
＜第10回改訂＞ ＜第11回改訂＞

× 大分類　Ｌ－サービス業 ○ 大分類　Ｑ－サービス業（他に分類されないもの）

×  84　専門サービス業（他に分類されないもの） ○  80　専門サービス業（他に分類されないもの）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（77,80へ） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(84の一部）

  　841　法律事務所，特許事務所     801　法律事務所，特許事務所

  　844　獣医業　     804　獣医業

  　845　土木建築サービス業     805　土木建築サービス業

　× 8451　土木建築サービス業　(8051,8052,8059へ)   ○ 8051  建築設計業　（8451の一部）

  ○ 8052　測量業　(8451の一部）

  ○ 8059　その他の土木建築サービス業　(8451の一部）

× 846　デザイン業  ○ 806　デザイン・機械設計業

　　 8461　デザイン業   　  8061　デザイン業

  　  8062　機械設計業　（8491から）

 　 847　著述家・芸術家業　（略）

〈× 743 写真業　（808,839へ）〉 ○ 808　写真業　（743の一部）

　　　〈7431　一般写真業〉 (名) 8081　写真業（商業写真業を除く）

　　　〈7432　商業写真業〉   　  8082　商業写真業

（大分類　О－教育，学習支援業）
× 848　個人教授所 (773,774へ） （○ 773　学習塾）

　　　（7731　学習塾　(8482から）） 

（○ 774　教養・技能教授業）

　× 8481　個人教授所（別掲を除く）　(7741～7746, 　　　（7741　音楽教授業　（8481の一部））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7749へ）
　　　8482　学習塾　（7731へ） 　　　（7742　書道教授業　（8481の一部））

　　　（7743　生花・茶道教授業　（8481の一部））

　　　（7744　そろばん教授業　（8481の一部））

　　　（7745　外国語会話教授業　（8481の一部））

　　　（7746　スポーツ・健康教授業（フィットネスクラブを
　　　　　　　　除く）　（8481の一部））

　　　8483　フィットネスクラブ 　　　（7747　フィットネスクラブ）

　　　（7749　その他の教養・技能教授業　（8481の一部））

× 849　その他の専門サービス業　(806,809へ） ○ 809　その他の専門サービス業

　　　〈824　興信所〉

　　　　〈8241　興信所〉   　　8091　興信所

 　　 8491　機械設計業　（8062へ）

 　　 8492　社会保険労務士事務所   　  8092　社会保険労務士事務所

 　　 8493　経営コンサルタント業   　  8093　経営コンサルタント業

  (名） 807　著述・芸術家業　（略）

～
 

～
 

 
 
  （略）  

 
 
  （略）  



 　　 8494　翻訳業（著述家業を除く） 　    8094　翻訳業（著述家業を除く）

　○ 8095　通訳業、通訳案内業　（8499の一部）

 　　 8495　広告制作業 　    8096　広告制作業

 　　 8496　不動産鑑定業 　    8097　不動産鑑定業

 　　 8497　行政書士事務所       8098　行政書士事務所

　× 8499　他に分類されない専門サービス業　 　 ○ 8099　他に分類されない専門サービス業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8095,8099へ）                                         （8499の一部）

 92　学術研究機関 (名）  81　学術・開発研究機関

　 921　自然科学研究所  (略） 　  811　自然科学研究所  (略）

　 922　人文・社会科学研究所  (略） 　  812　人文・社会科学研究所  (略）

72　洗濯・理容・浴場業 (名） 82　洗濯・理容・美容・浴場業

　  721 洗濯業  (略） 　  821 洗濯業  (略）

× 722 洗張・染物業

　× 7221  洗張業　（8291へ）

　× 7222  染物業　（8291へ）

　  723 理容業 　  822 理容業

　  726 特殊浴場業   　825 特殊浴場業

× 729 その他の洗濯・理容・浴場業 ○ 829 その他の洗濯・理容・美容・浴場業

  ○ 8291　洗張・染物業　(7221,7222から）

  ○ 8292　エステティック業　(7299の一部）

　× 7299　その他の洗濯・理容・浴場業   ○ 8299　他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8292,8299へ)                                                   (7299の一部）

