
＜第10回改訂＞ ＜第11回改訂＞

大分類　Ｆ－製造業 大分類　Ｆ－製造業

　12　食料品製造業 　09　食料品製造業

　　121　畜産食料品製造業　　（略) 　　091　畜産食料品製造業　（略）

　　122　水産食料品製造業 　　092　水産食料品製造業

　　　1221　水産缶詰・瓶詰製造業 　　　0921　水産缶詰・瓶詰製造業

　　　1226　冷凍水産物製造業 　　　0925　冷凍水産物製造業

　　　1227　冷凍水産食品製造業 　　　0926　冷凍水産食品製造業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(0924,0929へ) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1229の一部）

　　123　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）

　　124　調味料製造業 　　094　調味料製造業

　　　1241　味そ製造業 　　　0941　味そ製造業

　　　1242　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

　　　1243　化学調味料製造業

　　　1244　ソース製造業 　　　0944  ソース製造業

　　　1245　食酢製造業 　　　0945　食酢製造業

　　　1249　その他の調味料製造業 　　　0949　その他の調味料製造業

　　125　糖類製造業 　　095　糖類製造業

　　128　動植物油脂製造業 　　098　動植物油脂製造業

（011へ）

× 129　その他の食料品製造業 ○ 099　その他の食料品製造業

　　　　　　　製造業　(0999へ)

　　　1292　でんぷん製造業 　　　0991　でんぷん製造業

　　　1293　めん類製造業 　　　0992　めん類製造業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　製造業)0113,0999へ）

　　　1295　豆腐・油揚製造業 　　　0993　豆腐・油揚製造業

　　　1296　あん類製造業 　　　0994　あん類製造業

　　　1297　冷凍調理食品製造業 　　　0995　冷凍調理食品製造業

（略） (略）

  （名） 0943　うま味調味料製造業

　 ×1291　ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤

　 ×1294　こうじ・種こうじ・麦芽・もやし製造業  ((もやし

　 ×1222　海藻加工業　(0922へ) 　 ○0922　海藻加工業　(1222,1223から)

　 ×1223　寒天製造業　(0922へ)

　 ×1224　魚肉ハム・ソーセージ製造業　(0923へ)

　 ×1225　水産練製品製造業　(0923へ) 　 ○0923　水産練製品製造業　(1224,1225から)

   ○0924  塩干・塩蔵品製造業　(1229の一部）

　 ×1229　その他の水産食料品製造業 　 ○0929　その他の水産食料品製造業

～
 

～
 



　　　1298　そう（惣）菜製造業 　　　0996　そう（惣）菜製造業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1294の一部,1299から）

　13　飲料・たばこ・飼料製造業　　（略） 　10　飲料・たばこ・飼料製造業　　（略）

　14　繊維工業（衣服，その他の繊維製品を除く） 　11　繊維工業（衣服，その他の繊維製品を除く）

　　141　製糸業 　　111　製糸業

　　142　紡績業 　　112　紡績業

　　　1421　綿紡績業 　　　1121　綿紡績業

　　　1422　化学繊維紡績業 　　　1122　化学繊維紡績業

　　　1423　毛紡績業 　　　1123　毛紡績業

　　143　ねん糸製造業 　　113　ねん糸製造業

　　148　レース・繊維雑品製造業 　　118　レース・繊維雑品製造業

　　149　その他の繊維工業 　　119　その他の繊維工業

　　　1491　整毛業 　　　1191　整毛業

　

　　　1494　製綿業 　　　1192　製綿業

　　　1495　フェルト・不織布製造業 　　　1193　フェルト・不織布製造業

　　　1496　じゅうたん・その他の繊維製床敷物製造業 　　　1194　じゅうたん・その他の繊維製床敷物製造業

　　　1497　上塗りした織物・防水した織物製造業 　　　1195　上塗りした織物・防水した織物製造業

　　　1498　繊維製衛生材料製造業 　　　1196　繊維製衛生材料製造業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1492,1493,1499から）

　15　衣服・その他の繊維製品製造業 　12　衣服・その他の繊維製品製造業

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

(略） (略）

　　153　下着類製造業 　　123　下着類製造業

　○ 0999　他に分類されない食料品製造業 (1291,

　○ 1199　他に分類されない繊維工業

　○ 1111　製糸業  (1411,1412,1413,1419から）

　○ 1129　その他の紡績業  (1424,1425,1429から）

× 154　毛皮製衣服・身の回り品製造業

　× 1492　麻製繊業  (1199へ）

　× 1429　その他の紡績業　(1129へ）

　× 1493　せん（剪）毛業　 (1199へ）

　× 1499　他に分類されない繊維工業　 (1199へ）

　× 1424　絹紡績業  (1129へ）

　× 1425　麻紡績業　(1129へ）

　× 1413　玉糸製造業  (1111へ)

