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産業別生産物リスト【別紙様式4】

大分類 （修正案）

ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト
分類番号 分類項目名 分類コード 分類名（案）和文 初出コード 分類番号 分類項目名 分類コード 分類名（案）和文 初出コード 分類番号 分類項目名 分類コード 分類名（案）和文 初出コード

75 宿泊業 7500960300 旅館・ホテル宿泊サービス 76 飲食店 7600960300 飲食サービス（給食サービスを除く） 7500960900

750
管理，補助的経済活動を行う事業所（75
宿泊業）

7500260303
旅館・ホテル宿泊サービス（宿泊料金に
夕食・朝食を含むもの）

760
管理，補助的経済活動を行う事業所（76
飲食店）

7600960303
店舗内飲食サービス（給食サービスを除
く）

7500960903

7500 主として管理事務を行う本社等 7500960306
旅館・ホテル宿泊サービス（主としてルー
ムチャージのみで販売するもの）

7600 主として管理事務を行う本社等 7600960306 持ち帰り飲食サービス 7500960906

7509
その他の管理，補助的経済活動を行う事
業所

7500960600
簡易宿所・下宿・住宅宿泊・その他の宿
泊サービス

7609
その他の管理，補助的経済活動を行う事
業所

7600960309 配達飲食サービス（給食サービスを除く） 7500960909

751 旅館，ホテル 7500960603 簡易宿所サービス 761 食堂，レストラン（専門料理店を除く） 7600160600 給食サービス

7511 旅館，ホテル 7500260606 下宿サービス 7611 食堂，レストラン（専門料理店を除く） 7600160603 学校向け給食サービス

752 簡易宿所 7500260609 住宅宿泊サービス 762 専門料理店 7600160606 医療・福祉施設向け給食サービス

7521 簡易宿所 7500260699 その他の宿泊サービス 7621 日本料理店 7600160699 その他の給食サービス

753 下宿業 7500960900 飲食サービス（給食サービスを除く） 7500960900 7622 料亭 7500960900 会議室等賃貸サービス 6810963000

7531 下宿業 7500960903
店舗内飲食サービス（給食サービスを除
く）

7500960903 7623 中華料理店 7500960903 会議室等賃貸サービス 6810963003

754 その他の宿泊業 7500960906 持ち帰り飲食サービス 7500960906 7624 ラーメン店 Ｐ 小売サービス

7591 会社・団体の宿泊所 7500960909 配達飲食サービス（給食サービスを除く） 7500960909 7625 焼肉店 Ｐ 小売サービス

7592 リゾートクラブ 7500961200 会議室等賃貸サービス 6810963000 7629 その他の専門料理店 Ｐ 娯楽サービス

7599 他に分類されない宿泊業 7500961203 会議室等賃貸サービス 6810963003 763 そば・うどん店 Ｐ 娯楽サービス

7500961500
非住宅用建物賃貸サービス（収納スペー
ス賃貸サービス及び会議室等賃貸サー
ビスを除く）

6810162400 7631 そば・うどん店 Ｐ 飲食料品（製造業）

7500961503 事務所用建物賃貸サービス 6810162403 764 すし店 Ｐ 飲食料品（製造業）

7500961506 店舗用建物賃貸サービス 6810162406 7641 すし店 Ｐ 技能教授サービス

Ｐ 小売サービス 765 酒場，ビヤホール Ｐ 技能教授サービス

Ｐ 小売サービス 7651 酒場，ビヤホール

Ｐ スポーツ施設提供サービス 766 バー，キャバレー，ナイトクラブ

Ｐ スポーツ施設提供サービス 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ

767 喫茶店

7671 喫茶店

769 その他の飲食店

7691 ハンバーガー店

7692 お好み焼・焼きそば・たこ焼店

7699 他に分類されない飲食店

77 持ち帰り・配達飲食サービス業

770
管理，補助的経済活動を行う事業所（77
持ち帰り・配達飲食サービス業）

7700 主として管理事務を行う本社等

7709
その他の管理，補助的経済活動を行う事
業所

771 持ち帰り飲食サービス業

7711 持ち帰り飲食サービス業

772 配達飲食サービス業

7721 配達飲食サービス業

Ｍ　宿泊業，飲食サービス業

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明
1,6

4,5,7

8

4,5,7

8

1
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産業別生産物リスト【別紙様式4】

大分類 （第８回研究会時点）

ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト
分類番号 分類項目名 分類コード 分類名（案）和文 初出コード 分類番号 分類項目名 分類コード 分類名（案）和文 初出コード 分類番号 分類項目名 分類コード 分類名（案）和文 初出コード

75 宿泊業 7500960300 宿泊サービス 76 飲食店 7600960300 飲食サービス（給食サービスを除く） 7500960600

750
管理，補助的経済活動を行う事業所（75
宿泊業）

7500960303 ホテル宿泊サービス 760
管理，補助的経済活動を行う事業所（76
飲食店）

7600960303
店舗内飲食サービス（給食サービスを除
く）

7500960603

7500 主として管理事務を行う本社等 7500260306 旅館宿泊サービス 7600 主として管理事務を行う本社等 7600960306 持ち帰り飲食サービス 7500960606

7509
その他の管理，補助的経済活動を行う事
業所

7500260309 簡易宿所サービス 7609
その他の管理，補助的経済活動を行う事
業所

7600960309 配達飲食サービス（給食サービスを除く） 7500960609

751 旅館，ホテル 7500260312 住宅宿泊サービス 761 食堂，レストラン（専門料理店を除く） 7600960312 ケータリングサービス 7500960612

