＜第11回改定＞

＜第12回改定＞

大分類 Ｊ−卸売・小売業

大分類 Ｉ−卸売業，小売業

49 各種商品卸売業

50 各種商品卸売業
○

○

5000 主として管理事務を行う本社等

○

5008 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

491 各種商品卸売業 （略）

501 各種商品卸売業 （略）

50 繊維・衣服等卸売業

51 繊維・衣服等卸売業
○

5011 生糸・繭卸売業

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

○

5108 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

501 繊維品卸売業（衣服，身の回り品を除く）
×

500 管理，補助的経済活動を行う事業所（50 各
種商品卸売業）

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

（新5111へ）

×

（旧5011,5012から）

5012 繊維原料卸売業（生糸, 繭を除く）
（新5111へ）

×

5013 糸卸売業

5112 糸卸売業

5014 織物卸売業（室内装飾繊維品を除く)

5113 織物卸売業（室内装飾繊維品を除く)

502 衣服・身の回り品卸売業

○

512 衣服卸売業

5021 男子服卸売業

5121 男子服卸売業

5022 婦人・子供服卸売業

5122 婦人・子供服卸売業

5023 下着類卸売業

5123 下着類卸売業
○

5129 その他の衣服卸売業
（旧5029の一部から）

○
5024 寝具類卸売業
×

513 身の回り品卸売業
5131 寝具類卸売業

5025 靴卸売業

○

5132 靴・履物卸売業

（新5132へ）

×

（旧5025,5026から）

5026 履物卸売業（靴を除く)
（新5132へ）

5027 かばん・袋物卸売業
×

5133 かばん・袋物卸売業

5029 その他の衣服・身の回り品卸売業
（新5129,5139へ）

○

5139 その他の身の回り品卸売業
（旧5029の一部から）
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51 飲食料品卸売業

52 飲食料品卸売業
○

×

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

○

5208 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

511 農畜産物・水産物卸売業 （略）

521 農畜産物・水産物卸売業 （略）

512 食料・飲料卸売業

522 食料・飲料卸売業

5121 砂糖卸売業

○

5221 砂糖・味そ・しょう油卸売業

（新5221へ）

×

（旧5121,5122から）

5122 味そ・しょう油卸売業
（新5221へ）

×

5123 酒類卸売業

5222 酒類卸売業

5124 乾物卸売業

5223 乾物卸売業

5125 缶詰・瓶詰食品卸売業（気密容器入りの
もの）
（新5229へ）

5126 菓子・パン類卸売業

5224 菓子・パン類卸売業

5127 飲料卸売業（別掲を除く）

5225 飲料卸売業（別掲を除く）

5128 茶類卸売業

5226 茶類卸売業
○

5227 牛乳・乳製品卸売業

○

5229 その他の食料・飲料卸売業

（旧5129の一部から）

×

5129 その他の食料・飲料卸売業
（新5227,5229へ）

（旧5125,5129の一部から）

52 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

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

○

5308 自家用倉庫

○

5309 その他の管理，補助的経済活動を行う事
業所

521 建築材料卸売業

×

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）

531 建築材料卸売業

5211 木材・竹材卸売業

5311 木材・竹材卸売業

5212 セメント卸売業

5312 セメント卸売業

5213 板ガラス卸売業

5313 板ガラス卸売業

5219 その他の建築材料卸売業
（新5314,5319へ）

○

5314 建築用金属製品卸売業（建築用金物を
除く）
（旧5219の一部から）
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○

5319 その他の建築材料卸売業
（旧5219の一部から）

522 化学製品卸売業

532 化学製品卸売業

5221 塗料卸売業

5321 塗料卸売業

×

5222 染料・顔料卸売業

×

5223 油脂・ろう卸売業

（新5329へ）
（新5329へ）

○

5322 プラスチック卸売業

○

5329 その他の化学製品卸売業

（旧5229の一部から）

×

5229 その他の化学製品卸売業
（新5322,5329へ）

×

×

523 鉱物・金属材料卸売業

（旧5222,5223,5229の一部から）

○

533 石油・鉱物卸売業

5231 石油卸売業

5331 石油卸売業

5232 鉱物卸売業（石油を除く）

5332 鉱物卸売業（石油を除く）

5233 鉄鋼卸売業

○

534 鉄鋼製品卸売業

（新534へ）

○

5341 鉄鋼粗製品卸売業

○

5342 鉄鋼一次製品卸売業

○

5349 その他の鉄鋼製品卸売業

（旧5233の一部から）
（旧5233の一部から）
（旧5233の一部から）

×

5234 非鉄金属卸売業

○

535 非鉄金属卸売業

（新535へ）

○

5351 非鉄金属地金卸売業

○

5352 非鉄金属製品卸売業

（旧5234の一部から）
（旧5234の一部から）

524 再生資源卸売業 （略）

536 再生資源卸売業 （略）

53 機械器具卸売業

54 機械器具卸売業
○

531 一般機械器具卸売業

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

○

5408 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

（名）

541 産業機械器具卸売業

5311 農業用機械器具卸売業

5411 農業用機械器具卸売業

5312 建設機械・鉱山機械卸売業

5412 建設機械・鉱山機械卸売業

5313 金属加工機械卸売業

5413 金属加工機械卸売業

5314 事務用機械器具卸売業

5414 事務用機械器具卸売業

5319 その他の一般機械器具卸売業
532 自動車卸売業 （略）

（名）

5419 その他の産業機械器具卸売業
542 自動車卸売業 （略）
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533 電気機械器具卸売業 （略）