　× 1419　その他の生糸製造業  (1111へ)

　× 1412　座繰生糸製造業   (1111へ)

　× 1411　器械生糸製造業  (1111へ)

　 ×1299　他に分類されない食料品製造業　(0999へ）

　    1541　毛皮製衣服・身の回り品製造業  (1257へ)

(略） (略）

～
 

～
 

～
 

～
 



　　155　和装製品・足袋製造業　　(略） 　　124　和装製品・足袋製造業　　(略）

× 156　その他の衣服・繊維製身の回り品製造業 ○ 125　その他の衣服・繊維製身の回り品製造業

　　　1561　ネクタイ製造業 　　　1251　ネクタイ製造業

　　　1562　スカーフ・マフラー製造業 　　　1252　スカーフ・マフラー製造業

　　　1563　ハンカチーフ製造業 　　　1253　ハンカチーフ製造業

　　　1564　靴下製造業 　　　1254　靴下製造業

　　　1565　手袋製造業 　　　1255　手袋製造業

　　　1566　帽子製造業（帽体を含む） 　　　1256　帽子製造業（帽体を含む）

　　　1569　他に分類されない衣服・繊維製身の回り 　　　1259　他に分類されない衣服・繊維製身の回り
　　　　　　　品製造業 　　　　　　　品製造業

　　159　その他の繊維製品製造業 　　129　その他の繊維製品製造業

　　　1592　帆布製品製造業 　　　1293　帆布製品製造業

　　　1593　繊維製袋製造業 　　　1294　繊維製袋製造業

　　　1594　刺しゅう業 　　　1295　刺しゅう業

　　　1595　タオル製造業 　　　1296　タオル製造業

　　　1599　他に分類されない繊維製品製造業 　　　1299　他に分類されない繊維製品製造業

　16　木材・木製品製造業（家具を除く） 　13　木材・木製品製造業（家具を除く）

　　161　製材業，木製品製造業 　　131　製材業，木製品製造業

　　　1611　一般製材業 　　　1311　一般製材業

　　　1612　単板（ベニヤ板）製造業 　　　1312　単板（ベニヤ板）製造業

　　　　　　　を除く) 　(1319へ)

　　　1617　床板製造業 　　　1313　床板製造業

　　　1618　木材チップ製造業 　　　1314　木材チップ製造業

　　　　　　　　　　　　　　　1614, 1615,1616,1619から)

　　162　造作材・合板・建築用組立材料製造業 　　132　造作材・合板・建築用組立材料製造業

　　　1621　造作材製造業（建具を除く） 　　　1321　造作材製造業（建具を除く）

　　　1623　建築用木製組立材料製造業 　　　1324　建築用木製組立材料製造業

　　　1257　毛皮製衣服・身の回り品製造業　(1541から)

　× 1622　合板製造業  (1322,1323へ） 　○ 1322　合板製造業  (1622の一部）

　× 1613　屋根板製造業  (1319へ)

　× 1614　経木・同製品製造業（折箱，マッチ箱

　× 1615　木毛製造業　(1319へ)

　× 1616　たる・おけ材製造業　(1319へ)

　× 1619　他に分類されない特殊製材業　(1319へ)

