
 資料２－２  

 
研究会における議論等を踏まえた修正等について 

（ N 生活関連サービス業，娯楽業 ） 
 

 

○ 産業別生産物リスト（78 洗濯・理容・美容・浴場業、79 その他の生活関連サービス業） ················································ １ 

 

○ 産業別生産物リスト（78 洗濯・理容・美容・浴場業、79 その他の生活関連サービス業）（第 13回研究会時点） ···························· ７ 

 

○ 781 洗濯業 ··················································································································· １３ 

 

○ 782 理容業、783 美容業 ······································································································ １５ 

 

○ 784 一般公衆浴場業、785 その他の公衆浴場業 ··················································································· １７ 

 

○ 789 その他の洗濯・理容・美容・浴場業 ·························································································· ２１ 

 

○ 791 旅行業 ··················································································································· ２５ 

 

○ 792 家事サービス業 ··········································································································· ２９ 

 

○ 793 衣服裁縫修理業 ··········································································································· ３３ 

 

○ 794 物品預り業 ··············································································································· ３７ 

 

○ 795 火葬・墓地管理業 ········································································································· ３９ 

 

○ 796 冠婚葬祭業 ··············································································································· ４１ 

 

○ 799 他に分類されない生活関連サービス業 ························································································ ４５ 





大分類

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

Ｎ 生活関連サービス、娯楽業 784 一般公衆浴場業 7840260100 公衆浴場入浴サービス P クリーニング及び関連サービス 7810260300

78 洗濯・理容・美容・浴場業 7841 一般公衆浴場業 7840260103 一般公衆浴場入浴サービス P 事業者向けクリーニングサービス 7810160303

780
管理、補助的経済活動を行う事業所（78
洗濯・理容・美容・浴場業）

785 その他の公衆浴場業 7840260106 その他の公衆浴場入浴サービス P 一般消費者向けクリーニングサービス 7810260306

781 洗濯業 7810960300 クリーニング及び関連サービス 7810960300 7851 その他の公衆浴場業 P 小売サービス P コインランドリーサービス 7810260306

7811 普通洗濯業 7810160303 事業者向けクリーニングサービス 7810160303 P 小売サービス P クリーニング取次ぎサービス 7810260309

7812 洗濯物取次業 7810260306 一般消費者向けクリーニングサービス 7810260306 P
リラクゼーションサービス（手技を用いる
もの）

P クリーニング附帯サービス 7810260312

7813 リネンサプライ業 7810260309 コインランドリーサービス 7810260309 P
リラクゼーションサービス（手技を用いる
もの）

P 駐車場・自転車駐輪場サービス 6810964800

(7891) 洗張業 7810260312 クリーニング取次ぎサービス 7810260312 P
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他に分類されないス
ペース賃貸サービスを除く）

6810162400 P 駐車場サービス 6810964803

(7899) コインランドリー業 7810260315 クリーニング附帯サービス 7810260315 P 事務所用建物賃貸サービス 6810162403 P 自転車駐輪場サービス 6810964806

7810960600
リネンサプライ・ダストコントロールサービ
ス

P 店舗用建物賃貸サービス 6810162406 P コインロッカー・一時荷物預かりサービス 7940260300

7810160603 病院向けリネンサプライサービス P 物流施設賃貸サービス 6810162409 P コインロッカー・一時荷物預かりサービス 7940260303

7810160606 その他向けリネンサプライサービス P その他の非住宅用建物賃貸サービス 6810162499

7810160609 事業者向けダストコントロールサービス P 住宅賃貸サービス 6810961800 789 その他の洗濯・理容・美容・浴場業 7890260300 ネイルケアサービス

7810260612
一般消費者向けダストコントロールサー
ビス

P 戸建住宅賃貸サービス 6810961803 7891 洗張・染物業 7890260303 ネイルケアサービス

P 洋服修理・リフォームサービス P 共同住宅賃貸サービス 6810961806 7892 エステティック業 7890260600 エステティックサービス

P 洋服修理・リフォームサービス P スポーツ施設利用サービス 8000960300 7893 リラクゼーション業（手技を用いるもの） 7890260603 エステティックサービス

P 履物修理サービス P 野球場利用サービス 8000160303 7894 ネイルサービス業 7890260900
リラクゼーションサービス（手技を用いる
もの）

P 履物修理サービス P サッカー場利用サービス 8000160306 7899
他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場
業

7890260903
リラクゼーションサービス（手技を用いる
もの）

P ハウスクリーニングサービス P ゴルフ場利用サービス 8000260309 7890261200 その他の洗濯・理容・美容・浴場サービス

P ハウスクリーニングサービス P フィットネスクラブ利用サービス 8000260312 7890261203 その他の洗濯・理容・美容・浴場サービス

P フランチャイズ 7281161200 P ボウリング場利用サービス 8000260315 P 小売サービス

P フランチャイズ 7281161203 P その他のスポーツ施設利用サービス 8000260399 P 小売サービス

P 娯楽施設利用サービス（別掲を除く） 8000260600 P スポーツ施設利用サービス 8000960300

782 理容業 7820260300 理容サービス P ゲームセンター利用サービス 8000260603 P 野球場利用サービス 8000160303

7821 理容業 7820260303 理容サービス P カラオケボックス利用サービス 8000260606 P サッカー場利用サービス 8000160306

783 美容業 7830260300 美容サービス P インターネットカフェ利用サービス 8000260609 P ゴルフ場利用サービス 8000260309

7831 美容業 7830260303 美容サービス P その他の娯楽施設利用サービス 8000260699 P フィットネスクラブ利用サービス 8000260312

P 小売サービス P 飲食サービス（給食サービスを除く） 7500960900 P ボウリング場利用サービス 8000260315

P 小売サービス P
店舗内飲食サービス（給食サービスを除
く）

7500960903 P その他のスポーツ施設利用サービス 8000260399

P エステティックサービス P 持ち帰り飲食サービス 7500960906

P エステティックサービス P 配達飲食サービス（給食サービスを除く） 7500960909

P
簡易宿所・下宿・住宅宿泊・その他の宿
泊サービス

7500960600

P 簡易宿所サービス 7500960603

P 下宿サービス 7500260606

P 住宅宿泊サービス 7500260609

P その他の宿泊サービス 7500260699

N　生活関連サービス、娯楽業 （修正案）

（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
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2



大分類

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

Ｎ 生活関連サービス、娯楽業 792 家事サービス業 7920260300 家事代行サービス

79 その他生活関連サービス業 7921 家事サービス業（住込みのもの） 7920260303 家事代行サービス

790
管理、補助的経済活動を行う事業所（79
その他の生活関連サービス業）

7922 家事サービス業（住込みでないもの） Ｐ
一般消費者向け害獣・害虫の点検・予
防・駆除サービス

791 旅行業 7910960300 国内旅行サービス Ｐ
一般消費者向け害獣・害虫の点検・予
防・駆除サービス

7911 旅行業（旅行業者代理業を除く） 7910960303 国内企画旅行サービス（自社企画旅行） Ｐ ハウスクリーニングサービス

7912 旅行業者代理業 7910960306 国内企画旅行サービス（他社企画旅行） Ｐ ハウスクリーニングサービス

7910960309 国内団体旅行サービス Ｐ 保育サービス

7910960312 国内乗車船券手配サービス Ｐ 保育サービス

7910960315 国内宿泊手配サービス

7910160318
国内ビジネストラベルマネジメントサービ
ス

793 衣服裁縫修理業 Ｐ 洋服修理・リフォームサービス

7910960321 国内旅行その他手配サービス 7931 衣服裁縫修理業 Ｐ 洋服修理・リフォームサービス

7910960600 海外旅行サービス Ｐ 履物修理サービス

7910960603 海外企画旅行サービス（自社企画旅行） Ｐ 履物修理サービス

7910960606 海外企画旅行サービス（他社企画旅行） Ｐ 時計修理サービス

7910960609 海外団体旅行サービス Ｐ 時計修理サービス

7910960612 海外乗車船券手配サービス Ｐ 他に分類されない修理サービス

7910960615 海外宿泊手配サービス Ｐ 他に分類されない修理サービス

7910160618
海外ビジネストラベルマネジメントサービ
ス

Ｐ 小売サービス

7910960621 海外旅行その他手配サービス Ｐ 小売サービス

7910960900 訪日旅行サービス

7910960903 訪日企画旅行サービス（自社企画旅行） 794 物品預り業 7940260300 コインロッカー・一時荷物預かりサービス 7940260300