　（大分類　Ｌ－不動産業）
×  73　駐車場業 （○ 　69　不動産賃貸業・管理業）

  731　駐車場業　（略） 　 （693　駐車場業　（略））

×  74　その他の生活関連サービス業　 ○ 83　その他の生活関連サービス業

（大分類　Ｈ－運輸・通信業）
（45　運輸に附帯するサービス業） 

　（451 旅行業） 　  831 旅行業

（× 4511一般旅行業　（8311へ）） 　○ 8311　旅行業(旅行業者代理業を除く）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4511,4512から）

（× 4512国内旅行業　（8311へ））

　　（4513旅行業代理店業） (名）8312　旅行業者代理業

× 741 家事サービス業（住込みのもの） ○ 832 家事サービス業

  　　7411　家事サービス業（住込みのもの）   　　8321　家事サービス業（住込みのもの）

× 742 家事サービス業（住込みでないもの）

  　　7421　家事サービス業（住込みでないもの）   　　8322　家事サービス業（住込みでないもの）

～
 

～
 

 
 
  （略）  

 
 
  （略）  



× 743 写真業 〈○ 808　写真業〉

  　　7431　一般写真業   　  〈8081　写真業（商業写真業を除く）〉

  　　7432　商業写真業   　  〈8082　商業写真業〉

  　　7433　写真現像・焼付業  (8393へ)

  　744 衣服裁縫修理業   　833 衣服裁縫修理業

  　747 冠婚葬祭業 　  836 冠婚葬祭業

× 749 他に分類されない生活関連サービス業 ○ 839 他に分類されない生活関連サービス業

　  　7491　食品賃加工業 　　8391　食品賃加工業

　× 7492　古綿打直し業　（8399へ）

　  　7493　結婚相談業、結婚式場紹介業 　　8392　結婚相談業、結婚式場紹介業

　　8393　写真現像・焼付業  （7433から）

　× 7499　他に分類されないその他の生活関連 ○ 8399　他に分類されないその他の生活関連
　     　　　　サービス業  (8399へ) 　　　　　　サービス業　（6829,7492,7499から）

（大分類　Ｍ－飲食店，宿泊業）
 75　旅館，その他の宿泊所　（略） 　（72　宿泊業）　（略）

 76　娯楽業（映画・ビデオ制作業を除く） （名） 84　娯楽業

　 761 映画館  （略） 　　841 映画館  （略）

×762 劇場、興行場（別掲を除く） ○ 842 興行場（別掲を除く）、興行団

　 　7621　劇場 　　　8421　劇場

　 　7622　興行場 　　　8422　興行場

×763　興行団

　 　7631　劇団 　　　8423　劇団

　 　7632　楽団、舞踊団　 　　　8424　楽団、舞踊団　

　 　7639　その他の興行団 （名）8425　演芸・スポーツ等興行団

×764 競輪・競馬等の競走場 ○ 843 競輪・競馬等の競走場、競技団

　 　7641　競輪場 　　　8431　競輪場

　 　7642　競馬場 　　　8432　競馬場

　 　7649　自動車・モータボート等の競走場 (名）8433　自動車・モータボートの競走場

×765 競輪・競馬等の競技団

　 　7651　競輪競技団 　　　8434　競輪競技団

　 　7652　競馬競技団　 　　　8435　競馬競技団　

　 　7659　自動車・モータボート等の競技団 （名）8436　自動車・モータボートの競技団

　 766 スポーツ施設提供業   （略） 　　844 スポーツ施設提供業  （略）

　 767 公園，遊園地 　　845 公園，遊園地

　 　7671　公園 　　　8451　公園

 × 7672　遊園地　（8452,8453へ） 　○ 8452　遊園地（テーマパークを除く）　（7672の一部）

～
 

～
 

 
 
  （略）  

 
 