　× 1591　寝具製造業  (1291,1292へ） 　○ 1291　寝具製造業   (1591の一部）

　○ 1292　毛布製造業   (1591の一部）

　○ 1319　他に分類されない特殊製材業　(1613,

　○ 1323　集成材製造業  (1622の一部）



　　　1624　パーティクルボード製造業 　　　1325　パーティクルボード製造業

　　　1625　銘板・銘木製造業 　　　1326　銘板・銘木製造業

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

　　　1631　竹・とう・きりゅう等容器製造業 　　　1331　竹・とう・きりゅう等容器製造業

　　　1632　折箱製造業 　　　1332　折箱製造業

　　　1633　木箱製造業 (折箱を除く） 　　　1333　木箱製造業 (折箱を除く）

　　　1636　おけ製造業 　　　1335　おけ製造業

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

　　　1691　木材薬品処理業 　　　1391　木材薬品処理業

　　　1692　靴型等製造業 　　　1392　靴型等製造業

　　　1695　コルク加工基礎資材・コルク製品製造業 　　　1393　コルク加工基礎資材・コルク製品製造業

　　　 　　　(竹，とうを含む）  (1399へ） 　　　 　　　(竹，とうを含む）  (1693,1694,1699から）

　17　家具・装備品製造業  （略） 　14　家具・装備品製造業 　（略）

　18　パルプ・紙・紙加工品製造業 　15　パルプ・紙・紙加工品製造業

　　181　パルプ製造業 　　151　パルプ製造業

　　182　紙製造業　　（略） 　　152　紙製造業　　（略）

　　183　加工紙製造業 　　153　加工紙製造業

　　  1832　段ボール製造業 　　　1532　段ボール製造業

　　　1833　壁紙・ふすま紙製造業 　　　1533　壁紙・ふすま紙製造業

　　184　紙製品製造業　　（略） 　　154　紙製品製造業　　（略）

× 185　紙製容器製造業 ○ 155　紙製容器製造業

　　　1851　重包装紙袋製造業 　　　1551　重包装紙袋製造業

　　　1852　角底紙袋製造業 　　　1552　角底紙袋製造業

　　　1853　段ボール箱製造業 　　　1553　段ボール箱製造業

　　　1854　紙器製造業 　　　1554　紙器製造業

　　　　　　　バー製品製造業  (1599へ）

　× 1831　塗工紙製造業　(1531へ)

　× 1834　ブックバインディングクロス製造業　(1531

　× 1855　ソリッドファイバー・バルカナイズドファイ

　× 1699　他に分類されない木製品製造業

　× 1693　木製履物製造業  (1399へ）

　× 1694　曲輪・曲物製造業  (1399へ)

　× 1811　溶解パルプ製造業　(1511へ)

　× 1812　製紙パルプ製造業　(1511へ)

　× 1634　和たる製造業  (1334へ）

　× 1635　洋たる製造業  (1334へ）

　○ 1334　たる製造業  (1634,1635から）

　○ 1531　塗工紙製造業　(1831，1834から）

　○ 1399　他に分類されない木製品製造業

　○ 1511　パルプ製造業　（1811,1812から）



× 189　その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 ○ 159　その他のパルプ・紙・紙加工品製造業

　　　1891　セロファン製造業 　　　1591　セロファン製造業

　　　1892　繊維板製造業 　　　1592　繊維板製造業

　　　1893　紙製衛生材料製造業 　　　1593　紙製衛生材料製造業

　　　　　　　製造業　(1599へ） 　　　　　　　製造業　（1855，1899から）

×　19　出版・印刷・同関連産業 ○ 　16　印刷・同関連業

（中分類41　映像・音声・文字情報制作業）

　　　　　　　を行うもの）　(4131へ）

　　　　　　　うもの）　(4131へ）

　　　　　　　の）　(4131へ）

　　193　印刷業（謄写印刷業を除く）

　　　1931　印刷業（謄写印刷業を除く) (名) 1611　印刷業

　　194　製版業 　　162　製版業

　　199　印刷関連サービス業 　　169　印刷関連サービス業

　20　化学工業 　17　化学工業

　　201　化学肥料製造業　　（略） 　　171　化学肥料製造業　　（略）

　　202　無機化学工業製品製造業 　　172　無機化学工業製品製造業

　　　2021　ソーダ工業 　　　1721　ソーダ工業

　    2023　無機顔料製造業 　　　1722　無機顔料製造業

　　　2024　圧縮ガス・液化ガス製造業 　　　1723　圧縮ガス・液化ガス製造業

　　　2025　塩製造業 　　　1724　塩製造業

　× 2029　その他の無機化学工業製品製造業 　○ 1729　その他の無機化学工業製品製造業　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1729へ） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2022，2029から） 

　　203　有機化学工業製品製造業 　　173　有機化学工業製品製造業

　　　2031　石油化学系基礎製品製造業（一貫して 　　　1731　石油化学系基礎製品製造業（一貫して
　　　　　　　生産される誘導品を含む） 　　　　　　　生産される誘導品を含む）

　　　2032　脂肪族系中間物製造業（脂肪族系溶剤 　　　1732　脂肪族系中間物製造業（脂肪族系溶剤
　　　　　　　を含む) 　　　　　　　を含む)

　　　2034　発酵工業 　　　1733　発酵工業

　　（413　新聞業）

　（○ 4131 新聞業 （1911,1912,1913から））

(略）

　× 2033　メタン誘導品製造業  (1739へ）

　× 2035　コールタール製品製造業　(1739へ)