7910960906 訪日企画旅行サービス（他社企画旅行） 7941 物品預り業 7940260303 コインロッカー・一時荷物預かりサービス 7940260303

7910960909 訪日団体旅行サービス Ｐ 駐車場・自転車駐輪場サービス 6810964800

7910160912
訪日ビジネストラベルマネジメントサービ
ス

Ｐ 駐車場サービス 6810964803

7910960915
訪日乗車船券・宿泊・その他手配サービ
ス

Ｐ 自転車駐輪場サービス 6810964806

7910161800 旅行運送・宿泊等手配サービス Ｐ 駐車場・自転車駐輪場管理受託サービス 6800963600

7910161803
内国旅行業者向け旅行運送・宿泊等手
配サービス

Ｐ 駐車場管理受託サービス 6800963603

7910161806
外国旅行業者向け旅行運送・宿泊等手
配サービス

Ｐ 自転車駐輪場管理受託サービス 6800963606

Ｐ 旅行保険代理仲介サービス

Ｐ 旅行保険代理仲介サービス

Ｐ 旅館・ホテル宿泊サービス 7500960300

Ｐ 旅館・ホテル宿泊サービス 7500960303

Ｐ 旅館・ホテル宿泊サービス 7500960306

Ｐ
マーケットプレイス提供サービス（広告以
外の収入）

4010160900

Ｐ
マーケットプレイス提供サービス（広告以
外の収入）

4010160903

Ｐ 遊園地・テーマパーク利用サービス 8000260900

Ｐ 遊園地・テーマパーク利用サービス 8000260903

N　生活関連サービス、娯楽業 （修正案）

（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

04

3



4



大分類

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

Ｎ 生活関連サービス、娯楽業 P その他の物品のレンタル 799 他に分類されない生活関連サービス業 7990960300 動物に対する非医療・非保健サービス

79 その他生活関連サービス業 P 映画・演劇用品のレンタル 7991 食品賃加工業 7990960303 グルーミングサービス

790
管理、補助的経済活動を行う事業所（79
その他の生活関連サービス業）

P 音楽・映像記録物のレンタル 7992 結婚相談業，結婚式場紹介業 7990960306 動物預かりサービス

795 火葬・墓地管理業 7950960300 火葬・納骨 P 貸衣しょうのレンタル 7993 写真プリント，現像・焼付業 7990960399
その他の動物に対する非医療・非保健
サービス

7951 火葬業 7950260303 火葬 P
他に分類されないその他の物品のレンタ
ル

7999
他に分類されないその他の生活関連
サービス業

7990960600 写真プリント・現像・焼付（DPE）サービス

7952 墓地管理業 7950260306 納骨及び関連サービス P 美容サービス 7990960603 写真プリント・現像・焼付（DPE）サービス

7950260600 墓地の分譲・管理サービス P 美容サービス 7990260900 金券買取販売サービス

7950260603 墓地の分譲サービス P 小売サービス 7990260903 金券買取販売サービス

7950260606 墓地の管理サービス P 小売サービス 7990261200
結婚相談・結婚式場紹介・結婚式プロ
デュースサービス

7990261200

P 葬儀関連サービスのパッケージ P その他の生活関連サービス 7990261203 結婚相談サービス 7990261203

P 葬儀関連サービスのパッケージ P 結婚相談サービス 7990261206
結婚式場紹介・結婚式プロデュースサー
ビス

7990261206

P 会議室等賃貸サービス 6810963000 P 結婚式場紹介サービス 7990269900 その他の生活関連サービス

P 会議室等賃貸サービス 6810963003 P
他に分類されないその他の生活関連
サービス

7990269999 その他の生活関連サービス

P 小売サービス P 会議室等賃貸サービス P 家事代行サービス 7920260300

P 葬儀関連商品の小売サービス P 会議室等賃貸サービス P 家事代行サービス 7920260303

P 火葬・納骨サービス P ハウスクリーニングサービス

796 冠婚葬祭業 7960260300 結婚式サービス P 火葬サービス P ハウスクリーニングサービス

7961 葬儀業 7960260303 結婚式サービス P 納骨及び類似するサービス P
一般消費者向け害獣・害虫の点検・予
防・駆除サービス

7962 結婚式場業 7960960600 葬儀サービス P 墓地の分譲・管理サービス P
一般消費者向け害獣・害虫の点検・予
防・駆除サービス

7963 冠婚葬祭互助会 7960160603 事業者向け葬儀サービス P 墓地の分譲サービス P 小売サービス

7960260606 一般消費者向け葬儀サービス P 墓地の管理サービス P 動物関連商品の小売サービス

7960260900 その他の冠婚葬祭に関するサービス P 霊柩車利用サービス

7960260903 その他の冠婚葬祭に関するサービス P 霊柩車利用サービス

P
写真撮影サービス（商業写真撮影サービ
スを除く）

7460960300

P 証明写真撮影サービス 7460260303

P 学校写真撮影サービス 7460960306

P 結婚式写真撮影サービス 7460960309

P その他の写真撮影サービス 7460960399

P 挙式・介添えサービス

P 挙式・介添えサービス

P 飲食サービス（給食サービスを除く） 7500960900

P
店舗内飲食サービス（給食サービスを除
く）

7500960903

P 持ち帰り飲食サービス 7500960906

P 配達飲食サービス（給食サービスを除く） 7500960909

P 装花（フラワーアレンジメント）サービス

P 装花（フラワーアレンジメント）サービス

N　生活関連サービス、娯楽業 （修正案）

（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
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大分類

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

Ｎ 生活関連サービス、娯楽業 784 一般公衆浴場業 7840260100 公衆浴場入浴サービス P クリーニング及び関連サービス 7810260300

78 洗濯・理容・美容・浴場業 7841 一般公衆浴場業 7840260103 一般公衆浴場入浴サービス P 事業者向けクリーニングサービス 7810160303

780
管理、補助的経済活動を行う事業所（78
洗濯・理容・美容・浴場業）

785 その他の公衆浴場業 7840260106 その他の公衆浴場入浴サービス P 一般消費者向けクリーニングサービス 7810260306

781 洗濯業 7810960300 クリーニング及び関連サービス 7810960300 7851 その他の公衆浴場業 P 小売サービス P コインランドリーサービス 7810260306

7811 普通洗濯業 7810160303 事業者向けクリーニングサービス 7810160303 P 小売サービス P クリーニング取次ぎサービス 7810260309

7812 洗濯物取次業 7810260306 一般消費者向けクリーニングサービス 7810260306 P
リラクゼーションサービス（手技を用いる
もの）

P クリーニング附帯サービス 7810260312

7813 リネンサプライ業 7810260309 コインランドリーサービス 7810260309 P
リラクゼーションサービス（手技を用いる
もの）

P 駐車場・自転車駐輪場サービス 6810964800

(7891) 洗張業 7810260312 クリーニング取次ぎサービス 7810260312 P
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他に分類されないス
ペース賃貸サービスを除く）

6810162400 P 駐車場サービス 6810964803

(7899) コインランドリー業 7810260315 クリーニング附帯サービス 7810260315 P 事務所用建物賃貸サービス 6810162403 P 自転車駐輪場サービス 6810964806