7511 旅館，ホテル 7500260399 その他の宿泊サービス 7611 食堂，レストラン（専門料理店を除く） 7600160600 給食サービス

752 簡易宿所 7500960600 飲食サービス（給食サービスを除く） 762 専門料理店 7600160603 学校向け給食サービス

7521 簡易宿所 7500960603
店舗内飲食サービス（給食サービスを除
く）

7621 日本料理店 7600160606 医療・福祉施設向け給食サービス

753 下宿業 7500960606 持ち帰り飲食サービス 7622 料亭 7600160699 その他の給食サービス

7531 下宿業 7500960609 配達飲食サービス（給食サービスを除く） 7623 中華料理店 Ｐ 小売サービス

754 その他の宿泊業 7500960612 ケータリングサービス 7624 ラーメン店 Ｐ 小売サービス

7591 会社・団体の宿泊所 7500960900 宴会サービス 7625 焼肉店 Ｐ 娯楽サービス

7592 リゾートクラブ 7500960903 宴会サービス 7629 その他の専門料理店 Ｐ 娯楽サービス

7599 他に分類されない宿泊業 Ｐ 小売サービス 763 そば・うどん店 Ｐ 不動産賃貸サービス

Ｐ 小売サービス 7631 そば・うどん店 Ｐ 不動産賃貸サービス

Ｐ 貸家・貸間サービス 764 すし店 Ｐ フランチャイズ契約・マネジメント契約

Ｐ 貸家・貸間サービス 7641 すし店 Ｐ フランチャイズ契約

Ｐ 物品賃貸サービス 765 酒場，ビヤホール Ｐ マネジメント契約

Ｐ 物品賃貸サービス 7651 酒場，ビヤホール Ｐ 飲食料品（製造業）

Ｐ 娯楽サービス 766 バー，キャバレー，ナイトクラブ Ｐ 飲食料品（製造業）

Ｐ 娯楽サービス 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ Ｐ 技能教授サービス

Ｐ 駐車サービス 767 喫茶店 Ｐ 技能教授サービス

Ｐ 駐車サービス 7671 喫茶店

Ｐ 不動産売買サービス 769 その他の飲食店

Ｐ 不動産売買サービス 7691 ハンバーガー店

Ｐ ポータルサイト運営サービス 7692 お好み焼・焼きそば・たこ焼店

Ｐ 宿泊施設仲介サービス 7699 他に分類されない飲食店

Ｐ その他の事業者向けサービス 77 持ち帰り・配達飲食サービス業

Ｐ 建物サービス 770
管理，補助的経済活動を行う事業所（77
持ち帰り・配達飲食サービス業）

Ｐ 不動産賃貸サービス 7700 主として管理事務を行う本社等

Ｐ 不動産賃貸サービス 7709
その他の管理，補助的経済活動を行う事
業所

Ｐ 結婚式サービス 771 持ち帰り飲食サービス業

Ｐ 結婚式サービス 7711 持ち帰り飲食サービス業

Ｐ 美容サービス 772 配達飲食サービス業

Ｐ 美容サービス 7721 配達飲食サービス業

Ｐ リラクゼーションサービス

Ｐ リラクゼーションサービス

Ｐ フランチャイズ契約・マネジメント契約

Ｐ フランチャイズ契約

Ｐ マネジメント契約

Ｐ 洗濯サービス

Ｐ 洗濯サービス

Ｐ 浴場サービス

Ｐ 浴場サービス

Ｐ 飲食料品（製造業）

Ｐ 飲食料品（製造業）

Ｍ　宿泊業，飲食サービス業

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）
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ワークシート②【別紙様式3】
日本標準産業分類（2013年改定）

M　宿泊業，飲食サービス業

7511　旅館，ホテル、7521　簡易宿所、7531　下宿業、7591　会社・団体の宿泊所、7592　リゾートクラブ、7593　他に分類されない宿泊業

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

1 生鮮調理食品の小売サービス
再販のために自己勘定で購入された商品の小売又は他
人のための手数料又は手数料ベースでの販売。自動販
売機の販売を含む

Ｐ 小売サービス Ｉ　卸売業、小売業の議論を踏まえて検討

2
キャンディー、包装されたクッキー、ス
ナック食品の小売サービス

再販のために自己勘定で購入された商品の小売又は他
人のための手数料又は手数料ベースでの販売。自動販
売機の販売を含む

Ｐ 小売サービス ○売店収入、物品販売収入、物産展等催事売上 〃

3
清涼飲料・ノンアルコール飲料の小売
サービス

再販のために自己勘定で購入された商品の小売又は他
人のための手数料又は手数料ベースでの販売。自動販
売機の販売を含む

－ 「小売サービス」に含まれる。

4 氷の小売サービス
再販のために自己勘定で購入された商品の小売又は他
人のための手数料又は手数料ベースでの販売。自動販
売機の販売を含む

5 アルコール飲料の小売サービス
再販のために自己勘定で購入された商品の小売又は他
人のための手数料又は手数料ベースでの販売。自動販
売機の販売を含む

6
即時消費のため、調理提供又は分配さ
れた食事、軽食、その他の食品・ノンアル
コール飲料

即時消費のために調理提供又は分配された食事、スナッ
ク、その他の食品、ノンアルコール性飲料（調理やその他
の準備がほとんど又は全くない状態での消費の準備が
できているもの）

7500960900 飲食サービス（給食サービスを除く）
【検討１】契約の相手先が特定できる「給
食サービス」とそれ以外の飲食サービス
に区分

7
即時消費のため、調理又は分配されたア
ルコール飲料

即時消費のために開いた容器やグラスで調理提供又は
分配されたアルコール飲料

7500960903
店舗内飲食サービス（給食サービスを除
く）

客の注文に応じて、各種の料理品を店舗内で調理・提供
するサービスをいう。
○レストラン、大衆食堂、専門料理店、居酒屋、社員食堂
（給食サービスを除く）、ホテルのルームサービス

【検討２】ＪＳＩＣをもとに設定

8
ケータリング用に調理された食事、軽食、
その他の飲料品

一人又は団体がケータリング施設と契約し、食事及び飲
料代を直接支払う特殊なイベントで、準備、調理され、即
座に消費される食事、スナック、その他の食品および飲
料。食品と飲料の輸送及び食事施設の提供を含む

7500960906 持ち帰り飲食サービス
客の注文に応じて、各種の料理品を店舗内（車両等を含
む）で調理し、持ち帰る状態で販売するサービスをいう。
○持ち帰り弁当、移動販売（調理を行うもの）

〃

7500960909 配達飲食サービス（給食サービスを除く）

客の注文に応じて、各種の料理品を店舗内で調理し、客
の求める場所に配達するサービスをいう。
○宅配ピザ屋、仕出し料理、配食サービス（給食サービ
スを除く）、ケータリングサービス
×ホテルのルームサービス

〃

9
タバコ製品・喫煙用付属品の小売サービ
ス

再販のために自己勘定で購入された商品の小売又は他
人のための手数料又は手数料ベースでの販売。自動販
売機の販売を含む

－ 「小売サービス」に含まれる。

10 洗濯機の利用
洗濯機や乾燥機などの洗濯機の利用を提供。商業以外
の洗濯およびドライクリーニングサービスの提供

－
業界団体ヒアリングの結果、把握可能性
が低いことが判明したため、副生産物と
しての設定は見送る。

11
住宅・アパートメント・下宿屋・その他の居
住スペースの賃貸

家屋の居住用として建物やその他の施設の賃貸または
リース。含まれるもの：居住空間のレンタルに付属する追
加のサービス（例：駐車場及びレクリエーション施設）

7500961200 会議室等賃貸サービス
Ｋ　不動産業，物品賃貸業の検討結果よ
り

12
他に分類されないその他の家庭用品、身
の回り品の小売サービス

再販のために自己勘定で購入された商品の小売又は他
人のための手数料又は手数料ベースでの販売。自動販
売機の販売を含む

7500961203 会議室等賃貸サービス
会議、研修、イベントなどに使用する部屋やスペースを時
間又は日数単位で賃貸するサービス。

〃

13
家庭用視聴覚機器・コンポ・附属品の賃
貸（コンピュータ・周辺装置を除く）

視聴覚機器やスポーツ及びレクリエーション機器などの
機器の賃貸またはリース（これらのサービスが別途料金
がかかり、宿泊施設、又は飲食サービスに同梱されてい
ない場合）

－
業界団体ヒアリングの結果、把握可能性
が低いことが判明したため、副生産物と
しての設定は見送る。

14 舞台芸術のライブ公演の入場料
入場料、カバレッジ料金、及び主に入会権のために支払
われる「会員資格」手数料を含む

〃

15
ボート・その他のスポーツ用乗物の小売
サービス

再販のために自己勘定で購入された商品の小売又は他
人のための手数料又は手数料ベースでの販売。自動販
売機の販売を含む

－ 「小売サービス」に含まれる。

16
レクリエーション・スポーツ・フィットネス用
品の賃貸サービス（ボート・オートバイ・そ
の他のスポーツ用乗物・楽器を含む）

視聴覚機器やスポーツ及びレクリエーション機器などの
機器の賃貸またはリース（これらのサービスが別途料金
がかかり、宿泊施設、または飲食サービスに同梱されて
いない場合）。含まれるもの：•乗馬のレンタル