　× 1911　新聞業（新聞巻取紙を使用して印刷発行

　× 1912　新聞業（枚葉紙を使用して印刷発行を行

　× 1913　新聞業（自ら印刷せず発行のみを行うも

　　192　出版業

　　　1921　出版業　(4141へ）

　× 2022　電炉工業  (1729へ）

　　191　新聞業

　× 1899　他に分類されないパルプ・紙・紙加工品

(略）

　○ 1599　他に分類されないパルプ・紙・紙加工品

　　（414　出版業）

　　（4141 出版業 (1921から））

　(名）161　印刷業 

～
 

～
 



　　　2036　環式中間物・合成染料・有機顔料製造業 　　　1734　環式中間物・合成染料・有機顔料製造業

　　　2037　プラスチック製造業 　　　1735　プラスチック製造業

　　　2038　合成ゴム製造業 　　　1736　合成ゴム製造業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1739へ） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2033，2035，2039から）

　　204　化学繊維製造業　（略） 　　174　化学繊維製造業　（略）

　　205　油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性 　　175　油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性
　　　　　剤・塗料製造業 　　　　　剤・塗料製造業

　　209　その他の化学工業 　　179　その他の化学工業

　21　石油製品・石炭製品製造業 　18　石油製品・石炭製品製造業

　　211　石油精製業  （略） 　　181　石油精製業  （略）

　　213　コークス製造業  （略） 　　183　コークス製造業  （略）

× 214　練炭・豆炭製造業　 

　    2141　練炭・豆炭製造業　(1891へ）

　　215　舗装材料製造業  （略） 　　184　舗装材料製造業  （略）

× 219　その他の石油製品・石炭製品製造業 ○ 189　その他の石油製品・石炭製品製造業

　　　2199　その他の石油製品・石炭製品製造業 (名) 1899　他に分類されない石油製品・石炭製品製
　　　　　　　造業

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

　23　ゴム製品製造業  （略） 　20　ゴム製品製造業  （略）

　24　なめし革・同製品・毛皮製造業 　21　なめし革・同製品・毛皮製造業

　　241　なめし革製造業 　　211　なめし革製造業

　　248　毛皮製造業 　　218　毛皮製造業

　　249　その他のなめし革製品製造業 　　219　その他のなめし革製品製造業

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2199 へ）

　25　窯業・土石製品製造業 　22　窯業・土石製品製造業

　　251　ガラス・同製品製造業 　　221　ガラス・同製品製造業

　　254　陶磁器・同関連製品製造業 　　224　陶磁器・同関連製品製造業

　　255　耐火物製造業 　　225　耐火物製造業

　× 2559　その他の耐火物製造業　(2252,2259へ) 　○ 2259　その他の耐火物製造業 (2559の一部)

　　256　炭素・黒鉛製品製造業 　　226　炭素・黒鉛製品製造業

（略)

　○ 1739　その他の有機化学工業製品製造業

　　　1891　練炭・豆炭製造業　(2141から）

(略）

(略）

　　　2551　耐火れんが製造業 　　　2251　耐火れんが製造業

　○ 2252　不定形耐火物製造業 (2559の一部)

(略)

(略)

　× 2499　他に分類されないなめし革製品製造業

　× 2039　その他の有機化学工業製品製造業

（略）

　○ 2199　その他のなめし革製品製造業

（略）

　× 2491　馬具・むち製造業　（2199へ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    (2491,2499 から）

（略)
～
 

～
 

～
 

～
 

～
 

～
 

～
 

～
 



　　　2561　炭素質電極製造業 　　　2261　炭素質電極製造業

　○ 2262　炭素繊維製造業　（2569の一部）

　× 2569　その他の炭素・黒鉛製品製造業 　○ 2269　その他の炭素・黒鉛製品製造業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2262,2269へ） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　(2569の一部）

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

　　259　その他の窯業・土石製品製造業　（略） 　　229　その他の窯業・土石製品製造業　（略）

　26　鉄鋼業 　23　鉄鋼業

　

　　263　製鋼・製鋼圧延業 　　232　製鋼・製鋼圧延業

　　　　　　　含む）  (2321へ） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2631,2632から)

　　　　　　　炉を含む）　(2321へ）

　　264　製鋼を行わない鋼材製造業（表面処理鋼材 　　233　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）