7810960600
リネンサプライ・ダストコントロールサービ
ス

P 店舗用建物賃貸サービス 6810162406 P コインロッカー・一時荷物預かりサービス 7940260300

7810160603 制服・作業着サプライサービス P 物流施設賃貸サービス 6810162409 P コインロッカー・一時荷物預かりサービス 7940260303

7810160606 その他のリネンサプライサービス P その他の非住宅用建物賃貸サービス 6810162499

7810160609 事業者向けダストコントロールサービス P 住宅賃貸サービス 6810961800 789 その他の洗濯・理容・美容・浴場業 7890260300 ネイルケアサービス

7810260612
一般消費者向けダストコントロールサー
ビス

P 戸建住宅賃貸サービス 6810961803 7891 洗張・染物業 7890260303 ネイルケアサービス

P 洋服修理・リフォームサービス P 共同住宅賃貸サービス 6810961806 7892 エステティック業 7890260600 エステティックサービス

P 洋服修理・リフォームサービス P スポーツ施設利用サービス 8000960300 7893 リラクゼーション業（手技を用いるもの） 7890260603 エステティックサービス

P 履物修理サービス P 野球場利用サービス 8000160303 7894 ネイルサービス業 7890260900
リラクゼーションサービス（手技を用いる
もの）

P 履物修理サービス P サッカー場利用サービス 8000160306 7899
他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場
業

7890260903
リラクゼーションサービス（手技を用いる
もの）

P ハウスクリーニングサービス 7990260300 P ゴルフ場利用サービス 8000260309 7890261200 その他の洗濯・理容・美容・浴場サービス

P ハウスクリーニングサービス 7990260303 P フィットネスクラブ利用サービス 8000260312 7890261203 その他の洗濯・理容・美容・浴場サービス

P フランチャイズ 7281161200 P ボウリング場利用サービス 8000260315 P 小売サービス

P フランチャイズ 7281161203 P その他のスポーツ施設利用サービス 8000260399 P 小売サービス

P 娯楽施設利用サービス（別掲を除く） 8000260600 P スポーツ施設利用サービス 8000960300

782 理容業 7820260300 理容サービス P ゲームセンター利用サービス 8000260603 P 野球場利用サービス 8000160303

7821 理容業 7820260303 理容サービス P カラオケボックス利用サービス 8000260606 P サッカー場利用サービス 8000160306

783 美容業 7830260300 美容サービス P インターネットカフェ利用サービス 8000260609 P ゴルフ場利用サービス 8000260309

7831 美容業 7830260303 美容サービス P その他の娯楽施設利用サービス 8000260699 P フィットネスクラブ利用サービス 8000260312

P 小売サービス P 飲食サービス（給食サービスを除く） 7500960900 P ボウリング場利用サービス 8000260315

P 小売サービス P
店舗内飲食サービス（給食サービスを除
く）

7500960903 P その他のスポーツ施設利用サービス 8000260399

P エステティックサービス P 持ち帰り飲食サービス 7500960906

P エステティックサービス P 配達飲食サービス（給食サービスを除く） 7500960909

P
簡易宿所・下宿・住宅宿泊・その他の宿
泊サービス

7500960600

P 簡易宿所サービス 7500960603

P 下宿サービス 7500260606

P 住宅宿泊サービス 7500260609

P その他の宿泊サービス 7500260699

N　生活関連サービス、娯楽業 （第13回研究会時点）

（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

7
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大分類

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

Ｎ 生活関連サービス、娯楽業 792 家事サービス業 7920260300 家事代行サービス

79 その他生活関連サービス業 7921 家事サービス業（住込みのもの） 7920260303 家事代行サービス

790
管理、補助的経済活動を行う事業所（79
その他の生活関連サービス業）

7922 家事サービス業（住込みでないもの） Ｐ
一般消費者向け害獣・害虫の点検・予
防・駆除サービス

7990260600

791 旅行業 7910960300 募集型企画旅行サービス Ｐ
一般消費者向け害獣・害虫の点検・予
防・駆除サービス

7990260603

7911 旅行業（旅行業者代理業を除く） 7910960303 国内募集型企画旅行サービス Ｐ ハウスクリーニングサービス 7990260300

7912 旅行業者代理業 7910960306 海外募集型企画旅行サービス Ｐ ハウスクリーニングサービス 7990260303

7910960309 訪日募集型企画旅行サービス Ｐ 保育サービス

7910960600 受注型企画旅行サービス Ｐ 保育サービス

7910960603 国内受注型企画旅行サービス

7910960606 海外受注型企画旅行サービス 793 衣服裁縫修理業 Ｐ 洋服修理・リフォームサービス

7910960609 訪日受注型企画旅行サービス 7931 衣服裁縫修理業 Ｐ 洋服修理・リフォームサービス

7910960900 手配旅行サービス Ｐ 履物修理サービス

7910960903 国内旅行乗物手配サービス Ｐ 履物修理サービス

7910960906 海外旅行乗物手配サービス Ｐ 時計修理サービス

7910960909 訪日旅行乗物手配サービス Ｐ 時計修理サービス

7910960912 国内旅行宿泊手配サービス Ｐ 他に分類されない修理サービス

7910960915 海外旅行宿泊手配サービス Ｐ 他に分類されない修理サービス

7910960918 訪日旅行宿泊手配サービス Ｐ 小売サービス

7910960921 その他の旅行関連手配サービス Ｐ 小売サービス

7910961200 渡航手続代行・旅行相談サービス

7910961203 渡航手続代行・旅行相談サービス 794 物品預り業 7940260300 コインロッカー・一時荷物預かりサービス 7940260300

7910161500 旅行業者代理サービス 7941 物品預り業 7940260303 コインロッカー・一時荷物預かりサービス 7940260303

7910161503 旅行業者代理サービス Ｐ 駐車場・自転車駐輪場サービス 6810964800

7910161800 旅行運送・宿泊等手配サービス Ｐ 駐車場サービス 6810964803

7910161803
内国旅行業者向け旅行運送・宿泊等手
配サービス

Ｐ 自転車駐輪場サービス 6810964806

7910161806
外国旅行業者向け旅行運送・宿泊等手
配サービス

Ｐ 駐車場・自転車駐輪場管理受託サービス 6800963600

Ｐ 旅行保険代理仲介サービス Ｐ 駐車場管理受託サービス 6800963603

Ｐ 旅行保険代理仲介サービス Ｐ 自転車駐輪場管理受託サービス 6800963606

Ｐ 旅館・ホテル宿泊サービス 7500960300

Ｐ 旅館・ホテル宿泊サービス 7500960303

Ｐ 旅館・ホテル宿泊サービス 7500960306

Ｐ 遊園地・テーマパーク利用サービス 8000260900

Ｐ 遊園地・テーマパーク利用サービス 8000260903

N　生活関連サービス、娯楽業 （第13回研究会時点）

（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
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大分類

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

Ｎ 生活関連サービス、娯楽業 P 装花（フラワーアレンジメント）サービス 799 他に分類されない生活関連サービス業 7990260300 ハウスクリーニングサービス 7990260300

79 その他生活関連サービス業 P 装花（フラワーアレンジメント）サービス 7991 食品賃加工業 7990260303 ハウスクリーニングサービス 7990260303

790
管理、補助的経済活動を行う事業所（79
その他の生活関連サービス業）

P その他の物品のレンタル 7992 結婚相談業，結婚式場紹介業 7990260600
一般消費者向け害獣・害虫の点検・予
防・駆除サービス

7990260600

795 火葬・墓地管理業 7950960300 火葬・納骨 P 映画・演劇用品のレンタル 7993 写真プリント，現像・焼付業 7990260603
一般消費者向け害獣・害虫の点検・予
防・駆除サービス