－
業界団体ヒアリングの結果、把握可能性
が低いことが判明したため、副生産物と
しての設定は見送る。

17 ゴルフ場・カントリークラブサービス

ゴルフ場やカントリークラブのグリーンやその他のスポー
ツ施設を提供。グリーンフィー、年会費返済不可能な「開
始」手数料、テニス、水泳、その他の施設を利用するため
の入場料を含む

Ｐ スポーツ施設提供サービス
Ｎ生活関連サービスの議論を踏まえて検
討

18 スキー施設サービス
入場料、リフト券、歩道料、リフトと歩道へのアクセスを提
供する年間会員費、返金不可能な「開始」手数料を含む

Ｐ スポーツ施設提供サービス 〃

19
その他のレクリエーション・スポーツ・
フィットネスサービス

顧客がスポーツやレクリエーション活動に参加できるよう
な施設や活動を提供する。含まれるもの：ガイドハイキン
グ、バックパッキング、乗馬、ガイド付きウォーキングツ
アー、スキューバ旅行、スカイダイビング、参加型スポー
ツやレクリエーション活動等

－ 「スポーツ施設提供サービス」に含まれ
る。

19.01
ダンスホール及びクラブの入場料（席料
を含む）

個人やグループがダンスホール、ディスコ、クラブや音楽
が演奏され、利用者がダンスすることができる同様の場
所へのアクセスを許可。入場料には飲み物が含まれる場
合がある。この製品の収入には、入場料、カバレッジ料
金、入会権のために主に支払われる「会員資格」手数料
が含まれる

細分類

大分類

中分類 75　宿泊業

小分類 751　旅館，ホテル、752　簡易宿所、753　下宿業、759　その他の宿泊業

（アンケート結果）

宿泊サービス
宿泊サービス、宿泊料金、宿
泊収入

レストランサービス レストラン売上、飲食代収入

宴会サービス 宴会収入

物品販売サービス
売店売上、卸売（物品販売収
入）、物産展等催事売上（物品
販売収入）

賃貸サービス
レンタルバイク、貸会議室収
入、レンタル売上

委託運営サービス
サウナ・カプセル業務委託
サービス（マッサージ等）、委
託運営収入

浴場サービス 浴場収入

コインランドリーサービス コインランドリー

キャンプ場サービス キャンプ利用料収入

（ヒアリング結果）

客室収入 宿泊費

料飲収入 レストラン、宴会

その他収入
物品販売収入、不動産賃料、
委託運営収入、ロイヤリティ収
入など

（回答のあった事業所数：14）

＜平成23年産業連関表＞

細品目（10桁）名

宿泊業

＜国民経済計算（平成23年基準版）＞

コモ法6桁分類名

宿泊業

＜平成28年経済センサス-活動調査＞

調査品目名 内容例示

(事業の種類）

宿泊サービス事業

（形態等の名称）

旅館、ホテル

観光ホテル、ビジネスホテル、
温泉旅館、観光旅館、割烹旅
館、民宿（旅館、ホテルに該当
するもの）

簡易宿所
ベッドハウス、山小屋、カプセ
ルホテル、民宿（簡易宿泊所
に該当するもの）

下宿業
長期間（通常、月単位）食事付
きで宿泊を提供する宿泊所

会社・団体の宿泊所
会社の宿泊所、会員宿泊所、
ユースホテル、保養所、共催
組合宿泊所

リゾートクラブ

預託金制、共有制により利用
権を取得した会員に宿泊施設
を核とするリゾート施設を提供
する事業所

他に分類されない宿泊業
合宿所、会社の寄宿舎、会社
の独身寮、学生寮、キャンプ
場

○収入を得た相手先別収入額（％）＜H24経済センサス＞

（旅館，ホテル）

個人（一般消費者） 75.7%

（他の企業・団体）民間 21.1%

（他の企業・団体）公務 1.8%

海外取引 1.1%

同一企業内取引 0.2%

（簡易宿所）

個人（一般消費者） 86.6%

（他の企業・団体）民間 10.9%

（他の企業・団体）公務 2.5%

海外取引 0.1%

同一企業内取引 0.0%

（下宿業）

個人（一般消費者） 82.6%

（他の企業・団体）民間 17.1%

（他の企業・団体）公務 0.2%

海外取引 -

同一企業内取引 -

（会社・団体の宿泊所）

個人（一般消費者） 66.5%

（他の企業・団体）民間 28.4%

（他の企業・団体）公務 4.1%

海外取引 0.1%

同一企業内取引 1.0%

（リゾートクラブ）

個人（一般消費者） 99.0%

（他の企業・団体）民間 0.9%

（他の企業・団体）公務 0.1%

海外取引 0.0%

同一企業内取引 -

（他に分類されない宿泊業）

個人（一般消費者） 32.7%

（他の企業・団体）民間 65.0%

（他の企業・団体）公務 0.9%

海外取引 0.0%

同一企業内取引 1.3%

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明

5



ワークシート②【別紙様式3】
Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

19.02
その他の全てのレクリエーション・スポー
ツ・フィットネスサービス

顧客がスポーツやレクリエーション活動に参加できるよう
な施設や活動を提供。例：•アーチェリー、カール、乗馬な
どのスポーツやレクリエーション活動への参加者としての
アクセス。釣り桟橋、ゴルフ練習場、ウォータースライドな
どのレクリエーション施設へのアクセス

20
レクリエーションキャンプ宿泊施設（キャ
ンプ受講料を含む）

旅行者やその他の人々に一時的な宿泊施設を提供し、
宿泊施設やテーマ別のレクリエーション活動を提供しま
す。含まれるもの：•授業料、設備などの宿泊サービスに
一括されている追加のサービス、子供のバケーション
キャンプ、狩猟や釣りキャンプ、牧場等

－ 後記「簡易宿所サービス」へ

21 テーブル賭博ゲーム
賭け金が機械ではなく人に対抗するテーブルゲームで、
賭けのテーブルゲームを提供し、賭けをする。含まれるも
の：ブラックジャック、クラップス、ルーレット、ポーカー等

－
業界団体ヒアリングの結果、把握可能性
が低いことが判明したため、副生産物と
しての設定は見送る。

22 ギャンブルマシーン

23 レース・スポーツイベントの賭博

不確実な結果があるスポーツやその他の将来の出来事
について、パリミュチュエルの賭博へのアクセスを提供。
含まれるもの：競馬やフットボール、野球、バスケットボー
ル、ホッケーなどの賭け、政治選挙などのスポーツ以外
のイベントのための製作活動

23.01
パリミュチュエル方式のスポーツギャンブ
ル

すべてのギャンブラーの賭けをプールし、手数料を取り、
残りの金額を勝者に配る。
含まれるもの：•実際のレースで、インターネット接続を使
用して行われたパリミュチュエルベット、競馬、犬レース、
ジャイアライなどのゲームでの賭け

