略） 　　297　電気計測器製造業　（略）

× 　　279　その他の電気機械器具製造業 ○ 　　299　その他の電気機械器具製造業

　　　2791　蓄電池製造業
（新2951へ）

　　　2792　一次電池（乾電池, 湿電池）製造業
（新2952へ）

　　　2793　磁気テープ・磁気ディスク製造業
（新2832へ）

　　　2799　他に分類されない電気機械器具製造業 （名） 　　　2999　その他の電気機械器具製造業

× 　28　情報通信機械器具製造業 ○ 　30　情報通信機械器具製造業

○ 　　300　管理，補助的経済活動を行う事業所（30 情
　　　　報通信機械器具製造業）

○ 　　　3000　主として管理事務を行う本社等

○ 　　　3009　その他の管理，補助的経済活動を行う事
　　　　　　業所

× 　　281　通信機械器具・同関連機械器具製造業 ○ 　　301　通信機械器具・同関連機械器具製造業

　　　2811　有線通信機械器具製造業 　　　3011　有線通信機械器具製造業

× 　　　2812　無線通信機械器具製造業 ○ 　　　3012　携帯電話機・ＰＨＳ電話機製造業
（新3012,3013へ） （旧2812の一部から）

○ 　　　3013　無線通信機械器具製造業
（旧2812の一部から）

新283へ

新302へ

旧27の一部から
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　　　2813　ラジオ受信機・テレビジョン受信機製造業 　　　3014　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
（新3023へ）

　　　2815　交通信号保安装置製造業 　　　3015　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 　　　3019　その他の通信機械器具・同関連機械器具
　　　　　　製造業 　　　　　　製造業

○ 　　302　映像・音響機械器具製造業

○ 　　　3021　ビデオ機器製造業
（旧2742の一部から）

○ 　　　3022　デジタルカメラ製造業
（旧2742の一部から）

　　　3023　電気音響機械器具製造業
（旧2814から）

　　282　電子計算機・同附属装置製造業 　　303　電子計算機・同附属装置製造業

　　　2821　電子計算機製造業（パーソナルコンピュー （名） 　　　3031　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） 　　　　　　 タを除く）

　　　2822　パーソナルコンピュータ製造業 　　　3032　パーソナルコンピュータ製造業

　　　2823　記憶装置製造業 （名） 　　　3033　外部記憶装置製造業

　　　2824　印刷装置製造業 　　　3034　印刷装置製造業

○ 　　　3035　表示装置製造業
（旧2829の一部から）

× 　　　2829　その他の附属装置製造業 ○ 　　　3039　その他の附属装置製造業
（新3035,3039へ） （旧2829の一部から）

　30　輸送用機械器具製造業 　31　輸送用機械器具製造業

○ 　　310　管理，補助的経済活動を行う事業所（31 輸
　　　　送用機械器具製造業）

○ 　　　3100　主として管理事務を行う本社等

○ 　　　3109　その他の管理，補助的経済活動を行う事
　　　　　　業所

　　301　自動車・同附属品製造業 　　311　自動車・同附属品製造業
　　       ～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（略） 　　       ～　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　（略）
　　309　その他の輸送用機械器具製造業 　　319　その他の輸送用機械器具製造業

× 　32　その他の製造業 ○ 　32　その他の製造業

○ 　　320　管理，補助的経済活動を行う事業所（32 そ
　　　　の他の製造業）

○ 　　　3200　主として管理事務を行う本社等

○ 　　　3209　その他の管理，補助的経済活動を行う事
　　　　　　業所

　　321　貴金属・宝石製品製造業　（略） 　　321　貴金属・宝石製品製造業　（略）

旧274の
一部から

旧31の
一部から

新27へ
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　　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)