7990260603

7951 火葬業 7950260303 火葬 P 音楽・映像記録物のレンタル 7999
他に分類されないその他の生活関連
サービス業

7990960900 動物に対する非医療・非保健サービス 7990960900

7952 墓地管理業 7950260306 納骨及び関連サービス P 貸衣しょうのレンタル 7990960903 グルーミングサービス 7990960903

7950260600 墓地の分譲・管理サービス P
他に分類されないその他の物品のレンタ
ル

7990960906 動物預かりサービス 7990960906

7950260603 墓地の分譲サービス P 美容サービス 7990960999
その他の動物に対する非医療・非保健
サービス

7990960999

7950260606 墓地の管理サービス P 美容サービス 7990961200 写真プリント・現像・焼付（DPE）サービス

P 葬儀関連サービスのパッケージ P 小売サービス 7990961203 写真プリント・現像・焼付（DPE）サービス

P 葬儀関連サービスのパッケージ P 小売サービス 7990261500 金券買取販売サービス

P 会議室等賃貸サービス 6810963000 P その他の生活関連サービス 7990261503 金券買取販売サービス

P 会議室等賃貸サービス 6810963003 P 結婚相談サービス 7990269900 その他の生活関連サービス 7990269900

P 小売サービス P 結婚式場紹介サービス 7990269903 結婚相談サービス 7990269903

P 葬儀関連商品の小売サービス P
他に分類されないその他の生活関連
サービス

7990269906 結婚式場紹介サービス 7990269906

P 会議室等賃貸サービス 7990269999
他に分類されないその他の生活関連
サービス

7990269999

796 冠婚葬祭業 7960260300 結婚式サービス P 会議室等賃貸サービス P 家事代行サービス 7920260300

7961 葬儀業 7960260303 結婚式サービス P 火葬・納骨 P 家事代行サービス 7920260303

7962 結婚式場業 7960960600 葬儀サービス P 火葬 P 小売サービス

7963 冠婚葬祭互助会 7960160603 事業者向け葬儀サービス P 納骨及び類似するサービス P 動物関連商品の小売サービス

7960260606 一般消費者向け葬儀サービス P 墓地の分譲・管理サービス

7960960900 冠婚葬祭互助サービス P 墓地の分譲サービス

7960960903 冠婚葬祭互助サービス P 墓地の管理サービス

7960261200 その他の冠婚葬祭に関連するサービス

7960261203 その他の冠婚葬祭に関連するサービス

P
写真撮影サービス（商業写真撮影サービ
スを除く）

7460960300

P 証明写真撮影サービス 7460260303

P 学校写真撮影サービス 7460960306

P 結婚式写真撮影サービス 7460960309

P その他の写真撮影サービス 7460960399

P 挙式・介添えサービス

P 挙式・介添えサービス

P 飲食サービス（給食サービスを除く） 7500960900

P
店舗内飲食サービス（給食サービスを除
く）

7500960903

P 持ち帰り飲食サービス 7500960906

P 配達飲食サービス（給食サービスを除く） 7500960909

N　生活関連サービス、娯楽業 （第13回研究会時点）

（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

11
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日本標準産業分類（2013年改定）

N　生活関連サービス業，娯楽業

78　　洗濯・理容・美容・浴場業

781　　洗濯業

7811　普通洗濯業、7812　洗濯物取次業、7813　リネンサプライ業

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

7810960300 クリーニング及び関連サービス
衣服その他の繊維製品及び皮革製品を洗濯する、又は
洗濯設備を提供するサービス。洗濯物の取次ぎを含む。

1 洗濯機の利用
洗濯機の利用の提供。 洗濯機は、コイン投入式、カー
ド、または従業員により作動させることが出来る。

7810260309 コインランドリーサービス ランドリー機器を使用させるサービス 調査研究結果を踏まえて設定。

1.01 洗浄機の利用
洗濯機の利用の提供。 洗濯機は、コイン投入式、カー
ド、または従業員により作動させることが出来る。

― 「コインランドリーサービス」に含まれる。

1.02 乾燥機の利用
乾燥機の利用の提供。 乾燥機は、コイン投入式、カー
ド、または従業員により作動させることが出来る。

1.03 ドライクリーニング機の利用

7810160303 事業者向けクリーニングサービス
事業者から依頼を受けて、衣服等をクリーニングする
サービス。ドライクリーニング、水洗い、染み抜き、洗張を
含む。

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

7810260306 一般消費者向けクリーニングサービス
一般消費者から依頼を受けて、衣服等をクリーニングす
るサービス。ドライクリーニング、水洗い、染み抜き、洗張
を含む。

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

2 個人向けランドリーサービス ― 「クリーニングサービス」に含まれる。
3 ドライクリーニングサービス

3.01 一般的なドライクリーニングサービス

特殊な溶剤ままたは水溶性物質を使って、ベッドスプレッ
ド、羽根布団、小物の絨毯、掛け布、ダストラッフル、カー
テン、枕、シーツ、テーブルクロス、ナプキン、ランチョン
マットなどの様な、一般的な衣類や家庭の織物をクリー
ニングする、プロのクリーニングサービスの提供。

含まれるもの
•スチームプレス、アイロン掛け、包装サービス、染み抜
き、またその他の防虫加工などの薬剤処理。

3.02 特殊なドライクリーニングサービス

特殊な溶剤ままたは水溶性物質を使って、レザー、ス
エード、ファーなどの非繊維素材をクリーニングする、プ
ロのクリーニングサービスの提供。

含まれるもの
• アイロン掛け、包装サービス、染み抜き、またその他の
防虫加工などの薬剤処理。

4 スチームプレス・アイロンサービス
衣類とリネンや生地の様なその他の家庭の織物のス
チームプレスとアイロン掛けサービスの提供。

5
衣服・履物・時計・宝飾品の整備、修理、
手直しサービス

衣類、履物、宝石と腕時計の交換部品の取り付けを含
む、保守と修理サービスの提供。

含まれるもの
• 保守と修理サービスと抱き合わせになっている部品。
• 衣類の仕立てまた寸某直し。
• レザークロスの保守 修理サービス。

除外するもの
• 衣類のレンタルとリースと抱き合わせになっている修理
および保守サービス。
• 衣類の受注製造。
• 衣服のクリーニングサービス。

―
「洋服修理・リフォームサービス」又は「履
物修理サービス」に含まれる。

5.01
衣料品及び繊維製品のレストア、修繕
サービス

タバコ、食品、カビなどにより損なわれた衣類と家庭の織
物の、部品の交換を含む、修復および修理サービスの提
供。

含まれるもの
• 保守 修理サービスと抱き合わせになっている部品。
• 染みの除去、臭気処理、蒸気プレス処理、またアイロン
がけ。

除外するもの
• 衣類の寸法直しサービスは、生産物 2.5 の 衣類の寸法
直しサービスにあり。

5.02 衣料品の手直しサービス

衣類の交換部品の取り付けを含む、修理と寸法直しの
サービスの提供。

含まれるもの
• 部品とセットになっている修理と寸法直しのサービス。
• ボタンの取り換え; 裾、裂け目、縫い目の修理; 仕立て、
とその全ての寸法直しのサービス。

除外するもの
• 煙、水、カビなどの損傷を受けた、衣類・織物の修復・修
理サービス。

5.03 履物の整備、修理サービス

5.04 時計・宝飾品の整備、修理サービス

腕時計と宝石の交換部品の取り付けを含む、保守 修理
サービスの提供。

含まれるもの
• 保守 修理サービスと抱き合わせになっている部品。
• 宝石のクリーニングサービス。

除外するもの
•メジャーな腕時計と宝石のレンタルとリースと抱き合わせ
になっている修理および保守サービス。
•別売りされている、腕時計と宝石の部品の小売りは、製
品2.1の「商品の再販売サービス、小売」を参照。