23.02 スポーツ及びその他のブックメイキング

不確実な結果があるスポーツやその他のイベントへのア
クセスを提供し、賭けをする。含まれるもの：•施設がオッ
ズまたはラインを設定し、プレーヤーが家に賭けるギャン
ブル、サッカー、野球、バスケットボール、ホッケーなどで
の賭け、政治選挙などの出来事のための製本

24
宝くじ、その他の賭博のチケット（料金・手
数料）の販売

手数料や手数料のために他の人のためのチャンスチ
ケットのゲーム（例えば、即刻の宝くじ、伝統的な宝くじ、
ロトなど）と "スポーツの予測"の販売

25
レジャー・レクリエーション・アスレチック
の教授プログラム

レクリエーション及びレジャー関連活動に対する感謝と能
力の開発に焦点を当てた教育プログラムおよびコースを
提供する。含まれるもの：昼と夜の指導キャンプ、自動車
運転者訓練の教育と訓練プログラムと私的航空機パイ
ロット訓練

26 駐車サービス
街路上と街路路外両方の自動車、オートバイ、自転車用
の駐車場を提供

27
モーターホーム・トラベルトレーラー・キャ
ンピングカーの小売サービス

再販のために自己勘定で購入された商品の小売又は他
人のための手数料又は手数料ベースでの販売。自動販
売機の販売を含む

－ 「小売サービス」に含まれる。

28 旅行者用の部屋・ユニット式宿泊施設
通常、ベッドを備えた部屋の賃貸を含む一時的な宿泊施
設を提供。遅い到着料など、部屋のレンタルに関連する
料金や罰金、ベッドと朝食付きの宿泊サービスを含む

7500960300 旅館・ホテル宿泊サービス
旅館業法に基づく旅館・ホテル営業の許可を受けた事業
者が宿泊施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる
サービスをいう。

【検討1】事業者向け及び一般消費者向
けが混在した生産物として設定

28.01
旅行者用の部屋・ユニット式宿泊施設（メ
イドサービス付）

通常、ベッドを備えた部屋の賃貸料と、毎日のメイドサー
ビスを含む一時的な宿泊施設を提供。遅い到着料など、
部屋のレンタルに関連する料金や罰金、ベッドと朝食付
きの宿泊サービスを含む

7500260303
旅館・ホテル宿泊サービス（宿泊料金に
夕食・朝食を含むもの）

旅館業法に基づく旅館・ホテル営業の許可を受けた事業
者が提供する宿泊サービスのうち、宿泊料金に夕食・朝
食が含まれ、区分できない宿泊サービスをいう。
宿泊料金から区分できる飲食サービスは「店舗内飲食
サービス（給食サービスを除く）」に分類される。また、宿
泊料金に朝食又は軽食のみを含むものは「旅館・ホテル
宿泊サービス（主としてルームチャージのみで販売するも
の）」に分類される。

【検討2】主に旅館において１泊２食付の
飲食サービスと一体的に提供される宿泊
サービスを想定したものであり、一般消
費者向けとして設定

28.02
旅行者用の部屋・ユニット式宿泊施設（メ
イドサービスなし）

毎日のメイドサービスなしのプライベートルームやユニッ
トを提供。バケーションキャビンとコテージの短期レンタ
ル、レクリエーション用駐車場でのトレーラー付きの短期
レンタルを含む

7500960306
旅館・ホテル宿泊サービス（主としてルー
ムチャージのみで販売するもの）

旅館業法に基づく旅館・ホテル営業の許可を受けた事業
者が提供する宿泊サービスのうち、主として室料（ルーム
チャージ）のみで販売し、夕食・朝食が含まれない宿泊
サービスをいう。
宿泊料金に朝食又は軽食のみを含むものも本分類に含
まれる。

【検討2】主に都市型ホテルの宿泊サービ
スを想定したものであり、事業者向けと
一般消費者向けが混在したものとして設
定

28.03
シェアルーム式旅行者用宿泊施設（短期
滞在用ホステルの部屋を含む）

無関係の当事者と共有する部屋で睡眠設備を備えた
ユースホステルなど一時的な宿泊施設を提供

75009603069
フルサービスの旅館・ホテル宿泊サービ
ス（主としてルームチャージのみで販売
するもの）

ベルスタッフ、コンシェルジュ、メイドサービスなどのフル
サービスの旅館・ホテル宿泊サービスをいう。
○預託金制リゾートクラブ、共有制リゾートクラブ（不動産
商品として取引されるものを除く）
×共有制リゾートクラブ（不動産商品として取引されるも
の）、タイムシェア（不動産商品として取引されるもの）

【検討2】フルサービスかどうかでサービス
の質が異なるため設定したが、把握可能
性が確認できなかったため、内容例示と
した。

75009603069
リミテッドサービスの旅館・ホテル宿泊
サービス（主としてルームチャージのみで
販売するもの）

フルサービスではない旅館・ホテル宿泊サービスをいう。
○ビジネスホテル、ウィークリーマンション（旅館業法の許
可を受けたもの）

〃

7500960600
簡易宿所・下宿・住宅宿泊・その他の宿
泊サービス

【検討1】事業者向け及び一般消費者向
けが混在した生産物として設定。旅館・ホ
テルとサービスの質が異なるため区分

7500960603 簡易宿所サービス

旅館業法に基づく簡易宿所営業の許可を受けた事業者
が、宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を
主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる
サービスをいう。
○簡易宿所、カプセルホテル

【検討2】主に旅館において１泊２食付の
飲食サービスと一体的に提供される宿泊
サービスを想定したものであり、一般消
費者向けとして設定

7500260606 下宿サービス

旅館業法に基づく下宿営業の許可を受けた事業者が、
主として長期間（通例、月を単位とする）食事付きで宿泊
を提供するサービスをいう。
○下宿屋（旅館業法の許可を受けたもの）

＜サービス産業動向調査＞

事業内容 内容例示

宿泊業

旅館，ホテル，簡易宿所及び
下宿業などの宿泊事業
【適合事例】旅館，ホテル、簡
易宿泊所、下宿屋、会社・団
体の宿泊所、リゾートクラブ、
合宿所、会社の独身寮，学生
寮、割ぽう旅館
【不適合事例】施設内の直営
レストラン、直営売店の収入、
住宅又は住宅の一部を賃貸
する事業、宿所提供施設，母
子生活支援施設、船宿

＜平成27年特定サービス産業実態調査＞

事業内容
事業所数、年間売上高（百万
円）、年間取扱い件数

冠婚葬祭業

事業所数：9,609（うち、冠婚葬
祭業務以外の業務も行う事業
所数：2,068）
売上：1,969,675（うち、冠婚葬
祭業務1,877,442、その他業
務：92,232）

　結婚式場業

事業所数：967（うち、挙式・披
露宴以外の業務も行う事業所
数：142）
売上：483,625（うち、挙式・披
露宴：476,023、その他：7,602）
件数：156,764（17,258）（うち、
挙式及び披露宴：136,241
（16,381）、挙式のみ：14,391
（378）、披露宴のみ：6,131
（498））
※各件数の（）の数値は、冠婚
葬祭互助会活用件数を示す。