　　265　表面処理鋼材製造業 　　234　表面処理鋼材製造業

　　　2652　亜鉛鉄板製造業 　　　2341　亜鉛鉄板製造業

　　　2653　めっき鋼管製造業 　　　2342　めっき鋼管製造業

　　　　　　　　　　　　    　　　（2651,2654, 2659から）

　　266　鉄素形材製造業　　（略） 　　235　鉄素形材製造業　　（略）

　　269　その他の鉄鋼業 　　239　その他の鉄鋼業

　　　2692　鉄鋼シャースリット業 　　　2391　鉄鋼シャースリット業

　　　2693　鉄スクラップ加工処理業 　　　2392　鉄スクラップ加工処理業

　　　2694　鋳鉄管製造業 　　　2393　鋳鉄管製造業

　27　非鉄金属製造業 　24　非鉄金属製造業

（略） (略）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2311へ）
　× 2612　製鋼圧延を行わない高炉による製鉄業

×　262　高炉によらない製鉄業

　× 2631　転炉による製鋼・製鋼圧延業（単独転炉を 　○ 2321　製鋼・製鋼圧延業（転炉・電気炉を含む）

　○ 2312　高炉によらない製鉄業　（2621,2622,2629から）　× 2621　電気炉銑製造業　(2312へ)

　× 2622　小形高炉銑・再生炉銑製造業　(2312へ)

　　　2623　フェロアロイ製造業

　× 2654　めっき鉄鋼線製造業　（2349へ）

　○ 2349　その他の表面処理鋼材製造業　× 2659　その他の表面処理鋼材製造業　（2349へ）

　　　2313　フェロアロイ製造業

　× 2632　電気炉による製鋼・製鋼圧延業（単独電気

　× 2651　ブリキ製造業　（2349へ）

　× 2629　その他の高炉によらない製鉄業　(2312へ)

　× 2691　鉄粉製造業　（2399へ）

　× 2699　他に分類されない鉄鋼業　(2399へ） 　○ 2399　他に分類されない鉄鋼業　（2691,2699から）

　× 2611　製鋼圧延を行う高炉による製鉄業　 (2311へ）

× 261　高炉による製鉄業 ○ 231　製鉄業

　○ 2311　高炉による製鉄業　（2611,2612から）

～
 

～
 



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

　　　2711　銅第１次製錬・精製業 　　　2411　銅第１次製錬・精製業

　　　2713　亜鉛第１次製錬・精製業 　　　2412　亜鉛第１次製錬・精製業

　× 2715　ニッケル第１次製錬・精製業　（2419へ） 

　　　2716　アルミニウム第１次製錬・精製業 　　　2413　アルミニウム第１次製錬・精製業

 　　　　　　(2712,2714,2715,2717,2718,2719から)

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

　　273　非鉄金属・同合金圧延業（抽伸，押出しを含 　　243　非鉄金属・同合金圧延業（抽伸，押出しを含
　　　　　 む） 　　　　　 む）

　　　2731　伸銅品製造業 　　　2431　伸銅品製造業

　　　2733　アルミニウム・同合金圧延業（抽伸, 押出 　　　2432　アルミニウム・同合金圧延業（抽伸, 押出
　　　　　　　しを含む） 　　　　　　　しを含む）

　　　　　　　押出しを含む）　（2439へ） 　　　　　　　押出しを含む） 　（2732,2739から）

　　274　電線・ケーブル製造業 　　244　電線・ケーブル製造業

　　279　その他の非鉄金属製造業 　　249　その他の非鉄金属製造業

　28　金属製品製造業　　（略） 　25　金属製品製造業　　（略）

　29　一般機械器具製造業 　26　一般機械器具製造業

　　291　ボイラ・原動機製造業　（略） 　　261　ボイラ・原動機製造業　（略）

× 292　農業用機械製造業（農業用器具を除く） ○ 262　農業用機械製造業（農業用器具を除く）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2621へ） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2921,2932の一部）

　　　　　・運搬用トラクタを含む)

　　　（2931,2932の一部,2974の一部,3191の一部）

　　294　金属加工機械製造業　（略） 　　264　金属加工機械製造業　（略）

× 295　繊維機械製造業 ○ 265　繊維機械製造業

　　　2951　化学繊維機械・紡績機械製造業 　　　2651　化学繊維機械・紡績機械製造業

　　　2952　製織機械・編組機械製造業 　　　2652　製織機械・編組機械製造業

　× 2932　トラクタ製造業　（2621,2631へ）

× 293　建設機械・鉱山機械製造業（建設用・農業用

　× 2921　農業用機械製造業（農業用器具を除く）

　○ 2631　建設機械・鉱山機械製造業

（略）

　○ 2419　その他の非鉄金属第１次製錬・精製業

　× 2717　チタン第１次製錬・精製業　（2419へ）

　× 2712　鉛第１次製錬・精製業　（2419へ）

　× 2719　その他の非鉄金属第１次製錬・精製業

　× 2718　ウラン・トリウム第１次製錬・精製業　（2419へ）

　× 2739　その他の非鉄金属・同合金圧延業（抽伸,

　× 2714　貴金属第１次製錬・精製業　（2419へ）

　× 2931　建設機械・鉱山機械製造業  (2631へ）

　× 2732　鉛・同合金圧延業（押出しを含む) 　(2439へ)