　　　3221　装身具・装飾品製造業（貴金属・宝石製を
　　　　　　除く）

（旧3251から）

　　　3222　造花・装飾用羽毛製造業
（旧3252から）

　　　3223　ボタン製造業
（旧3253から）

　　　3224　針・ピン・ホック・スナップ・同関連品製造業
（旧3254から）

○ 　　　3229　その他の装身具・装飾品製造業
（旧3255から）

　　323　時計・同部分品製造業

○ 　　　3231　時計・同部分品製造業
（旧3171,3172から）

　　322　楽器製造業 　　324　楽器製造業

　　　3221　ピアノ製造業 　　　3241　ピアノ製造業

× 　　　3222　ギター製造業
（新3249へ）

× 　　　3229　その他の楽器・楽器部品・同材料製造業 ○ 　　　3249　その他の楽器・楽器部品・同材料製造業
（新3249へ） （旧3222,3229から）

　　323　がん具・運動用具製造業 　　325　がん具・運動用具製造業

× 　　  3231　娯楽用具・がん具製造業（人形, 児童乗物 ○ 　　  3251　娯楽用具・がん具製造業（人形を除く）
　　　　　　を除く） （旧3231,3233から）

（新3251へ）

　　　3232　人形製造業 　　　3252　人形製造業

× 　　　3233　児童乗物製造業
（新3251へ）

　　　3234　運動用具製造業 　　　3253　運動用具製造業

　　324　ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品 　　326　ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品
　　　　製造業 　　　　製造業

× 　　　3241　万年筆・シャープペンシル・ぺン先製造業 ○ 　　　3261　万年筆・ペン類・鉛筆製造業
（新3261へ） （旧3241,3242,3243から）

× 　　　3242　ボールペン・マーキングペン製造業
（新3261へ）

× 　　　3243　鉛筆製造業
（新3261へ）

　　　3244　毛筆・絵画用品製造業（鉛筆を除く) 　　　3262　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 （名） 　　　3269　その他の事務用品製造業

　　325　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)

　　　3251　装身具・装飾品製造業（貴金属・宝石製を
　　　　　　除く）

（新3221へ）

　　　3252　造花・装飾用羽毛製造業
（新3222へ）

　　　3253　ボタン製造業
（新3223へ）

　　　3254　針・ピン・ホック・スナップ・同関連品製造業
（新3224へ）

旧317から
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× 　　　3255　かつら製造業
（新3229へ）

　　326　漆器製造業　（略） 　　327　漆器製造業　（略）

　　327　畳・傘等生活雑貨製品製造業 （名） 　　328　畳等生活雑貨製品製造業

　　　3271　麦わら・パナマ類帽子・わら工品製造業 　　　3281　麦わら・パナマ類帽子・わら工品製造業

　　　3272　畳製造業 　　　3282　畳製造業

　　　3273　うちわ・扇子・ちょうちん製造業 　　　3283　うちわ・扇子・ちょうちん製造業

　　　3274　ほうき・ブラシ製造業 　　　3284　ほうき・ブラシ製造業

× 　　　3275　傘・同部分品製造業
（新3289へ）

× 　　　3276　マッチ製造業
（新3289へ）

　　　3277　喫煙用具製造業（貴金属・宝石製を除く） 　　　3285　喫煙用具製造業（貴金属・宝石製を除く）

× 　　　3278　魔法瓶製造業 ○ 　　　3289　その他の生活雑貨製品製造業
（新3289へ） （旧3275,3276,3278から）

　　328　武器製造業

　　　3281　武器製造業
（新2761へ）

× 　　329　他に分類されない製造業 ○ 　　329　他に分類されない製造業

　　　3291　煙火製造業 　　　3291　煙火製造業

　　　3292　看板・標識機製造業 　　　3292　看板・標識機製造業

　　　3293　パレット製造業 　　　3293　パレット製造業

　　　3294　モデル・模型製造業（紙製を除く） （名） 　　　3294　モデル・模型製造業

　　　3295　工業用模型製造業 　　　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 　　　3296　情報記録物製造業（新聞，書籍等の印刷
　　　　　　物を除く） 　　　　　　物を除く）

　　　3297　眼鏡製造業（枠を含む）
（旧3161から）

　　　3299　他に分類されないその他の製造業 　　　3299　他に分類されないその他の製造業

旧316から

新276へ