　葬儀業務

事業所数：8,550（うち、葬儀一
式請負以外の業務を行う事業
所数：1,612）
売上：1,373,940（うち、葬儀一
式請負：1,345,872、その他：
28,068）
件数：1,201,341（241,613）
※件数の（）内の数値は、冠婚
葬祭互助会活用件数を示す。

　冠婚葬祭互助会事業
事業所数：313
売上：19,878
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ワークシート②【別紙様式3】
Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

7500260609 住宅宿泊サービス

国家戦略特別区域法に基づく「国家戦略特別区域外国
人滞在施設経営事業」の認定又は住宅宿泊事業法に基
づく「住宅宿泊事業者」の届出を行った事業者が提供す
る宿泊サービスをいう。
○民泊サービス（特区民泊）、民泊サービス（住宅宿泊事
業法に基づくもの）

【検討2】新法の制定を踏まえて設定

29
旅行者用レクリエーション車両・テント設
置用地

旅行者用レクリエーション車両・テント設置用地の短期間
のレンタルを含む一時的な宿泊施設を提供。季節的な賃
貸料と年間会員費と払い戻し不可能な「開始」手数料を
含む

7500260699 その他の宿泊サービス
旅館業法及び国家戦略特別区域法並びに住宅宿泊事
業法の適用を受けない宿泊サービスをいう。
○キャンプ場（宿泊施設を有しないもの）

バスケット項目として設定

30 短期娯楽へのアクセスサービス
乗客、ホテルゲスト、病院患者などの個人向けに、ペイ
パービューテレビやビデオゲームなどの視聴覚娯楽サー
ビスへのアクセスを提供、手配

－
業界団体ヒアリングの結果、把握可能性
が低いことが判明したため、副業の生産
物としての設定は見送る。

31 市民・社会組織会員サービス

払い戻しできない入会手数料及び年会費の支払いと引
き換えに、市民及び社会団体からメンバーに提供される
サービス。例：組織施設の使用、組織の時報と出版物の
提供、特定の商品やサービスを割引価格で手配

32 商業用スペースのレンタル、リース
商品の小売販売やレンダリングサービスのための建物
やその他の施設内のスペースの賃貸及びリース（例：食
べ物や飲み物の準備、映画館、銀行、美容院など）

7500961500
非住宅用建物賃貸サービス（収納スペー
ス賃貸サービス及び会議室等賃貸サー
ビスを除く）

業界団体ヒアリング及びＫ不動産業の検
討を踏まえて設定

33
他に分類されない建物・その他の施設に
おける非住居用スペースのレンタル、
リース

オフィススペース、工業スペース、小売店、または食品
サービスなどの非居住用用途のために、建物又は建物
内や他の施設内のスペースを賃貸、リース

7500961503 事務所用建物賃貸サービス 事務所１棟又はスペースを賃貸するサービス。

33.01
コイン式セルフサービスギャンブルマシー
ンのホスティング

スロットマシンやビデオ宝くじ端末などのセルフサービス
ギャンブルマシンの設置場所を提供。手数料は、マシン
の所有者又は貸し手によって支払われる

7500961506 店舗用建物賃貸サービス 店舗１棟又はスペースを賃貸するサービス。

33.02

建物・その他の施設における業務又は公
共用途を目的とした非住居用スペースの
賃貸（コイン式セルフサービスギャンブル
マシーン及び自動販売機のホスティング
を除く）

－
「非住宅用建物賃貸サービス（収納ス
ペース賃貸サービス及び会議室等賃貸
サービスを除く）」に含まれる

34
発熱・発電・輸送のための燃料の小売
サービス

再販のために自己勘定で購入された商品の小売又は他
人のための手数料又は手数料ベースでの販売。自動販
売機の販売を含む

－ 「小売サービス」に含まれる。

34.01 自動車燃料の小売販売

34.02
石油、LPガス、木材、石炭等の家庭用燃
料の小売販売

7



8



ワークシート②【別紙様式3】
日本標準産業分類（2013年改定）

M　宿泊業，飲食サービス業

76　飲食店、77　持ち帰り・配達飲食サービス業

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

1 焼き菓子の小売サービス
再販のために自己勘定で購入された商品の小売又は他
人のための手数料又は手数料ベースでの販売。自動販
売機の販売を含む

Ｐ 小売サービス Ｉ　卸売業、小売業の議論を踏まえて検討

2 生鮮調理食品の小売サービス
再販のために自己勘定で購入された商品の小売又は他
人のための手数料又は手数料ベースでの販売。自動販
売機の販売を含む

Ｐ 小売サービス ○物品販売収入、露店収入 〃

3 冷凍食品の小売サービス
再販のために自己勘定で購入された商品の小売又は他
人のための手数料又は手数料ベースでの販売。自動販
売機の販売を含む

－ 「小売サービス」に含まれる。

4
キャンディー、包装されたクッキー、ス
ナック食品の小売サービス

再販のために自己勘定で購入された商品の小売又は他
人のための手数料又は手数料ベースでの販売。自動販
売機の販売を含む

5
乾物・その他の将来消費目的で購入され
る食品の小売サービス

再販のために自己勘定で購入された商品の小売又は他
人のための手数料又は手数料ベースでの販売。自動販
売機の販売を含む

6
清涼飲料・ノンアルコール飲料の小売
サービス

再販のために自己勘定で購入された商品の小売又は他
人のための手数料又は手数料ベースでの販売。自動販
売機の販売を含む

7 アルコール飲料の小売サービス
再販のために自己勘定で購入された商品の小売又は他
人のための手数料又は手数料ベースでの販売。自動販
売機の販売を含む

8
即時消費のため、調理提供又は分配さ
れた食事、軽食、その他の食品・ノンアル
コール飲料

即時消費のために調理提供又は分配された食事、スナッ
ク、その他の食品、ノンアルコール性飲料

7600960300 飲食サービス（給食サービスを除く）
【検討１】契約の相手先が特定できる「給
食サービス」とそれ以外の飲食サービス
に区分

8.01
調理提供された食事、軽食、その他の食
品（テーブルサービス付）

バー、テーブル、またはサーバーが出席している他の場
所の敷地内で、即時消費のために調理提供する食事

7600960303
店舗内飲食サービス（給食サービスを除
く）

客の注文に応じて、各種の料理品を店舗内で調理・提供
するサービスをいう。
○レストラン、大衆食堂、専門料理店、居酒屋、社員食堂
（給食サービスを除く）、ホテルのルームサービス

【検討２】ＪＳＩＣをもとに設定

8.02
調理提供されたノンアルコール飲料
（テーブルサービス付）

バー、テーブル、またはサーバーが出席している他の場
所の敷地内で、即時消費のために用意された開封した
容器又はグラスの非アルコール飲料

7600960306 持ち帰り飲食サービス
客の注文に応じて、各種の料理品を店舗内（車両等を含
む）で調理し、持ち帰る状態で販売するサービスをいう。
○持ち帰り弁当、移動販売（調理を行うもの）

〃

8.03
開催地で消費するために調理分配され
た食事、軽食、その他の食品（テーブル
サービスなし）

テーブル、バー、またはサーバーが出席していない他の
場所、又は施設外で即時消費のために調理された食事
及びノンアルコール飲料

7600960309 配達飲食サービス（給食サービスを除く）

客の注文に応じて、各種の料理品を店舗内で調理し、客
の求める場所に配達するサービスをいう。
○宅配ピザ屋、仕出し料理、配食サービス（給食サービ
スを除く）、ケータリングサービス
×ホテルのルームサービス