(略）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2419へ）

　○ 2439　その他の非鉄金属・同合金圧延業（抽伸,

○ 263　建設機械・鉱山機械製造業

　○ 2621　農業用機械製造業（農業用器具を除く）

～
 

～
 



　　　2953　染色整理仕上機械製造業 　　　2653　染色整理仕上機械製造業

　　　2954　繊維機械部分品・取付具・附属品製造業 　　　2654　繊維機械部分品・取付具・附属品製造業

× 296　特殊産業用機械製造業 ○ 266　特殊産業用機械製造業

　　　2961　食料品加工機械製造業     (名) 2661　食品機械・同装置製造業 

　　　2962　木工機械製造業 (名) 2662　木材加工機械製造業

　　　2963　パルプ装置・製紙機械製造業 　　　2663　パルプ装置・製紙機械製造業

　　　2964　印刷・製本・紙工機械製造業 　　　2664　印刷・製本・紙工機械製造業

　　　2965　鋳造装置製造業 　　　2665　鋳造装置製造業

　　　2966　プラスチック加工機械・同附属装置製造業 　　　2666　プラスチック加工機械・同附属装置製造業

　　　2967　半導体製造装置製造業 　　　2667　半導体製造装置製造業

　　　2969　その他の特殊産業用機械製造業 　　　2669　その他の特殊産業用機械製造業

× 297　一般産業用機械・装置製造業 ○ 267　一般産業用機械・装置製造業

　　　2971　ポンプ・同装置製造業 　　　2671　ポンプ・同装置製造業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2668,2672へ） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2972の一部）

　　　2973　エレベータ・エスカレータ製造業 　　　2673　エレベータ・エスカレータ製造業

　× 2974　荷役運搬設備製造業  （2631,2674へ） 　○ 2674　荷役運搬設備製造業　（2974の一部）

　　　2975　動力伝導装置製造業（玉軸受, ころ軸受 　　　2675　動力伝導装置製造業（玉軸受, ころ軸受
　　　　　　　を除く） 　　　　　　　を除く）

　　　2976　工業窯炉製造業 　　　2676　工業窯炉製造業

　　　2977　油圧・空圧機器製造業 　　　2677　油圧・空圧機器製造業

　　　2978　化学機械・同装置製造業 　　　2678　化学機械・同装置製造業

　　　2979　その他の一般産業用機械・装置製造業 　　　2679　その他の一般産業用機械・装置製造業

× 298　事務用・サービス用・民生用機械器具製造業 ○ 268　事務用・サービス用・民生用機械器具製造業

　　　2981　事務用機械器具製造業 　　　2681　事務用機械器具製造業

　　　2983　冷凍機・温湿調整装置製造業 　　　2682　冷凍機・温湿調整装置製造業

　　　　　　　械器具製造業 　(2683,2684,2689へ） 　　　　　　　械器具製造業　（2989の一部）

　　299　その他の機械・同部分品製造業　（略） 　　269　その他の機械・同部分品製造業　（略）

×　30　電気機械器具製造業 ○ 　27　電気機械器具製造業

　○ 2684　自動販売機製造業　（2989の一部）

　○ 2689　その他の事務用・サービス用・民生用機

　○ 2683　娯楽機械製造業　（2989の一部）

　× 2989　その他の事務用・サービス用・民生用機

　× 2982　毛糸手編機械製造業  (2655へ）

　× 2972　空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機製造業 　○ 2672　空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機製造業

　× 2955　縫製機械製造業　（2655へ） 　○ 2655　縫製機械製造業　（2955,2982から）

　○ 2668　真空装置・真空機器製造業　（2972の一部）



　　301　発電用・送電用・配電用・産業用電気機械 　　271　発電用・送電用・配電用・産業用電気機械
　　　　　器具製造業　　（略） 　　　　　器具製造業　　（略）

　　302　民生用電気機械器具製造業 　　272　民生用電気機械器具製造業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2723,2729へ)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3021の一部）