  （略）  



　○ 8453　テーマパーク　（7672の一部）

　 768 遊戯場　 　　846 遊戯場

　 　7681　ビリヤード場 　　　8461　ビリヤード場

　 　7682　囲碁・将棋所 　　　8462　囲碁・将棋所

　 　7683　マージャンクラブ 　　　8463　マージャンクラブ

　 　7684　パチンコホール 　　　8464　パチンコホール

　○ 8465　ゲームセンター　（7689の一部）

 × 7689　その他の遊戯場　（8465,8469へ）　 　○ 8469　その他の遊戯場　（7689の一部）　

　 769 その他の娯楽業 　　849 その他の娯楽業

　 　7691　ダンスホール 　　　8491　ダンスホール

　 　7692　マリーナ業　 　　　8492　マリーナ業　

　 　7693　遊漁船業　 　　　8493　遊漁船業　

　 　7694　芸ぎ業 　　　8494　芸ぎ業

　○ 8495　カラオケボックス業　（7699の一部）

 × 7695　娯楽に附帯するサービス業 　○ 8496　娯楽に附帯するサービス業
　　　　　　　　　　　　　　　　　(6829の一部，7695から）

 × 7699　他に分類されない娯楽業　（8495,8499へ） 　○ 8499　他に分類されない娯楽業　（7699の一部）

 87　廃棄物処理業　（略）  85　廃棄物処理業　（略）

 77　自動車整備業　  86　自動車整備業

　771 自動車整備業 　　861 自動車整備業

　　7711　自動車一般整備業　　 　　　8611　自動車一般整備業　

× 7712　自動車車体整備業（8619へ） 　○ 8619　その他の自動車整備業
　　　　　　　　　　（7712,7713,7714,7715,7719から）

× 7713　自動車電装品整備業　（8619へ）

× 7714　自動車タイヤ整備業　（8619へ）

× 7715　自動車・自動車エンジン再生業　（8619へ）

× 7719　その他の自動車整備業　（8619へ）

 78　機械・家具等修理業（別掲を除く） (名）  87　機械等修理業（別掲を除く）

× 781 機械修理業　　　　 ○ 871 機械修理業(電気機械器具を除く）

　　　7811　一般機械修理業（電気機械器具、 (名) 8711　一般機械修理業（建設・鉱山機械を除く）
　　　　　　建設・鉱山機械を除く） 　　　　　　

　　　7812　電気機械器具修理業　（8721へ）

　　　7813　建設機械・鉱山機械整備業 (名) 8712　建設・鉱山機械整備業

○ 872 電気機械器具修理業

　　  8721　電気機械器具修理業　（7812から）

× 782 家具修理業 

　　　7821　家具修理業　（8791へ）



× 783 かじ業

　　　7831　かじ業　（8794へ）

    784 表具業　（略） 　　8７3 表具業　（略）

× 789 他に分類されない修理業 ○ 8７9 その他の修理業

　　　8７91　家具修理業　（7821から）

　　　7891　時計修理業 　　　8７92　時計修理業

　　　7892　履物修理業 　　　8７93　履物修理業

　　　8７94　かじ業　（7831から）

　　　7899　他に分類されないその他の修理業 （名）8７99　他に分類されない修理業

 79　物品賃貸業  （略）  88　物品賃貸業　（略）

（大分類　Ｈ－情報通信業）
×  80　映画・ビデオ制作業 

    801　映画, ビデオ制作・配給業 

　× 8011　映画・ビデオ制作業  (4111,4112ヘ） 　(○ 4111　映画・ビデオ制作業（テレビ番組制作業
　　　　　　　 を除く）　（8011から）)

　(○ 4112　テレビ番組制作業　（8011から)

　　  8012　映画・ビデオ配給業 (（名）４１13　映画・ビデオ・テレビ番組配給業)

× 802　映画・ビデオサービス業  (415ヘ） （○ 415　映像・音声・文字情報制作に附帯するサー
　　　　　　 ビス業　（802,823,869から））
　　　　　

　× 8021　映画・ビデオサービス業　（4159へ） 　（○ 4159　その他の映像・音声・文字情報制作に
　　　　　　　　附帯するサービス業　（8021,8699から））

　81　放送業 　（38　放送業）

    811　公共放送業（有線放送業を除く）　（略） 　　（381　公共放送業（有線放送業を除く）　（略）） 

    812　民間放送業（有線放送業を除く） 　　（382　民間放送業（有線放送業を除く）） 

　× 8121　テレビジョン放送業　（3821,3823へ） 　（○ 3821　テレビジョン放送業（衛星放送業を除く） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8121の一部））