〃

8.04
開催地で消費するために調理分配され
たノンアルコール飲料（テーブルサービス
なし）

バー、テーブル、またはサーバーが出席している他の場
所の敷地内で、即時消費のために用意された開封した
容器又はグラスの非アルコール飲料

8.05
ドライブスルーサービスで調理分配され
た食事、軽食、その他の食品

即時消費のために調理され、車に乗っている間にドライ
ブスルーまたはドライブアップウィンドウを通じて客に販
売される食事、スナック、その他の食品

8.06
ドライブスルーサービスで調理分配され
たノンアルコール飲料

即時消費のために調理され、車に乗っている間にドライ
ブスルーまたはドライブアップウィンドウを通じて客に販
売される開封した容器やグラスの非アルコール飲料

7600160600 給食サービス
【検討１】契約の相手先が特定できる「給
食サービス」とそれ以外の飲食サービス
に区分

8.07

即時消費のため、敷地以外で調理分配
された食事、軽食、その他の食品（ドライ
ブスルーサービスを除き、テイクアウト、
路上販売、デリバリーを含む）

ドライブスルーを除く、施設から即時消費のために調理さ
れる食事、スナック、その他の食品。含まれるもの：テイク
アウト、宅配、またはモバイルベンダーから購入する食事

7600160603 学校向け給食サービス
学校との契約に基づき、学校給食を調理し、提供する
サービスをいう。
○学校給食サービス

【検討２】主な相手先を最下層として設定

8.08

即時消費のため、敷地以外で調理分配
されたノンアルコール飲料（ドライブス
ルーサービスを除き、テイクアウト、路上
販売、デリバリーを含む）

ドライブスルーを除く、即時消費のために準備された開封
した容器やグラスの非アルコール飲料。含まれるもの：持
ち帰り用、宅配用、またはモバイルベンダーから購入する
非アルコール飲料

7600160606 医療・福祉施設向け給食サービス

医療・福祉施設との契約に基づき、患者、施設入居者な
ど特定の者が飲食する料理品を調理し、提供するサービ
スをいう。
○病院食サービス、施設給食サービス

〃

8.09
移動販売サービスで分配された食事、軽
食、その他の食品

7600160699 その他の給食サービス

学校及び医療・福祉施設以外の事業者との契約に基づ
き、各種の料理品を調理し、提供するサービスをいう。
○機内食の調理・配達、セントラルキッチン、従業員向け
給食サービス

バスケット項目として設定

8.10
移動販売サービスで分配されたノンアル
コール飲料

－

「持ち帰り・配達飲食サービス（給食サー
ビスを除く）」及び「給食サービス」に含ま
れる。

9
即時消費のため、調理又は分配されたア
ルコール飲料

即時消費のために調理提供又は分配された開いた容器
やグラスのアルコール飲料

9.01
即時消費のため、調理又は分配されたワ
イン及びワインカクテル飲料

即時消費のために調理提供された開いた容器やグラス
のワイン（蒸留酒を除く）。バーやテーブルで飲み物を提
供できる。含まれるもの：運送事業の乗客が直接支払う
アルコール飲料

大分類

中分類

小分類
761　食堂，レストラン（専門料理店を除く）、762　専門料理店、763　そば・うどん店、764　すし店、765　酒場，ビヤホール、766　バー，キャバレー，ナイトクラブ、767　喫茶店、769　その他の飲食店、771　持ち帰り飲食サービス業、772　配達飲食
サービス

細分類
7611　食堂，レストラン（専門料理店を除く）、7621　日本料理店、7622　料亭、7623　中華料理店、7624　ラーメン店、7625　焼肉店、7629　その他の専門料理店、7631　そば・うどん店、7641　すし店、7651　酒場，ビヤホール、7661　バー，キャバ
レー，ナイトクラブ、7671　喫茶店、7691　ハンバーガー店、7692　お好み焼・焼きそば・たこ焼き店、7699　他に分類されない飲食店、7711　持ち帰り飲食サービス業、7721　配達飲食サービス