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

    306　電子応用装置製造業　（略） 　　274　電子応用装置製造業　（略）

　　307　電気計測器製造業　（略）     275　電気計測器製造業　（略）

　　309　その他の電気機械器具製造業　（略） 　　279　その他の電気機械器具製造業　（略）

○ 　28　情報通信機械器具製造業

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

　　　　　　　　　　　　(2821,2822,2823,2824,2829へ） 　　　　　　　タ製造業を除く） 　(3051の一部）

○ 　29　電子部品・デバイス製造業

　 308　電子部品・デバイス製造業　　(略） 　　291　電子部品・デバイス製造業　　(略）

　31　輸送用機械器具製造業 　30　輸送用機械器具製造業

　　311　自動車・同附属品製造業　　(略） 　　301　自動車・同附属品製造業　　(略）

　　312　鉄道車両・同部分品製造業　　(略） 　　302　鉄道車両・同部分品製造業　　(略）

　　314　船舶製造・修理業，舶用機関製造業 　　303　船舶製造・修理業，舶用機関製造業

　　　3142　船体ブロック製造業 　　　3032　船体ブロック製造業
〈263へ〉

　　　3144　舟艇製造・修理業 　　　3033　舟艇製造・修理業

　　　3145　舶用機関製造業 　　　3034　舶用機関製造業

　　315　航空機・同附属品製造業　　(略） 　　304　航空機・同附属品製造業　　(略）

○ 305　産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業

　× 3143　木船製造・修理業  (3031へ）

　× 3141　鋼船製造・修理業  (3031へ）

　　304　通信機械器具・同関連機械器具製造業　　(略） 　　281　通信機械器具・同関連機械器具製造業　　(略）

　○ 2822　パーソナルコンピュータ製造業 　(3051の一部）

　○ 3031　船舶製造・修理業　(3141,3143から）

× 313　自転車・同部分品製造業

　    3131　自転車・同部分品製造業  (3091へ）

　× 3051　電子計算機・同附属装置製造業

　○ 2824　印刷装置製造業 　(3051の一部）

　○ 2829　その他の附属装置製造業 　(3051の一部）

　○ 2821　電子計算機製造業（パーソナルコンピュー

　× 3021　民生用電気機械器具製造業  (2721,2722, 　○ 2721　ちゅう房機器製造業　（3021の一部）

　○ 2729　その他の民生用電気機械器具製造業

　○ 2722　空調・住宅関連機器製造業　（3021の一部）

　○ 2723　衣料衛生関連機器製造業　（3021の一部）

　○ 2823　記憶装置製造業 　(3051の一部）



　　　　　　　造業　(3191の一部）

　　　　　　　品製造業　(3191の一部）

× 319　その他の輸送用機械器具製造業 ○ 309　その他の輸送用機械器具製造業

　　　　　　　業　（2631,3051,3059へ）

　　　3199　他に分類されない輸送用機械器具製造業 　　　3099　他に分類されない輸送用機械器具製造業

　32　精密機械器具製造業 　31　精密機械器具製造業

　　321　計量器・測定器・分析機器・試験機製造業 　　311　計量器・測定器・分析機器・試験機製造業

　　　3211　一般長さ計製造業 　　　3111　一般長さ計製造業

　　　3212　体積計製造業 　　　3112　体積計製造業

　　　3213　はかり製造業 　　　3113　はかり製造業

　　　3215　圧力計・流量計・液面計等製造業 　　　3114　圧力計・流量計・液面計等製造業

　　　3216　精密測定器製造業 　　　3115　精密測定器製造業

　　　3217　分析機器製造業 　　　3116　分析機器製造業

　　　3218　試験機製造業 　　　3117　試験機製造業

　　　　　　　機製造業  (3119へ） 　　　　　　　機製造業  (3214,3219から）

　　322　測量機械器具製造業 　　312　測量機械器具製造業

　　327　時計・同部分品製造業 　　317　時計・同部分品製造業

×　34　その他の製造業 ○ 　32　その他の製造業

× 341　貴金属製品製造業（宝石加工を含む） ○ 321　貴金属・宝石製品製造業

　　　　　　　製造業　(3411の一部)

　　　　　　　同材料加工業　(3412,3413から）

　　342　楽器製造業　（略） 　　322　楽器製造業　（略）

　　344　ペン・鉛筆・絵画用品・その他の 　　324　ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製
　　　　　事務用品製造業　（略） 　　　　　造業　（略）

× 345　装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業（貴 ○ 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) 　　　　　金属・宝石製を除く)

