
＜第10回改訂＞ ＜第11回改訂＞

×  大分類　Ｉ－卸売・小売業，飲食店 ○ 大分類　Ｊ－卸売・小売業

　48　各種商品卸売業　（略） 　49　各種商品卸売業　（略） 

　49　繊維・衣服等卸売業　（略） 　50　繊維・衣服等卸売業　（略） 

　50　飲食料品卸売業　 　51　飲食料品卸売業　 

　　501　農畜産物・水産物卸売業　（略） 　　511　農畜産物・水産物卸売業　（略） 

　　502　食料・飲料卸売業 　　512　食料・飲料卸売業 

　　　5021　砂糖卸売業　 　　　5121　砂糖卸売業　 

　　　5022　味そ・しょう油卸売業 　　　5122　味そ・しょう油卸売業 

　　　5023　酒類卸売業 　　　5123　酒類卸売業 

　　　5024　乾物卸売業 　　　5124　乾物卸売業 

　　　5025　缶詰・瓶詰食品卸売業（気密容器入りの 　　　5125　缶詰・瓶詰食品卸売業（気密容器入りの
　　　　　　　もの） 　　　　　　　もの）

　　　5026　菓子・パン類卸売業 　　　5126　菓子・パン類卸売業 

  × 5027　清涼飲料卸売業　（5127へ）　   ○ 5127　飲料卸売業（別掲を除く） (5027,5029の一部)　 

　　　5028　茶類卸売業 　　　5128　茶類卸売業 

　× 5029　その他の食料・飲料卸売業　(5127,5129ヘ）　 　○ 5129　その他の食料・飲料卸売業 （5029の一部） 

　51　建築材料, 鉱物・金属材料等卸売業 　52　建築材料, 鉱物・金属材料等卸売業 

　　511　建築材料卸売業　（略） 　　521　建築材料卸売業　（略） 

　　512　化学製品卸売業 　　522　化学製品卸売業 

　　　5121　塗料卸売業 　　　5221　塗料卸売業 

　　　5122　染料・顔料卸売業 　　　5222　染料・顔料卸売業 

　　　5123　油脂・ろう卸売業 　　　5223　油脂・ろう卸売業 

　　513　鉱物・金属材料卸売業 　　523　鉱物・金属材料卸売業 

　　　5132　石油卸売業 　　　5231　石油卸売業 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5134から）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(5232へ）

　　　5135　鉄鋼卸売業 　　　5233　鉄鋼卸売業 

　　　5136　非鉄金属卸売業 　　　5234　非鉄金属卸売業 

　　514　再生資源卸売業　（略） 　　524　再生資源卸売業　（略） 

　52　機械器具卸売業 　53　機械器具卸売業 

　　521　一般機械器具卸売業　（略） 　　531　一般機械器具卸売業　（略） 

　× 5134　非金属鉱物卸売業（石炭, 石油を除く）

　○ 5232　鉱物卸売業（石油を除く）  (5131,5133,

　× 5124　火薬類卸売業　（5229へ） 

　○ 5229　その他の化学製品卸売業　（5124,5129から)　× 5129　その他の化学製品卸売業　（5229へ） 

　× 5131　石炭卸売業　(5232へ) 

　× 5133　金属鉱物卸売業　(5232へ) 



　　522　自動車卸売業 　　532　自動車卸売業 

　　　5221　自動車卸売業（二輪自動車を含む） 　　　5321　自動車卸売業（二輪自動車を含む）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(5322,5323へ) 　　　　　　　 除く）　(5222の一部） 

　　523　電気機械器具卸売業　（略） 　　533　電気機械器具卸売業　（略）  

　　529　その他の機械器具卸売業　（略）  　　539　その他の機械器具卸売業　（略）  

　53　その他の卸売業 　54　その他の卸売業 

　　531　家具・建具・じゅう器等卸売業　（略）  　　541　家具・建具・じゅう器等卸売業　（略）  

　　532　医薬品・化粧品等卸売業　（略）  　　542　医薬品・化粧品等卸売業　（略）  

× 539　他に分類されない卸売業 ○ 549　他に分類されない卸売業 

　　　5391　紙・紙製品卸売業 　　　5491　紙・紙製品卸売業 

　　　5392　金物卸売業 　　　5492　金物卸売業 

　　　5394　肥料・飼料卸売業 　　　5493　肥料・飼料卸売業 

　　　5395　スポーツ用品・娯楽用品・がん具卸売業 　　　5494　スポーツ用品・娯楽用品・がん具卸売業

　　　5396　たばこ卸売業 　　　5495　たばこ卸売業 

　　　5397　貴金属製品卸売業（宝石を含む） (名）5496  ジュエリー製品卸売業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(5499へ) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(5393,5399から)