＜飲食店＞
（アンケート結果）

店舗内飲食サービス
飲食代収入（全て店舗内）、店
内売上、店舗内飲食代、ス
ナック飲食サービス

店舗内飲食サービス（セット商
品）

定食、コーヒーランチ

飲食代収入（持ち帰り・配達飲
食サービスを含む）

飲食代収入（店舗内・持ち帰
り・配達）、飲食代収入（売上）

配達飲食サービス 出前

ケータリングサービス ケータリングサービス

小売サービス
町内市場への弁当出品、物品
販売収入

給食サービス 給食受託売上、産業給食

技能教授サービス ケーキ・パン教室

（ヒアリング結果）

レストラン事業
飲食サービス、配達飲食サー
ビス

ファストフード事業
飲食サービス（ロイヤリティ収
入を含む）

給食事業 飲食サービス

（アンケート結果）

持ち帰り飲食サービス 持ち帰り寿司の製造、販売

配達飲食サービス
食宅便売上、仕出し・特注弁
当、仕出し料理製造・配達、仕
出し収入

店舗内飲食サービス
寿司飲食事業、飲食代収入、
宴会収入

給食サービス 給食受託売上、産業給食

＜持ち帰り・配達飲食サービス＞

（回答のあった事業所数：35）

（回答のあった事業所数：８）

＜平成23年産業連関表＞

細品目（10桁）名

飲食サービス

＜国民経済計算（平成23年基準版）＞

コモ法6桁分類名

一般飲食店（喫茶店を除く。）

喫茶店

遊興飲食店

持ち帰り・配達飲食サービス

＜平成28年経済センサス-活動調査＞

事業の種類 内容例示

（事業の種類）
飲食サービス事業

（形態等の名称）

【飲食店】

＜専門料理店＞
客の注文に応じ調理した主と
して特定の専門料理をその場
所で飲食させる事業所

日本料理店

天ぷら、うなぎ、とんかつ、郷
土料理、すき焼、しゃぶしゃぶ
料理店、懐石料理、牛丼店な
ど

料亭 料亭、待合

中華料理店
中華料理店、中華レストラン、
ぎょうざ専門料理店

ラーメン店 -

焼肉店
×韓国料理店（焼肉店を除
く）、ステーキハウス、ジンギス
カン料理店

そば・うどん店 -

すし店
×持ち帰り専門すし店、宅配
すし店

その他の専門料理店

カレー料理店、スパゲティー
店、ステーキハウス、ジンギス
カン料理店、韓国料理店（焼
肉店を除く）、西洋料理店など

＜一般飲食店＞

＜専門料理店＞を除き、客の
注文に応じ調理した主として
主食となる各種の料理品をそ
の場所で飲食させる事業所

食堂、レストラン
各種料理品を提供するレスト
ラン、食堂、定食屋

＜その他の飲食店＞

＜専門料理店＞及び＜一般
飲食店＞を除き、客の注文に
応じ調理した各種の料理品を
その場所で飲食させる事業所

酒場、ビヤホール

主として酒類及び料理をその
場所で飲食させる事業所。居
酒屋、焼鳥店、おでん屋、ダイ
ニングバーなど

バー、キャバレー、ナイトクラブ

主として洋酒等の酒類や料理
などを提供し、客に遊興飲食さ
せる事業所。スナック、カラオ
ケスナック、ショーパブなど

喫茶店
喫茶店、フルーツパーラー、音
楽喫茶、カフェ

ハンバーガー店

お好み焼・焼きそば・たこ焼店
たこ焼店（店内での飲食設備
あり）

その他の飲食店
フライドチキン店、ドーナツ店、
サンドイッチ店、ホットドッグ
店、甘味処

持ち帰り飲食サービス店

客の注文に応じ調理した料理
品をその場所で販売する飲食
サービス店。持ち帰り専門すし
店、持ち帰り弁当屋、移動販
売（調理を行う場合）など

配達飲食サービス店

客の注文に応じ調理し配達又
は客の指定した場所で調理し
提供する飲食サービス店。宅
配ピザ屋、仕出し料理店、配
達弁当屋、給食センターなど

○収入を得た相手先別収入額（％）＜H24経済センサス＞

【持ち帰り・配達飲食サービス店】

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明

9



ワークシート②【別紙様式3】
Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

飲食店

9.02
即時消費のため、調理又は分配された
ビール、エール、麦芽飲料

即席消費のために調理提供、又は分配された開封した
容器またはグラスのビール、エール、または麦芽飲料（純
粋なものまたは他の成分と混合したもの（蒸留酒を除
く）。含まれるもの：運送事業の乗客が直接支払うアル
コール飲料

9.03
即時消費のため、調理又は分配された
蒸留アルコール飲料

即席消費のために調理提供、又は分配された開封した
容器またはグラスの蒸留酒。含まれるもの：運送事業の
乗客が直接支払うアルコール飲料

10
長期契約に基づき、即時消費のため調
理又は分配された食事、軽食、その他の
飲料品

特定の期間契約のもとで特定のグループの人々へ、即
時消費する食事を提供するために調理提供される食事、
スナック、その他の食品および飲料。含まれるもの：航空
会社、病院、刑務所、学校が乗客、患者、受刑者、学生
などに食べさせるために購入した食事。石油探査現場な
どの遠隔地の従業員が直ちに消費するために使用者が
購入した食事

10.01
長期契約に基づき、即時消費のために
調理された食事、軽食、その他食料品、
ノンアルコール飲料品（輸送業者向け）

乗客と乗組員のための食事を提供するために、特定の
期間契約のもとで即時消費のために調理提供された食
事、スナック、その他の食品および飲料

10.02

長期契約に基づき、即時消費のために
調理された食事、軽食、その他食料品、
ノンアルコール飲料品（輸送業者向けを
除く）

食糧調達者に食事を提供する企業、政府または機関（輸
送を除く）特定のグループの人々に対して、特定の期間
契約のもとで即時消費のために調理提供された食事、ス
ナック、その他の食品および飲料。含まれるもの：病院、
刑務所、学校が患者、受刑者、学生などに食事を提供す
るために購入した食事。石油やガス探査現場などの遠隔
地の従業員が直ちに消費するために使用者が購入した
食事

10.03
長期契約に基づき、即時消費のために
調理されたアルコール飲料

11
ケータリング用に調理された食事、軽食、
その他の飲料品

一人又は団体がケータリング施設と契約し、食事及び飲
料代を直接支払う特殊なイベントで、調理され、即時消費
される食事、スナック、その他の食品および飲料。食品と
飲料の輸送及び食事施設の提供を含む

11.01

ケータリング業者の敷地で開催された
ケータリングイベント用に調理された食
事、軽食、その他のノンアルコール飲料
品

一人または団体がケータリング施設に事前に契約し、食
品および飲料を直接支払うユニークなイベントで、即座に
消費するために調理提供又は分配される食事、スナッ
ク、その他の食品および飲料。この製品は、食事提供者
が提供する食事施設（宴会場など）で行われるケータリン
グサービスのみで構成されています。含まれるもの：ダイ
ニング施設の提供（サービスにバンドルされる場合）

11.02
顧客の敷地で開催されたケータリングイ
ベント用に調理提供された食事、軽食、
その他のノンアルコール飲料品

一人または団体がケータリング施設と契約し、食品およ
び飲料を直接支払うユニークなイベントで、調理提供し、
即座に消費する食事、スナック、その他の食品および飲
料。含まれるもの：食品および飲料のイベント現場への輸
送。本製品に同梱されているイベントサイト（セットアップ、
食品調理、食品サービスなど）での各種サービス

11.03
顧客のイベント用に納入された食事、軽
食、その他のノンアルコール飲料品

一人または団体がケータリング施設と契約し、食料およ
び飲料を直接支払うユニークなイベントで即座に消費す
るために調理提供された食事、スナック、その他の食品
および飲料。含まれるもの：顧客が提供する飲食施設へ
の食品および飲料の準備およびその輸送

11.04
顧客引き取り用に調理された食事、軽
食、その他食品・ノンアルコール飲料
（パーティー用の大皿料理を含む）

11.05
ケータリング用に調理されたアルコール
飲料

12
タバコ製品・喫煙用付属品の小売サービ
ス

再販のために自己勘定で購入された商品の小売又は他
人のための手数料又は手数料ベースでの販売。自動販
売機の販売を含む

13
他に分類されないその他の家庭用品、身
の回り品の小売サービス

再販のために自己勘定で購入された商品の小売又は他
人のための手数料又は手数料ベースでの販売。自動販
売機の販売を含む

－ 「小売サービス」に含まれる。

14
他に分類されない家庭用品・身の回り品
の賃貸サービス

他の場所に分類されていない消費財の賃貸又はリース。
含まれるもの：ロッカー、生きた植物などの賃貸又はリー
ス。レンタル又はリース契約に同梱されている配送/回
収、保険（財産、責任、保証、損害賠償など）、保守およ
び修理、コンサルティングサービス

－ 〃

15 舞台芸術のライブ公演の入場料
入場料、カバレッジ料金、及び主に入会権のために支払
われる「会員資格」手数料を含む

－ 設定しない（調査研究結果からは把握さ
れず）

16
その他のレクリエーション・スポーツ・
フィットネスサービス

ダンスホール、ディスコ、クラブや音楽が演奏され、利用
者がダンスすることができる同様の場所へのアクセスを
許可。入場料には飲み物が含まれる場合がある。この製
品の収入には、入場料、カバレッジ料金、会員資格手数
料が含まれる

Ｐ 娯楽サービス
Ｎ　生活関連サービス業，娯楽業の議論
を踏まえて検討

16.01
ダンスホール及びクラブの入場料（席料
を含む）

個人やグループがダンスホール、ディスコ、クラブや音楽
が演奏され、利用者がダンスすることができる同様の場
所へのアクセスを許可する。入場料には飲み物が含まれ
る場合がある。この製品の収入には、入場料、カバレッジ
料金、会員資格料金が含まれる