543 電気機械器具卸売業 （略）

539 その他の機械器具卸売業

549 その他の機械器具卸売業

5391 輸送用機械器具卸売業（自動車を除く）
5392 精密機械器具卸売業

5491 輸送用機械器具卸売業（自動車を除く）
（名）

5393 医療用機械器具卸売業（歯科用機械器具
を含む）

54 その他の卸売業

55 その他の卸売業
○

×
×

5492 計量器・理化学機械器具・光学機械器具等
卸売業
5493 医療用機械器具卸売業（歯科用機械器具
を含む）

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

○

5508 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

541 家具・建具・じゅう器等卸売業 （略）

551 家具・建具・じゅう器等卸売業 （略）

542 医薬品・化粧品等卸売業 （略）

552 医薬品・化粧品等卸売業 （略）

549 他に分類されない卸売業

○

5491 紙・紙製品卸売業

553 紙・紙製品卸売業

○

5531 紙卸売業

○

5532 紙製品卸売業

（新553へ）

（旧5491の一部から）
（旧5491の一部から）

○

×

559 他に分類されない卸売業

5492 金物卸売業

5591 金物卸売業

5493 肥料・飼料卸売業

5592 肥料・飼料卸売業

5494 スポーツ用品・娯楽用品・がん具卸売業

○

5593 スポーツ用品卸売業

○

5594 娯楽用品・がん具卸売業

（新5593,5594へ）

（旧5494の一部から）
（旧5494の一部から）

5495 たばこ卸売業

5595 たばこ卸売業

5496 ジュエリー製品卸売業

5596 ジュエリー製品卸売業
○

5597 書籍・雑誌卸売業
（旧5499の一部から）

5497 代理商，仲立業
×

5598 代理商，仲立業

5499 他に分類されないその他の卸売業

○

5599 他に分類されないその他の卸売業

（新5597,5599へ）

（旧5499の一部から）

55 各種商品小売業

56 各種商品小売業
○

○

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
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○

5608 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

551 百貨店，総合スーパー （略）

561 百貨店，総合スーパー （略）

559 その他の各種商品小売業（従業者が常時50
人未満のもの） （略）

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） （略）

56 織物・衣服・身の回り品小売業

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

○

5708 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

561 呉服・服地・寝具小売業
〜
（略）
564 靴・履物小売業

571 呉服・服地・寝具小売業
〜
（略）
574 靴・履物小売業

569 その他の織物・衣服・身の回り品小売業

579 その他の織物・衣服・身の回り品小売業

5691 かばん・袋物小売業
×

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）

5791 かばん・袋物小売業

5692 洋品雑貨・小間物小売業

○

5792 下着類小売業

○

5793 洋品雑貨・小間物小売業

（新5792,5793へ）

（旧5692の一部から）
（旧5692の一部から）

5699 他に分類されない織物・衣服・身の回り品
小売業

×

5799 他に分類されない織物・衣服・身の回り品
小売業

57 飲食料品小売業

○
○
新77へ

571 各種食料品小売業
5711 各種食料品小売業

58 飲食料品小売業
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

○

5808 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
581 各種食料品小売業
5811 各種食料品小売業
582 野菜・果実小売業
5821 野菜小売業
（旧5751から）
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5822 果実小売業
（旧5752から）

572 酒小売業
5721 酒小売業
（新5851へ）

573 食肉小売業

583 食肉小売業

5731 食肉小売業（卵, 鳥肉を除く)

5831 食肉小売業（卵, 鳥肉を除く)

5732 卵・鳥肉小売業

5832 卵・鳥肉小売業

574 鮮魚小売業

584 鮮魚小売業

5741 鮮魚小売業

5841 鮮魚小売業
585 酒小売業
5851 酒小売業
（旧5721から）

575 野菜・果実小売業
5751 野菜小売業
（新5821へ）

5752 果実小売業
（新5822へ）

576 菓子・パン小売業

×

586 菓子・パン小売業

5761 菓子小売業（製造小売）

5861 菓子小売業（製造小売）

5762 菓子小売業（製造小売でないもの）

5862 菓子小売業（製造小売でないもの）

5763 パン小売業（製造小売)

5863 パン小売業（製造小売)

5764 パン小売業（製造小売でないもの)

5864 パン小売業（製造小売でないもの)