―
副業として想定されないため分類項目を
設定しない。

6 季節の衣服・織物の保管サービス 7810260315 クリーニング附帯サービス
クリーニングサービスに附帯して提供する、衣類等の保
管サービスや各種加工サービス（撥水加工、抗菌加工な
ど）など。

一次原案生産物リストを踏まえ、バスケッ
ト項目として設定。

7
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

―
副業として想定されないため分類項目を
設定しない。

8 商用ランドリーサービス ― 「クリーニングサービス」に含まれる。

大分類

中分類

小分類

細分類

（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

クリーニングサービス

・クリーニングサービス
・消費者向けクリーニングサー
ビス
・事業者向けクリーニングサー
ビス
・染抜きサービス

物品賃貸サービス

・法人・飲食店向けレンタル
サービス
・家庭向けレンタルサービス
・制服レンタルサービス
・マットレンタルサービス
・レンタカーサービス

飲食サービス ・飲食サービス

小売サービス 飲料販売サービス
清掃サービス ハウスクリーニングサービス

事業者向けダストコントロール
サービス

ダストコントロール業務用

一般消費者向けダストコント
ロールサービス

ダストコントロール家庭用

小売サービス ダストコントロール商品販売

制服・作業着サプライサービス ユニフォームレンタル

クリーニングサービス ユニフォームクリーニング

小売サービス ユニフォーム商品販売

ハウスクリーニングサービス 清掃

厨房クリーニングサービス 厨房管理

自動車リースサービス 車両リース

自動車レンタルサービス レンタカー

車両整備サービス 車両整備

小売サービス 水販売

＜洗濯業＞

コインランドリーサービス ・コインランドリーサービス

リネンサービス

・リネンサービス
・貸しおしぼりサービス
・布オムツリネンサプライサー
ビス
・ホテル向けリネンサービス
・病院向けリネンサービス

(回答のあった事業所数：13　）

＜ヒアリング結果（7813 リネンサプライ業＞
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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

　

 

9
ランドリー、ドライクリーニング代行サービ
ス

手数料を徴収する、ランドリー、ドライクリーニングの品の
持込と集配サービスの提供。 代理店は品を受け取り、そ
れらをランドリーまたはドライクリーニング店に届け、綺麗
になった品を受け取り、また、所有者へ引渡場所で引き
渡す。

除外するもの
•適用除外、ドライクリーニングサービスは、製品1.5の「ド
ライクリーニングサービス」を参照。
•適用除外、スチームプレスまたアイロン掛けサービス
は、製品1.6の「スチームプレス・アイロン掛けサービス」を
参照。
•適用除外、非営業のランドリーサービスは、製品1.3の
「非商業ランドリーサービス」を参照。
• 適用除外、商業ランドリーサービスは、製品1.2 の「商業
ランドリーサービス」を参照。

7810260312 クリーニング取次ぎサービス 洗濯物の受取り及び引渡しを行うサービス。 一次原案生産物リストを踏まえて設定。

9.01 ランドリー代行サービス ― 「洗濯物取次ぎサービス」に含まれる。

9.02 ドライクリーニング代行サービス

手数料を徴収する、ランドリー、ドライクリーニングの品の
持込と集配サービスの提供。 代理店は品を受け取り、そ
れらをランドリーまたはドライクリーニング店に届け、綺麗
になった品を受け取り、また、所有者へ引渡場所で引き
渡す。

10 制服賃貸、リネンサプライサービス 7810960600
リネンサプライ・ダストコントロールサービ
ス

繊維製品を洗濯し，これを使用させるために貸与し，その
使用後回収して洗濯し，更にこれを貸与することを繰り返
して行うサービス

10.01
衣類供給（ガウン、コート、エプロン等を
含む）

7810160603 病院向けリネンサプライサービス
病院向けに繊維製品（白衣やシーツなど）を貸与し，その
使用後回収して洗濯し，更にこれを貸与することを繰り返
して行うサービス。

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

10.02
シーツ・カバー・クロス類及び完全乾燥リ
ネンの供給

7810160606 その他向けリネンサプライサービス

病院以外の産業向けに、繊維製品（おしぼりやシーツ、
テーブルクロスなど）などを貸与し，その使用後回収して
洗濯し，更にこれを貸与することを繰り返して行うサービ
ス。

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

10.03
工業用衣類の供給（「クリーンルーム」衣
類を除く）

7810160609 事業者向けダストコントロールサービス
事業者向けにフロアマットなどを貸与し，その使用後回収
して洗濯し，更にこれを貸与することを繰り返して行う
サービス。

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

10.04 工業用「クリーンルーム」衣類の供給 7810260612
一般消費者向けダストコントロールサー
ビス

一般消費者向けにモップなどを貸与し，その使用後回収
して洗濯し，更にこれを貸与することを繰り返して行う
サービス。

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

10.05 工業用拭き布の供給 ―
「リネンサプライ・ダストコントロールサー
ビス」に含まれる。

10.06
工業用マットの供給（洗濯可のもの及び
洗濯不可のものを含む）

10.07
工業用モップ、衣類、その他各種防塵用
品の供給

P 洋服修理・リフォームサービス
「R90　機械等修理業」の議論を踏まえて
検討。

P 洋服修理・リフォームサービス

洋服の修理、リフォームサービス
○ボタン、ファスナーの修理
○襟幅を詰めるリフォーム
○ワンピースからスカートへリフォーム

一次原案生産物リストを踏まえ、洗濯業
者の副業として想定されるため設定。

P 履物修理サービス
「R90　機械等修理業」の議論を踏まえて
検討

P 履物修理サービス 履物修理サービス
一次原案生産物リストを踏まえ、洗濯業
者の副業として想定されるため設定。

P ハウスクリーニングサービス
「R9229　その他の建物サービス業」の議
論を踏まえて検討

P ハウスクリーニングサービス ハウスクリーニングサービス
一次原案生産物リストを踏まえ、リネンサ
プライ業者の副業として想定されるため
設定。

P フランチャイズ
「７８９　他に分類される生活関連サービ
ス」の議論を踏まえて検討

P フランチャイズ

フランチャイザー（本部）がフランチャイジー（加盟者）に対
して、特定の商標、商号等を使用する権利を与えるととも
に、加盟者の物品販売、サービス提供その他の事業・経
営について、統一的な方法で統制、指導、援助を行い、
これらの対価として加盟者が本部に金銭を支払う事業形
態

一次原案生産物リストを踏まえ、洗濯業
者の副業として想定されるため設定。
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日本標準産業分類（2013年改定）

N　生活関連サービス業，娯楽業

78　　洗濯・理容・美容・浴場業

782　理容業、783　美容業

7821　理容業、7831　美容業

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 女性及び女児の向け美容サービス
女性及び女児向けの洗髪、トリミング、カット及びその他
の美容サービス

7830260300 美容サービス

7830260303 美容サービス
パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿
を美しくするサービス。着付けを含む。