　× 8122　ラジオ放送業  (3822,3823ヘ） 　（○ 3822　ラジオ放送業（衛星放送業を除く） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8122の一部））

　（○ 3823　衛星放送業　（8121,8122の各一部））

　　　8129　その他の民間放送業 　　　（3829　その他の民間放送業） 

    813　有線放送業　（略） 　　（383　有線放送業　（略）） 

× 　82　情報サービス・調査業　（39,41,80へ） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各一部））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84の各一部））

　　821　ソフトウェア業　（略） 　　（391　ソフトウェア業　（略） ） 

　　822　情報処理・提供サービス業　（略）  　　（392　情報処理・提供サービス業　（略） ） 

× 823　ニュース供給業 (○ 415　映像・音声・文字情報制作に附帯する
　　　　　 サービス業  (802,823,869から））

　（○ 39　情報サービス業　（82の一部）　） 

   (○ 80　専門サービス業（他に分類されないもの）（82,

(○ 41　映像・音声・文字情報制作業)

　(（名）411　映像情報制作・配給業)

　（○ 41　映像・音声・文字情報制作業　（19,80,82の



　　　8231　ニュース供給業　（4151へ） 　　　（4151　ニュース供給業　（8231から）） 

× 824　興信所 〈○ 809　その他の専門サービス業　（824,849から）〉

　　　8241　興信所　（8091へ） 　　　〈8091　興信所　（8241から）〉

 83　広告業　（略）  89　広告業　（略）

（大分類 Ｐ－複合サービス事業）
 85　協同組合（他に分類されないもの）　（略） （79　協同組合（他に分類されないもの）　（略））

 86　その他の事業サービス業   90　その他の事業サービス業

     861 速記・筆耕・複写業 (名）901  速記・ワープロ入力･複写業

      8611　速記・筆耕業  (名) 9011　速記・ワープロ入力業

 　   8612　複写業        9012　複写業

    862　商品検査業      902　商品検査業

    866　警備業      906　警備業

 ×869　他に分類されない事業サービス業  ○ 909　他に分類されない事業サービス業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(412,415,909へ）

（○ 412　音声情報制作業）

（○ 415　映像・音声・文字情報制作に附帯する）
　　　　　 サービス業

 　   8691　ディスプレイ業 　     9091　ディスプレイ業

 　   8692　産業用設備洗浄業 　     9092　産業用設備洗浄業

 　   8693　非破壊検査業 　     9093　非破壊検査業

 　   8694　看板書き業 　     9094　看板書き業

 　   8695　労働者派遣業 　     9095　労働者派遣業

 　× 8699　他に分類されないその他の事業サービス業 　  ○ 9099　他に分類されないその他の事業サービス業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4122,4159,9099へ） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8699の一部）

　（大分類　Ｎ－医療，福祉）
× 　88　医療業 

   881　病　院    （731　病　院）

　× 8811　一般病院  (7311ヘ)       （○7311　一般病院）

    　8812　精神病院            （7312　精神病院）

    　8813　結核病院            （7313　結核病院）

  × 8815　伝染病院　(7311へ)

　　882　一般診療所　（略）    （732　一般診療所　（略）  ）

　　883　歯科診療所　（略） 　 （733　歯科診療所　（略）  ）

× 884　助産所　

    　8841　助産所                      　   （7341　助産所）

     （7342　看護業　(8891から））

　  （○734　助産・看護業）

 （○ 73　医療業）

～
 

～
 

 
 
  （略）  

 
 
  （略）  



　　885　療術業　（略）    （735   療術業　（略））

× 886　歯科技工所                    

    　8861　歯科技工所  (7361ヘ)

× 887　医療に附帯するサービス業 （別掲を除く）

          （7３61  歯科技工所　（8861から））

      8871　医療に附帯するサービス業　（別掲を除く）
（7369へ）

× 889　その他の医療業

     8891　看護業　（7342へ)

   　8892　老人保健施設　（7542へ)                   