　　　　　　　除く）  (3251へ） 　　　　　　　除く）　(3411の一部,3451から)

　　　3452　造花・装飾用羽毛製造業 　　　3252　造花・装飾用羽毛製造業

　　　3453　ボタン製造業 　　　3253　ボタン製造業

（略）

　× 3191　産業用運搬車両・同部分品・附属品製造

（略）

　× 3411　貴金属製品製造業　(3211,3219,3251へ）

　× 3214　温度計製造業  (3119へ）

　× 3219　その他の計量器・測定器・分析機器・試験

　× 3451　装身具・装飾品製造業（貴金属・宝石製を

　× 3412　宝石附属品・同材料加工業　(3212へ）

　× 3413　宝石細工業　(3212へ）

(略）

　○ 3251　装身具・装飾品製造業（貴金属・宝石製を

　○ 3212　貴金属・宝石製装身具（ジュエリー）附属

　○ 3219　その他の貴金属製品製造業　(3411の一

　○ 3211　貴金属・宝石製装身具（ジュエリー）製品

　○ 3119　その他の計量器・測定器・分析機器・試験

　　　3091　自転車・同部分品製造業  (3131から）

　○ 3059　その他の産業用運搬車両・同部分品・附属

　○ 3051　フォークリフトトラック・同部分品・附属品製

～
 

～
 

～
 

～
 

 
 
  （略）  



　　　3454　針・ピン・ホック・スナップ・同関連品製造業 　　　3254　針・ピン・ホック・スナップ・同関連品製造業

　　　3455　かつら製造業 　　　3255　かつら製造業

　　346　漆器製造業　（略） 　　326　漆器製造業　（略）

　　347　畳・傘等生活雑貨製品製造業　（略） 　　327　畳・傘等生活雑貨製品製造業　（略）

　　　　　3343,3351,3352,3361,3371,3391,3399から）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3281へ）

　　　　　除く）

　　　　　　　造業（装てん組立業を除く）　(3281へ）

　× 3361　弾薬装てん組立業（銃弾製造業を除く） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3281へ）

　　　　　 る装甲車両であって，無限軌道装置による
　　　　　 もの）・同部分品製造業

　　　　　　 る装甲車両であって, 無限軌道装置による
　　　　　　 もの) ・同部分品製造業　(3281へ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3281へ）

　　349　他に分類されない製造業 　　329　他に分類されない製造業

　　　3491　煙火製造業 　　　3291　煙火製造業

　　　3492　看板・標識機製造業 　　　3292　看板・標識機製造業

　　　3493　パレット製造業 　　　3293　パレット製造業

　　　3494　モデル・模型製造業（紙製を除く） 　　　3294　モデル・模型製造業（紙製を除く）

　33　武器製造業

　× 3331　銃弾製造業　(3281へ）

× 332　砲製造業

　× 3321　砲製造業　(3281へ）

× 333　銃弾製造業

　○ 3281　武器製造業　(3311,3321,3331,3341～

　× 3399　他に分類されない武器製造業　(3281へ）

× 337　特殊装甲車両（銃砲を搭載する構造を有す

　× 3371特殊装甲車両（銃砲を搭載する構造を有す

× 339　その他の武器製造業

　× 3391　弾薬投射機械器具製造業（銃, 砲を除く）

　× 3341　砲弾弾体製造業　(3281へ）

　× 3342　薬きょう製造業　(3281へ）

×

　× 3343　火薬類の入っていない武器用信管製造業

× 335　銃砲弾以外の弾薬製造業（装てん組立業を

　× 3351　銃砲弾以外の弾薬外殻製造業　(3281へ）

　× 3352　銃砲弾以外の弾薬の関連機械器具製

× 334　砲弾製造業（装てん組立業を除く）

× 336　弾薬装てん組立業（銃弾製造業を除く)

○ 328　武器製造業× 331　銃製造業

　× 3311　銃製造業　(3281へ）



　　　3495　工業用模型製造業 　　　3295　工業用模型製造業

　× 3496　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）　(3296,4121へ) 　　　　　　   物を除く）  (3496の一部）

　　　3499　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

＜第10回改訂＞ ＜第11回改訂＞

大分類 Ｇ－電気・ガス・熱供給・水道業 大分類 Ｇ－電気・ガス・熱供給・水道業

　35　電気業　（略） 　33　電気業　（略）  

　36　ガス業　（略）  　34　ガス業　（略）  

　37　熱供給業　（略）  　35　熱供給業　（略）  

　38　水道業　（略）  　36　水道業　（略）  


	製造業