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

2
男性及び男児向けの美容及び理髪サー
ビス

・男性及び男児向けの洗髪、トリミング、カット及びその
他の理容サービス
・顔剃り及びひげのトリミングサービス

7820260300 理容サービス

7820260303 理容サービス
頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えるサー
ビス。

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

P 小売サービス
「Ｉ 　卸売業，小売業」の議論を踏まえて
検討。

3
家庭用電気器具及び関連部品・附属品
の小売サービス

P 小売サービス ヘアスプレー、ヘアアイロンなどのヘアケア用品の販売 調査研究結果を踏まえて設定。

4
健康評価・個人用フィットネストレーニン
グサービス

―
副業として想定されないため、分類項目
を設定しない。

5
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

6 その他の個人向けサービス

7
トレード、職業、技術的、専門能力開発研
修プログラム

8
薬剤・ビタミン・ミネラル・サプリメントの小
売サービス

― 「小売サービス」に含まれる。

9 治療的マッサージサービス ―
副業として想定されないため、分類項目
を設定しない。

10 個人用衛生用品の小売サービス ― 「小売サービス」に含まれる。

11 化粧品・香水の小売サービス

12 ヘアケアサービス
カット、トリミング、レイヤー、カラーリング、毛染め、スタイ
リング、また、髪の質感の修正。

―
「理容サービス」又は「美容サービス」に
含まれる。

12.01 パーマによる髪の質感修正

12.02 ヘアカラーリング及び脱色
一時的、半永久的、または永久的に、髪の毛の色を変え
るために　染毛剤または毛髪染料を適用する。

12.03 ヘアカット及びスタイリングサービス

含まれるもの
•シャンプー、ドライヤーブローとスタイリングなどの、ヘア
カットサービスと抱き合わせになっている、髭のトリミング
またその他のサービス。

12.04 その他のヘアケアサービス

含まれるもの
・別売りされている、シャンプー、ドライヤーブロー、ボリュ
マイズ、ディープコンディショニング、非医学的植毛、頭皮
マッサージサービス、など。

13 ネイルケアサービス
含まれるもの
•マニキュア、ペディキュア、ネイル・エクステンション、艶
出し、また関連したネイルアートワーク、など。

― 「エステティックサービス」に含まれる。

13.01 マニキュアサービス

13.02 ペディキュアサービス

13.03 その他のネイルケアサービス

含まれるもの
•マニキュア、ペディキュアから別売りされている、オー
バーレイ、チップ、マニキュア落とし、またその他の関連
するネイルサービス。

14 スキンケアサービス P エステティックサービス
「Ｎ　7892エステティック業」の議論を踏ま
えて検討。

14.01 一時メイクサービス 顔または体にメイクを施すまたはメイクを落とすこと。 P エステティックサービス

手技又は化粧品・機器等を用いて、人の皮膚を美化し、
体型を整えるなどの指導又は施術を行うサービス
○スキンケア、脱毛、ボディケア・ハンドケア・フットケア・
アロマオイルトリートメント・ヘッドセラピー・タラソテラピー
（皮膚を美化して体型を整えるもの）

副業として想定されるため設定。

14.02 永続メイクサービス メイクアップ効果の目的で皮下にインクを施す事。 ― 「エステティックサービス」に含まれる。

14.03 フェイシャルサービス

通常、クレンジング、マッサージと化粧用クリームの適用
がともなう、フェイスケアの提供。

除外するもの
• 皮膚科による、メディカルフェースケアサービス。

14.04 マスク及びボディラップサービス
ハーブまたは泥から取られた栄養のある材料でできたマ
スクやラップを体や顔につけて外観を改善。

14.05 その他スキンケアサービス

含まれるもの
•皮膚剥離、ケミカル・ピールおよびトリートメント、レザー
による皮膚表面修復、超音波、またその他のテクノロ
ジー。

15 脱毛サービス

15.01 永久脱毛サービス 頭、体、顔などの永久脱毛サービスの提供。

細分類

大分類

中分類

小分類

（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

細品目（10桁）名

理容業

美容業

コモ法6桁分類名

理容業

美容業

調査品目名 内容例示

理容
頭髪の刈り込み、顔そりなど
の理容サービスを提供する事
業

美容
パーマネントウェーブ、結髪、
化粧などの美容サービスを提
供する事業

○収入を得た相手先別収入額（％）＜H24経済センサス＞

（理容)

個人（一般消費者） 99.7%

（他の企業・団体）民間 0.3%

（美容)

個人（一般消費者） 98.7%

（他の企業・団体）民間 1.2%

調査品目名

理容業・美容業
整髪料、パーマ代、カット代、
メイク代、着付け代など

＜平成23年産業連関表＞

＜国民経済計算（平成23年基準版）＞

＜平成28年経済センサス-活動調査＞

＜サービス産業動向調査＞

理容サービス 理髪サービス収入

洗髪料収入

顔剃料収入

カット料収入

小売サービス 物品販売サービス

美容サービス 毛染代収入

美容サービス収入

着付サービス収入

パーマ料収入

セット料収入

カット料収入

小売サービス 物品販売サービス

(回答のあった事業所数：26）

＜理容業＞

＜美容業＞
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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

15.02 一時脱毛サービス
手作業で皮膚から毛を引っ張り脱毛する、一時的な脱毛
サービスの提供。

16 非治療的マッサージサービス ―
「理容サービス」、「美容サービス」又は
「エステティックサービス」に含まれる。

17
入れ墨・日焼け・その他の身体改造サー
ビス

―
副業として想定されないため、分類項目
を設定しない。

17.01 日焼けサービス

17.02 入れ墨サービス
皮下にインクを注入することにより、肌の配色を永久に変
える、タトゥーサービスの提供。

17.03 入れ墨除去サービス

それぞれのインクカラーを選択的に吸収することが出来
る最適の波長を選択し、レーザーを使って選択的にタ
トゥーのインクを破壊し、同時に、非特異性の熱的効果を
最小に保つタトゥー除去サービスの提供。

17.04 ピアスサービス
装飾品の宝石を飾り付けるために、皮膚に穴を開ける
サービスの提供。

17.05 その他の身体改造サービス
他に分類されない、永久的に体の外見を修正するサービ
スの提供。

18 体重減量サービス

18.01 非医療的な体重減量プログラム
依頼人が希望する体重に到達するまたは維持するため
の非医学的支援サービスの提供

18.02 非医療的な栄養管理サービス
依頼人の非医学的ダイエット管理支援の提供 個人また
はグループカウンセリング、メニューと運動のプラン、ま
た、体重と体のモニタリングが含まれる。

19 商業用スペースのレンタル、リース

19.01
ショッピングモールにおける小売スペース
のレンタル、リース

19.02
ショッピングモールにおけるフードサービ
ススペースのレンタル、リース

19.03
独立したロケーションにおける小売ス
ペースのレンタル、リース

19.04
独立したロケーションにおけるフードサー
ビススペースのレンタル、リース

19.05
美容・パーソナルケア施設におけるブー
ス及び椅子のレンタル、リース

19.06
その他の商業用スペースのレンタル、
リース

20

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（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
ングを除く）
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日本標準産業分類（2013年改定）

N　生活関連サービス業，娯楽業

78　　洗濯・理容・美容・浴場業

784　一般公衆浴場業、785　　その他の公衆浴場業

7841　一般公衆浴場業、7851　　その他の公衆浴場業

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

7840260300 公衆浴場入浴サービス

7840260303 一般公衆浴場入浴サービス 物価統制令の適用を受ける公衆浴場の入浴サービス 調査研究結果を踏まえて設定。

7840260306 その他の公衆浴場入浴サービス
物価統制令の適用を受けないスーパー銭湯、サウナ、ス
パ、日帰り温泉等一般公衆浴場以外の公衆浴場の入浴
サービス。コインシャワーを含む。

同上

1
家庭用電気器具及び関連部品・附属品
の小売サービス

P 小売サービス
「Ｉ　 卸売業，小売業」の議論を踏まえて
検討。

P 小売サービス 小売サービス 調査研究結果を踏まえて設定。

2
健康評価・個人用フィットネストレーニン
グサービス

―
「フィットネスクラブサービス」に含まれ
る。

3
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に関連するプログラム及び
コースの提供。学科履修単位や専門的資格認定が得ら
れるものではない。

4 その他の個人向けサービス

5
トレード、職業、技術的、専門能力開発研
修プログラム

スキルがある貿易や初歩的なレベルの職業、技術的な
職業で大人を訓練して伸ばすためにデザインされた多様
な教科の課程コースと教育プログラムの提供。教育単位
と認められる。