　54　各種商品小売業 　55　各種商品小売業 

　　541　百貨店 

　　549　その他の各種商品小売業（従業者が常時50 　　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） 　　　　　人未満のもの）　（略）

　55　織物・衣服・身の回り品小売業 　56　織物・衣服・身の回り品小売業 

　　551　呉服・服地・寝具小売業　（略）  　　561　呉服・服地・寝具小売業　（略）  

　　552　男子服小売業 　　562　男子服小売業 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5621へ）

　　553　婦人・子供服小売業 　　563　婦人・子供服小売業 

　　554　靴・履物小売業　（略）  　　564　靴・履物小売業　（略）  

× 533　代理商, 仲立業 

　　  5331　代理商, 仲立業  (5497へ） 

　　　5497  代理商、仲立業　(5331から)

　× 5393　薪炭卸売業　(5499へ) 

　○ 5322　自動車部分品・附属品卸売業（中古品を

　○ 5323自動車中古部品卸売業　(5222の一部） 

　× 5222　自動車部分品・附属品卸売業

　× 5521　男子服小売業（製造小売)　（5621へ） 

　× 5399　他に分類されないその他の卸売業 　○ 5499　他に分類されないその他の卸売業

　　　5411　百貨店 (名）5511　百貨店，総合スーパー 

（名）　551　百貨店，総合スーパー

　○ 5632  子供服小売業　（5531の一部）

　× 5531　婦人・子供服小売業　（5631,5632へ） 

　× 5522　男子服小売業（製造小売でないもの)

　○ 5621　男子服小売業　（5521,5522から）

　○ 5631　婦人服小売業　（5531の一部） 



　　569　その他の織物・衣服・身の回り品小売業　（略）

　56　飲食料品小売業 　57　飲食料品小売業 

× 561　各種食料品小売業  ○ 571　各種食料品小売業　  

　× 5611　各種食料品小売業　（5711,5791へ） 　○ 5711　各種食料品小売業　（5611の一部）

　　562　酒小売業 　　572　酒小売業　

　　564　鮮魚小売業 　　574　鮮魚小売業　

　　566　野菜・果実小売業　（略）  　　575　野菜・果実小売業　（略）  

　　568　米穀類小売業　（略）  　　577　米穀類小売業　（略）  

× 569　その他の飲食料品小売業 ○ 579　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）　
　　　　　　　　　　　　　　　　（5611,5692,5699の各一部）

　　　5691　牛乳小売業 　　　5792　牛乳小売業 

　　　5693　茶小売業 (名）5794  茶類小売業

　× 5692　料理品小売業　（5791,5795へ) 　○ 5795　料理品小売業　(5692の一部） 

　　　　　　　小売)　（5796へ） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5694,5695から）

　　　　　　　小売でないもの）　（5796へ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5791,5793,5799へ） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5699の一部）

　57　自動車・自転車小売業　（略）  　58　自動車・自転車小売業　（略）  

　58　家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業 (名) 　59　家具・じゅう器・機械器具小売業

　　581　家具・建具・畳小売業 　　591　家具・建具・畳小売業 

                                                      　(5911へ)

　                                                       (5912へ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(5914へ）

× 565　乾物小売業 

　　　5651　乾物小売業　（5797へ） 

      5797  乾物小売業　（5651から）

　× 5694　豆腐・かまぼこ等加工食品小売業（製造

　× 5695　豆腐・かまぼこ等加工食品小売業（製造

　○ 5796　豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

　× 5699　他に分類されない飲食料品小売業 　○ 5799　他に分類されない飲食料品小売業

　○ 5793  飲料小売業(別掲を除く）　（5699の一部）

　○ 5913　畳小売業 　(5815,5816から)

　× 5816　畳小売業（製造小売でないもの）　(5913へ)

　× 5811　家具小売業（製造小売）　(5911へ） 　○ 5911　家具小売業　(5811,5812から) 

　× 5812　家具小売業（製造小売でないもの）

  × 5813　建具小売業（製造小売）　(5912へ） 　○ 5912　建具小売業　(5813,5814から) 

　× 5814　建具小売業（製造小売でないもの）

　× 5815　畳小売業（製造小売）　(5913へ) 