577 米穀類小売業
5771 米穀類小売業
（新5896へ）

×

×

579 その他の飲食料品小売業

○

589 その他の飲食料品小売業

5791 コンビニエンスストア（飲食料品を中心と
するものに限る）

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）

5792 牛乳小売業

5892 牛乳小売業

5793 飲料小売業（別掲を除く）

5893 飲料小売業（別掲を除く）

5794 茶類小売業

5894 茶類小売業

5795 料理品小売業

○
（新5895，7711，7721へ）

5895 料理品小売業
（旧5795の一部から）

旧57の
一部から

○
○
○

（大分類 Ｍ−宿泊業，飲食サービス業）
（77 持ち帰り・配達飲食サービス業）
（771 持ち帰り飲食サービス業）
（7711 持ち帰り飲食サービス業）
（旧5795の一部から）

○
○

（772 配達飲食サービス業）
（7721 配達飲食サービス業）
（旧5795の一部から）
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5896 米穀類小売業
（旧5771から）

×

5796 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

5797 乾物小売業

5898 乾物小売業

5799 他に分類されない飲食料品小売業

5899 他に分類されない飲食料品小売業

58 自動車・自転車小売業

○
○

59 機械器具小売業
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

○

5908 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

581 自動車小売業 （略）

591 自動車小売業 （略）

582 自転車小売業 （略）

592 自転車小売業 （略）

旧609の
一部から

○

593 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

（名）

5931 電気機械器具小売業（中古品を除く）

（名）

5932 電気事務機械器具小売業（中古品を除く）

（旧5921から）
（旧5922から）

○

5933 中古電気製品小売業
（旧6097の一部から）

5939 その他の機械器具小売業
（旧5929から）

×

59 家具・じゅう器・機械器具小売業

○
○

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

○

6008 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

591 家具・建具・畳小売業 （略）
×

60 その他の小売業

601 家具・建具・畳小売業 （略）

592 機械器具小売業
5921 電気機械器具小売業
（新5931へ）

5922 電気事務機械器具小売業
（新5932へ）

5929 その他の機械器具小売業
（新5939へ）

599 その他のじゅう器小売業 （略）

（名）

602 じゅう器小売業 （略）
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60 その他の小売業
601 医薬品・化粧品小売業

603 医薬品・化粧品小売業
○

6031 ドラッグストア
（旧601の一部から）

×

6011 医薬品小売業（調剤薬局を除く）

6032 医薬品小売業（調剤薬局を除く）

6012 調剤薬局

6033 調剤薬局

6013 化粧品小売業

6034 化粧品小売業

602 農耕用品小売業 （略）

604 農耕用品小売業 （略）

603 燃料小売業 （略）

605 燃料小売業 （略）

604 書籍・文房具小売業

606 書籍・文房具小売業

6041 書籍・雑誌小売業

○

6061 書籍・雑誌小売業（古本を除く）

○

6062 古本小売業

（新6061,6062へ）

（旧6041の一部から）
（旧6041の一部から）

6042 新聞小売業

6063 新聞小売業

6043 紙・文房具小売業

6064 紙・文房具小売業

605 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器
小売業 （略）
×

607 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器
小売業 （略）

606 写真機・写真材料小売業

○

6061 写真機・写真材料小売業
×

6081 写真機・写真材料小売業

607 時計・眼鏡・光学機械小売業
6071 時計・眼鏡・光学機械小売業

×

608 写真機・時計・眼鏡小売業

新593へ

609 他に分類されない小売業

旧59の一
部,60の一部
から

○
○

6082 時計・眼鏡・光学機械小売業
609 他に分類されない小売業
6091 ホームセンター
（旧59の一部,60の一部から）

×

6091 たばこ・喫煙具専門小売業

6092 たばこ・喫煙具専門小売業

6092 花・植木小売業

6093 花・植木小売業

6093 建築材料小売業

6094 建築材料小売業

6094 ジュエリー製品小売業

6095 ジュエリー製品小売業

6095 ペット・ペット用品小売業

6096 ペット・ペット用品小売業

6096 骨とう品小売業

6097 骨とう品小売業

6097 中古品小売業（骨とう品を除く）

○

6098 中古品小売業（骨とう品を除く）

（新5933,6098へ）

（旧6097の一部から）

6099 他に分類されないその他の小売業

6099 他に分類されないその他の小売業

○ 61 無店舗小売業
○

610 管理，補助的経済活動を行う事業所（61 無
店舗小売業）

＜第11回改定＞

＜第12回改定＞
○

6100 主として管理事務を行う本社等

○

6108 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

○

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）

○

6112 無店舗小売業（織物･衣服･身の回り品
小売）

○

6113 無店舗小売業（飲食料品小売）

○

6114 無店舗小売業（機械器具小売）

○

6119 無店舗小売業（その他の小売）

○
○
○
○

612 自動販売機による小売業
6121 自動販売機による小売業
619 その他の無店舗小売業
6199 その他の無店舗小売業