―
副業として想定されないため分類項目を
設定しない。

6
薬剤・ビタミン・ミネラル・サプリメントの小
売サービス

― 「小売サービス」に含まれる。

7 治療的マッサージサービス
体への軟部組織マニピュレーション技法の適用によるセ
ラピューティックマッサージサービスの提供。 スポーツ
マッサージセラピーを含む。

―
副業として想定されないため分類項目を
設定しない。

8 個人用衛生用品の小売サービス ― 「小売サービス」に含まれる。

9 化粧品・香水の小売サービス

10 ヘアケアサービス

カット、トリミング、レイヤー、カラーリング、毛染め、スタイ
リング、また、髪の質感の修正。

含まれるもの
•シャンプー、ドライヤーブローとスタイリングなどの、ヘア
カットサービスとセットになっている、髭のトリミングまたそ
の他のサービス。

―
副業として想定されないため分類項目を
設定しない。

10.01 パーマによる髪の質感修正

10.02 ヘアカラーリング及び脱色
一時的、半永久的、または永久的に、髪の毛の色を変え
るために　染毛剤または毛髪染料を適用する。

10.03 ヘアカット及びスタイリングサービス

男女および全ての年齢層の髪のカット、トリミング、レイ
ヤー、および長さを効果的に短くする。

含まれるもの
•シャンプー、ドライヤーブローとスタイリングなどの、ヘア
カットサービスと抱き合わせになっている、髭のトリミング
またその他のサービス。

除外するもの
・別売りされている、ヘアスタイリングサービスは、製品
1.1.4の「ヘアスタイリングサービス」にあり。
・別売りされている、シャンプーとドライヤーブローサービ
スは、製品1.1.9の「ヘアケアサービス、他に分類されな
い」を参照。
・永続または一時的な電気分解法またはワックスなど
の、脱毛サービスは、製品1.4の「脱毛サービス」を参照。

10.04 その他のヘアケアサービス

含まれるもの
・別売りされている、シャンプー、ドライヤーブロー、ボリュ
マイズ、ディープコンディショニング、非医学的植毛、頭皮
マッサージサービス、など。

11 ネイルケアサービス
含まれるもの
•マニキュア、ペディキュア、ネイル・エクステンション、艶
出し、また関連したネイルアートワーク、など。

11.01 マニキュアサービス

11.02 ペディキュアサービス

11.03 その他のネイルケアサービス

含まれるもの
•マニキュア、ペディキュアから別売りされている、オー
バーレイ、チップ、マニキュア落とし、またその他の関連
するネイルサービス。

12 スキンケアサービス ―
「リラクゼーションマッサージサービス」に
含まれる。

12.01 一時メイクサービス 顔または体にメイクを施すまたはメイクを落とすこと。

12.02 永続メイクサービス メイクアップ効果の目的で皮下にインクを施す事。

12.03 フェイシャルサービス
通常、クレンジング、マッサージと化粧用クリームの適用
がともなう、フェイスケアの提供。

12.04 マスク及びボディラップサービス
ハーブまたは泥から取られた栄養のある材料でできたマ
スクやラップを体や顔につけて外観を改善。

大分類

中分類

小分類

細分類

（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

細品目（10桁）名

浴場業

コモ法6桁分類名

浴場業

調査品目名 内容例示

一般公衆浴場
物価統制令によって入浴料金
が統制されている施設（銭湯）

その他の公衆浴場
○　日帰り温泉施設、スパ、
スーパー銭湯、健康ランド、サ
ウナ風呂　など

○収入を得た相手先別収入額 となっている施設

（一般公衆浴場）

個人（一般消費者） 96.5%

（他の企業・団体）民間 1.7%

（他の企業・団体）公務 1.9%

海外取引 ー

同一企業内取引 0.0%

（その他の公衆浴場）

個人（一般消費者） 95.6%

（他の企業・団体）民間 3.0%

（他の企業・団体）公務 1.4%

海外取引 0.0%

同一企業内取引 0.0%

＜平成23年産業連関表＞

＜国民経済計算（平成23年基準版）＞

＜平成28年経済センサス-活動調査＞

浴場サービス
浴場収入
公衆浴場サウナ収入

コインランドリーサービス コインランドリーサービス

スポーツサービス フィットネスクラブ

飲食サービス 飲食代収入

不動産賃貸サービス
・アパート収入
・貸店舗収入

小売サービス 物品販売収入

(回答のあった事業所数：13）

＜公衆浴場＞

03
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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

　

　

12.05 その他のスキンケアサービス

含まれるもの
•皮膚剥離、ケミカル・ピールおよびトリートメント、レザー
による皮膚表面修復、超音波、またその他のテクノロ
ジー。

13 脱毛サービス ―
副業として想定されないため分類項目を
設定しない。

13.01 永久脱毛サービス 頭、体、顔などの永久脱毛サービスの提供。

13.02 一時脱毛サービス
手作業で皮膚から毛を引っ張り脱毛する、一時的な脱毛
サービスの提供。

P
リラクゼーションサービス（手技を用いる
もの）

「Ｎ789　その他の洗濯・理容・美容・浴場
業」の検討を踏まえて検討。

14 非治療的マッサージサービス P
リラクゼーションサービス（手技を用いる
もの）

手技を用いて心身の緊張を弛緩させるための施術を行う
サービス
○ボディケア・ハンドケア・フットケア・アロマオイルトリート
メント・ヘッドセラピー・タラソテラピー（心身の緊張を弛緩
させるのみのもの）

副業として想定されるため設定。

15
入れ墨・日焼け・その他の身体改造サー
ビス

―
副業として想定されないため分類項目を
設定しない。

15.01 日焼けサービス

15.02 入れ墨サービス
皮下にインクを注入することにより、肌の配色を永久に変
える、タトゥーサービスの提供。

15.03 入れ墨除去サービス

それぞれのインクカラーを選択的に吸収することが出来
る最適の波長を選択し、レーザーを使って選択的にタ
トゥーのインクを破壊し、同時に、非特異性の熱的効果を
最小に保つタトゥー除去サービスの提供。

15.05 ピアスサービス
装飾品の宝石を飾り付けるために、皮膚に穴を開ける
サービスの提供。

15.04 その他の身体改造サービス
含まれるもの
• 燃焼と皮下に物体を埋め込む事。

16 体重減量サービス ―
「フィットネスクラブサービス」に含まれ
る。

16.01 非医療的な体重減量プログラム

依頼人が希望する体重に到達するまたは維持するため
の非医学的支援サービスの提供。
除外するもの
• 食事療法士、栄養士の個人の健康指導員のサービス。•
内科、外科の減量サービス。

16.02 非医療的な栄養管理サービス
依頼人の非医学的ダイエット管理支援の提供 個人また
はグループカウンセリング、メニューと運動のプラン、ま
た、体重と体のモニタリングが含まれる。

―
「リラクゼーションマッサージサービス」に
含まれる。

17.01 商業用スペースのレンタル、リース P
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他に分類されないス
ペース賃貸サービスを除く）