　× 5817　宗教用具小売業（製造小売）　(5914へ） 　○ 5914　宗教用具小売業　(5817,5818から) 

　× 5818　宗教用具小売業（製造小売でないもの)

　　559　その他の織物・衣服・身の回り品小売業　（略）

～
 

～
 

 
 
  （略）  

 
 
  （略）  

～
 

～
 

 
 
  （略）  

 
 
  （略）  



× 582　金物・荒物小売業 

　　584　家庭用機械器具小売業 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(5921,5922へ)

　　　5842　家庭用機械器具小売業（家庭用電気機械 (名）5929　その他の機械器具小売業
　　　　　　　器具を除く）

× 589　その他のじゅう器小売業 ○ 599　その他のじゅう器小売業 

　　　5899　その他のじゅう器小売業 (名） 5999　他に分類されないじゅう器小売業 

　59　その他の小売業 　60　その他の小売業 

　　591　医薬品・化粧品小売業 　　601　医薬品・化粧品小売業 

　× 5911　医薬品小売業　（6011,6012へ） 　○ 6011　医薬品小売業 (調剤薬局を除く）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5911の一部） 

　○ 6012　調剤薬局　（5911の一部）

　　　5912　化粧品小売業 　　　6013　化粧品小売業 

× 592　農耕用品小売業 ○ 602　農耕用品小売業 

　　　5921　農業用機械器具小売業 　　　6021　農業用機械器具小売業 

　　　5922　苗・種子小売業 　　　6022　苗・種子小売業 

　　593　燃料小売業 　　603　燃料小売業 

　　597　時計・眼鏡・光学機械小売業 　　607　時計・眼鏡・光学機械小売業 

　　　　　　　もの）　（6097へ）

× 599　他に分類されない小売業 ○ 609　他に分類されない小売業 

　　　5991　たばこ・喫煙具専門小売業 　　　6091　たばこ・喫煙具専門小売業 

　　　5992　花・植木小売業 　　　6092　花・植木小売業 

　　　5993　建築材料小売業 　　　6093　建築材料小売業 

　　　5994　貴金属製品小売業（宝石を含む） (名）6094　ジュエリー製品小売業

(名）　592　機械器具小売業 

　× 5841　家庭用電気機械器具小売業 　○ 5921　電気機械器具小売業　(5841の一部） 

　○ 5922　電気事務機械器具小売業　(5841の一部）

      5991  金物小売業　（5821から）

      5992  荒物小売業　（5822から）

　　　5993　陶磁器・ガラス器小売業　（5831から） 

　　　5821　金物小売業  (5991へ) 

　　　5822　荒物小売業　(5992へ) 

× 583　陶磁器・ガラス器小売業 

　　　5831　陶磁器・ガラス器小売業　(5993へ) 

　× 5923　肥料・飼料小売業　（6023,6095へ） 　○ 6023　肥料・飼料小売業　（5923の一部） 

× 598　中古品小売業（他に分類されないもの)

　　　5981　骨とう品小売業　（6096へ） 

　　　5989　その他の中古品小売業（他に分類されない

～
 

～
 

 
 
  （略）  

 
 
  （略）  



　　　  　　　　　　　　　　　　　　（5923,5999の各一部）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6095, 6099へ） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5999の一部）

（大分類　Ｍ－飲食店，宿泊業）

 　601　食堂、レストラン 　（701　食堂、レストラン）

× 6011　一般食堂（別掲を除く）　（7011,7019へ） （○7011　一般食堂　（6011から））

 　　6012　日本料理店 　　（7012　日本料理店）

 　　6013　西洋料理店 　　（7013　西洋料理店）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7014,7019へ）

 　602　そば・うどん店 　（702　そば・うどん店）

 　609　その他の一般飲食店 　（709　その他の一般飲食店）

 　611　料亭 　（711　料亭）

 　613　酒場、ビヤホール 　（713　酒場、ビヤホール）

（（名） 71　遊興飲食店）

  ○ 6095  ペット・ペット用品小売業

  60　一般飲食店   （70　一般飲食店）

(名) 6097中古品小売業（骨とう品を除く）  (5989から）

      6096  骨とう品小売業　(5981から）

  61　その他の飲食店

 × 6014　中華料理店、その他の東洋料理店 （○ 7014　中華料理店　（6014から））

（○ 7019　その他の食堂、レストラン　（6011,6014から））

　× 5999　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

～
 

～
 

～
 

～
 

 
 
  （略）  

 
 
  （略）  

 
 
  （略）  

 
 
  （略）  


	卸売・小売