 × 8899　他に分類されない医療業

　89　保健衛生  （74　保健衛生）

　　891　保健所　（略）     （741　保健所　（略））

　　892　健康相談施設　（略）     （742　健康相談施設　（略））

× 893　検疫所（動物検疫所，植物防疫所を除く）  

    　8931　検疫所（動物検疫所，植物防疫所を除く）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7491ヘ)

× 899　その他の保健衛生

     （7491　検疫所（動物検疫所，植物防疫所を除く）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8931から））

　　　8991　検査業      （7492　検査業）

    　8992　消毒業      （7493　消毒業）

    　8999　他に分類されない保健衛生      （7499　他に分類されない保健衛生）

× 　90　社会保険・社会福祉

　　901　社会保険事業団体　(略）     （751　社会保険事業団体　(略））

  　902　福祉事務所　(略）     （752　福祉事務所　(略））

　　903　児童福祉事業　(略）     （753　児童福祉事業　(略））

× 904　老人福祉事業

  × 9041　老人福祉事業  （○ 7541　特別養護老人ホーム　(9041の一部））
　　　　　　　　　　　　(7541,7543,7544,7545,7549ヘ)

      (7542　介護老人保健施設　(8892から））

 （○ 7543　通所・短期入所介護施設　(9041の一部））

 （○ 7544　痴呆性老人グループホーム　(9041の一部））

 （○ 7545　有料老人ホーム　(9041の一部））

 （○ 7549　その他の老人福祉・介護事業　
                                              (9041の一部））

× 905　知的・身体障害者福祉事業 （○ 755　障害者福祉事業）

　  （○ 736　医療に附帯するサービス業）

    （○ 749　その他の保健衛生）

 （○ 75　社会保険・社会福祉・介護事業）

    （○ 754　老人福祉・介護事業(訪問介護事業を除く））

   (（名） 7369　その他の医療に附帯するサービス業）



    　9052　身体障害者福祉事業       （7551　身体障害者福祉事業）

　　　9051　知的障害者福祉事業       （7552　知的障害者福祉事業）

  （○ 7553　精神障害者福祉事業　(9099の一部）

× 906　更生保護事業

    　9061　更生保護事業　(7591へ）                 

× 909　その他の社会保険、社会福祉 （○ 759　その他の社会保険・社会福祉・介護事業）

      （7591　更生保護事業　(9061から））

　（○ 7592　訪問介護事業）

  × 9099　その他の社会保険、社会福祉   （○ 7599　他に分類されない社会保険・社会福祉・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7553,7599ヘ) 　　　　   　   介護事業　（9099の一部））

（大分類　О－教育，学習支援業）
× 　91　教育 

　　911　小学校　（略） 　　（761　小学校　（略） ） 

　　912　中学校　（略）  　　（762　中学校　（略） ） 

× 913　高等学校 （○ 763　高等学校、中等教育学校） 

　　　9131　高等学校 　　　（7631　高等学校） 

　（○ 7632　中等教育学校）

　　914　高等教育機関　（略）  　　（764　高等教育機関　（略） ） 

　　915　特殊教育諸学校　（略）  　　（765　特殊教育諸学校　（略） ） 

　　916　幼稚園　（略）  　　（766　幼稚園　（略） ） 

　　917　専修学校，各種学校　（略）  　　（767　専修学校，各種学校　（略） ） 

　　918　社会教育　（略）  　　（771　社会教育　（略） ） 

× 919　その他の教育施設 （○ 772　職業・教育支援施設）

　× 9191　職員訓練施設  (7721,7722ヘ) 　（○ 7721　職員教育施設・支援業） 

　× 9192　職業訓練施設　(7722,7799へ) 　（○ 7722　職業訓練施設） 

　　　9199　他に分類されない教育施設 （(名) 7729　その他の職業・教育支援施設） 

(○ 779　他に分類されない教育，学習支援業)

　（○ 7799　他に分類されない教育，学習支援業）

 94　政治・経済・文化団体　（略）   91　政治・経済・文化団体　（略）

 93　宗教　（略）   92　宗教　（略）

 95　その他のサービス業　（略）   93　その他のサービス業　（略）

 96　外国公務　（略）   94　外国公務　（略）

　（○77　その他の教育，学習支援業）

　（○ 76　学校教育）


	その他のサービス業