Ｐ 娯楽サービス ○ジャズクラブ、ディナーショー

17 ギャンブルマシーン － 「娯楽サービス」に含まれる。

個人（一般消費者） 83.2%

（他の企業・団体）民間 15.4%

（食堂，レストラン（専門料理店を除く））

（日本料理店）

個人（一般消費者） 92.3%

（他の企業・団体）民間 6.9%

（料亭）

個人（一般消費者） 72.8%

（他の企業・団体）民間 23.4%

（他の企業・団体）公務 3.3%

（中華料理店）

個人（一般消費者） 96.4%

（他の企業・団体）民間 3.2%

（ラーメン店）

個人（一般消費者） 99.6%

（焼肉店）

個人（一般消費者） 98.2%

（他の企業・団体）民間 1.6%

（その他の専門料理店）

個人（一般消費者） 97.0%

（他の企業・団体）民間 2.5%

（そば・うどん店）

個人（一般消費者） 97.9%

（他の企業・団体）民間 2.0%

（すし店）

個人（一般消費者） 96.8%

（他の企業・団体）民間 3.0%

（酒場，ビヤホール）

個人（一般消費者） 98.1%

（他の企業・団体）民間 1.7%

個人（一般消費者） 95.1%

（他の企業・団体）民間 4.7%

個人（一般消費者） 98.7%

（他の企業・団体）民間 1.2%

個人（一般消費者） 99.8%

個人（一般消費者） 99.1%

個人（一般消費者） 94.7%

（他の企業・団体）民間 5.2%

個人（一般消費者） 94.2%

（他の企業・団体）民間 5.4%

個人（一般消費者） 33.2%

（他の企業・団体）民間 60.3%

（他の企業・団体）公務 6.2%

＜サービス産業動向調査＞

事業内容 内容例示

（飲食店）

食堂，レストラン（和食・洋食・
中華等各種料理を提供）

主食となる各種の料理品をそ
の場所で飲食させる事業。食
堂、定食屋，めし屋、ファミリー
レストラン（各種料理を提供す
るもの）など

和食，牛丼，和風料理店

日本料理（そば，うどん，すし
を除く）をその場所で飲食させ
る事業。てんぷら料理，牛丼
店、精進料理，割ぽう料理，懐
石料理店、釜めし，お茶漬，に
ぎりめし屋、郷土料理，沖縄料
理店、ちゃんこ鍋，しゃぶしゃ
ぶ，すき焼き店など

ラーメン・中華料理店

ラーメン，中華料理をその場所
で飲食させる事業。台湾料理
店、ぎょうざ店、ちゃんぽん店
など

カレー・スパゲッティ・洋食・料
亭・焼肉・各国料理店

カレー・スパゲッティ・各国料理
等をその場所で飲食させる事
業。フランス料理，イタリア料
理，料亭、ステーキハウスなど

そば うどん すしをそ 場所

※平成24年経済センサスの相手先別収入額について、収入
が１％未満の相手先は省略している。

（他に分類されないその他の飲食店）

（持ち帰り飲食サービス業）

（配達飲食サービス業）

（お好み焼・焼きそば・たこ焼店）

（バー，キャバレー，ナイトクラブ）

（喫茶店）

（ハンバーガー店）
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ワークシート②【別紙様式3】
Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

飲食店

18
宝くじ、その他の賭博のチケット（料金・手
数料）の販売

手数料や手数料のために他の人のためのチャンスチ
ケットのゲーム（例えば、即刻の宝くじ、伝統的な宝くじ、
ロトなど）と "スポーツの予測"の販売

－ 〃

19 旅行者用の部屋・ユニット式宿泊施設
通常、ベッドを備えた部屋の賃貸を含む一時的な宿泊施
設を提供。遅い到着料など、部屋のレンタルに関連する
料金や罰金、ベッドと朝食付きの宿泊サービスを含む

－ 「小売サービス」に含まれる。

20 市民・社会組織会員サービス

入会手数料及び年会費の支払いと引き換えに、市民及
び社会団体からメンバーに提供されるサービス。含まれ
るもの：組織施設の使用、組織の時報と出版物の提供、
特定の商品やサービスを割引価格で手配

－
設定しない（経済センサスでは宿泊施設
を有する場合は宿泊業に分類される。ま
た、調査研究結果からは把握されず）

21
会議・大会・類似の短期ビジネス用ス
ペースのレンタル

会議、コンベンション、および同様の短期ビジネス用のス
ペースの賃貸。含まれるもの：ホテルでの会議室賃貸

－
「飲食サービス（給食サービスを除く）」及
び「給食サービス」に含まれるものとして
整理

22
結婚式・宴会・パーティー・類似の短期社
交用スペースのレンタル

結婚式、宴会、パーティーおよび同様の短期的な社会的
使用のためのスペース賃貸。含まれるもの：宴会場、
パーティールームなどの貸出し

7500960900 会議室等賃貸サービス
Ｋ　不動産業，物品賃貸業の議論を踏ま
えて検討

23
他に分類されない建物・その他の施設に
おける非住居用スペースのレンタル、
リース

オフィススペース、工業スペース、小売店、または食品
サービスなどの非居住用用途のために、建物又は建物
内や他の施設内のスペースを賃貸、リース

7500960903 会議室等賃貸サービス
会議、研修、イベントなどに使用する部屋やスペースを時
間又は日数単位で賃貸するサービス。

〃

23.01
コイン式セルフサービスギャンブルマシー
ンのホスティング

スロットマシンやビデオ宝くじ端末などのセルフサービス
ギャンブルマシンの設置場所を提供。手数料は、マシン
の所有者又は貸し手によって支払われる

－ 設定しない（調査研究結果からは把握さ
れず）

23.02
乗物、ゲーム、自動販売機をホストする
ための非居住空間の賃貸

24 臨時的人材派遣サービス

一時的な仕事の割り当てのための人員を提供する。従
業員は、法的に自分の行動に責任を負っている派遣社
員の給与計算に入っていますが、就業しているときは、ク
ライアントの直接監督下にある

25 購入品・サービス品の地域輸送、配達

地元の交通機関と食料品、調理済みの食品、ドライク
リーニング、現像済みのフィルム、またはその他の購入
品・サービス品の提供。含まれるもの：地元の交通機関と
新聞の購読者への配達

－ 「配達飲食サービス（給食サービスを除
く）」に含まれるものとして整理

Ｐ 飲食料品（製造業） Ｅ　製造業の議論を踏まえて検討

Ｐ 飲食料品（製造業）
飲食店ブランドの加工食品、菓子など
○スーパー等への製造卸売収入、製造小売（通信販売）
収入

〃

Ｐ 技能教授サービス
Ｏ　教育，学習支援業の議論を踏まえて
検討

Ｐ 技能教授サービス ○ケーキ・パン教室 〃

そば・うどん店，すし店
そば，うどん，すしをその場所
で飲食させる事業。うどん，き
しめん，ほうとう店など

その他の飲食店

居酒屋，ハンバーガー店，喫
茶店など，他に分類されない
その他の飲食料品をその場所
で飲食させる事業

持ち帰り・配達飲食サービス
業

客の注文に応じその場所で調
理した飲食料品を提供する事
業所のうち、その場所で飲食
することを主たる目的とした設
備を有さない事業。持ち帰りす
し店・弁当屋、移動販売（調理
を行うもの）、仕出し料理・弁
当屋，ケータリングサービス
店、給食センターなど

（持ち帰り・配達飲食サービス業）
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