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえ、設定。

17.02
ショッピングモールにおける小売スペース
のレンタル、リース

ショッピングモールの空間を、商品の小売販売又はサー
ビス提供（映画館、銀行及び美容院など）のためにレンタ
ル又はリースすること。

P 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。

17.03
ショッピングモールにおけるフードサービ
ススペースのレンタル、リース

ショッピングモールの空間を、準備された食事及び飲み
物の販売のためにレンタル又はリースすること。

P 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。 調査研究結果を踏まえ設定

17.04
独立したロケーションにおける小売ス
ペースのレンタル、リース

P 物流施設賃貸サービス 物流施設１棟又はスペースを賃貸するサービス。

17.05
独立したロケーションにおけるフードサー
ビススペースのレンタル、リース

P その他の非住宅用建物賃貸サービス
上記以外の用途に用いられる建物１棟又はスペースを
賃貸するサービス

17.06
美容・パーソナルケア施設におけるブー
ス及び椅子のレンタル、リース

―
「非住宅用建物賃貸サービス」に含まれ
る。

その他の商業用スペースのレンタル、
リース

17.07
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

P 住宅賃貸サービス

P 戸建住宅賃貸サービス 戸建住宅を賃貸するサービス。

P 共同住宅賃貸サービス
マンション、アパート等の共同住宅（貸間や学生寮なども
含む）を賃貸するサービス。

調査研究結果を踏まえ設定。

P スポーツ施設利用サービス
主としてプロスポーツの興行に使用されるスポーツ施設
を含む。

「Ｎ80　娯楽業」の議論を踏まえて検討。

P 野球場利用サービス
主として野球競技を行うための施設を利用させるサービ
ス

P サッカー場利用サービス
主としてサッカー競技を行うための施設を利用させる
サービス

P ゴルフ場利用サービス
ゴルフ競技を行うための施設を利用させるサービス。
○ゴルフ練習場、キャディーサービス

P フィットネスクラブ利用サービス
室内プール、トレーニングルーム、スタジオなどの運動施
設を有し、会員に利用させるサービス。

副業として想定されるため設定。

P ボウリング場利用サービス ボウリング競技を行うための施設を利用させるサービス。 副業として想定されるため設定。

P その他のスポーツ施設利用サービス

その他のスポーツを行うための施設を利用させるサービ
ス。競馬場、競輪場等の賃貸を含む。
○テニス場、アイススケート場、卓球場、フットサル場、
バッティングセンター、テニス練習場、ボルダリングジム、
プール

P 娯楽施設利用サービス（別掲を除く） 「Ｎ80　娯楽業」の議論を踏まえて検討。

P ゲームセンター利用サービス
主としてスロットマシン、テレビゲーム機などの遊戯を行う
ための施設を利用させるサービス。

副業として想定されるため設定。

P カラオケボックス利用サービス
個室において、主としてカラオケを行うための施設を利用
させるサービス

副業として想定されるため設定。
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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

　

　

P インターネットカフェ利用サービス
有償でインターネットに接続可能な端末を店内に有する
施設を利用させるサービス。端末の提供と一体的に飲食
サービスなどの提供を行う施設もこれに含む。

P その他の娯楽施設利用サービス
その他のレジャー、アミューズメント施設を利用させる
サービス。
○ダンスホール、、釣り堀

P 飲食サービス（給食サービスを除く）
「Ｍ　宿泊業，飲食サービス業」の議論を
踏まえて検討。

P
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

調査研究結果を踏まえて設定。

P 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）

P 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

P
簡易宿所・下宿・住宅宿泊・その他の宿
泊サービス

「Ｍ　宿泊業，飲食サービス業」の議論を
踏まえて検討。

P 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。
○施設内カプセルホテル

副業として想定されるため設定。

P 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）

P 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）

P 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）

P クリーニング及び関連サービス
衣服その他の繊維製品及び皮革製品を洗濯する、又は
洗濯設備を提供するサービス。洗濯物の取次ぎを含む。

「Ｎ781　洗濯業」の議論を踏まえて検討。

P 事業者向けクリーニングサービス
事業者から依頼を受けて、衣服等をクリーニングする
サービス。ドライクリーニング、水洗い、染み抜き、洗張を
含む。

P 一般消費者向けクリーニングサービス
一般消費者から依頼を受けて、衣服等をクリーニングす
るサービス。ドライクリーニング、水洗い、染み抜き、洗張
を含む。

P コインランドリーサービス ランドリー機器を使用させるサービス 調査研究結果を踏まえ設定

P クリーニング取次ぎサービス 洗濯物の受取り及び引渡しを行うサービス。

P クリーニング附帯サービス
クリーニングサービスに附帯して提供する、衣類等の保
管サービスや各種加工サービス（撥水加工、抗菌加工な
ど）など。

P 駐車場・自転車駐輪場サービス
「Ｋ　不動産業，物品賃貸業」の議論を踏
まえて検討。

P 駐車場サービス
自動車、オートバイの駐車スペースを提供するサービ
ス。

副業として想定されるため設定。

P 自転車駐輪場サービス 自転車の駐輪スペースを提供するサービス。 副業として想定されるため設定。

P コインロッカー・一時荷物預かりサービス
「Ｎ794　物品預り業」の議論を踏まえて
検討。

P コインロッカー・一時荷物預かりサービス
一時的に荷物を預かるサービス。
○コインロッカー、手荷物預りサービス

副業として想定されるため設定。
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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）

N  生活関連サービス業，娯楽業

78 洗濯・理容・美容・浴場業

789 その他の洗濯・理容・美容・浴場業

7891洗張・染物業，7982エステティック，7893リラクゼーション業（手技をもちいるもの），ネイルサービス業，7899他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業

 

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 グループ名 具体的回答例

（洗張・染物業のサービス）

洗張業のサービスについては、産業分類
7891「洗濯及び関連サービス」に、染物業
のサービスについては、後出の「その他の
洗濯・理容・美容・浴場サービス」に含める
ものとする。

1

小型家庭用電気器具の小売販売（ミキサー、
ブレンダー、缶切り、トースター、コーヒーメー
カー、フライパン、ヘアドライヤー・カーリング
アイロン・シェーバー等のパーソナルケア用
品、水道浄水器、フィルター等を含む）

小型家庭用電気器具の小売販売（ミキサー、
ブレンダー、缶切り、トースター、コーヒーメー
カー、フライパン、ヘアドライヤー・カーリング
アイロン・シェーバー等のパーソナルケア用
品、水道浄水器、フィルター等を含む）

P 小売サービス
本分類については、I　卸売業、小売業の
議論を踏まえて検討

P 小売サービス
一次原案生産物リスト及び調査研究結果
を踏まえて設定。

2
健康評価・個人用フィットネストレーニング
サービス

P スポーツ施設利用サービス
主としてプロスポーツの興行に使用されるス
ポーツ施設を含む。

P 野球場サービス
主として野球競技を行うための施設を提供す
るサービス

P サッカー場サービス
主としてサッカー競技を行うための施設を提
供するサービス

P ゴルフ場サービス
ゴルフ競技を行うための施設を提供する
サービス。
〇ゴルフ練習場、キャディーサービス

P フィットネスクラブサービス
室内プール、トレーニングルーム、スタジオな
どの運動施設を有し、会員に提供するサービ
ス

P ボウリング場利用サービス
ボウリング競技を行うための施設を提供する
サービス

P その他のスポーツ施設利用サービス

その他のスポーツを行うための施設を提供
するサービス。
〇テニス場、アイススケート場、卓球場、フッ
トサル場、バッティングセンター、テニス練習
場、ボルダリングジム

3
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

レクリエーションおよびレジャー関連活動に
対する評価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。これにより
表彰やその他の認定が得られる、学術的な
資格やキャリア資格はない。

－
副業として想定されないため、分類項目と
して設定しない

4
その他の個人向けサービス（公衆サウナやト
ルコ式風呂の利用を含む）

その他の個人向けサービス（公衆サウナやト
ルコ式風呂の利用を含む）

－
後出の「その他の洗濯・理容・美容・浴場
サービス」に含めるものとする

5
トレード、職業、技術的、専門能力開発研修
プログラム（美容及びパーソナルケアのセミ
ナー、コース等）

技術の向上やキャリアアップのための多様な
教育プログラムの提供（職業訓練校、民間職
業学校などのプログラムなどを含む）。

－
副業として想定されないため、分類項目と
して設定しない

6
医薬品、ビタミン、ミネラル、サプリメントの小
売販売

医薬品、ビタミン、ミネラル、サプリメントの小
売販売

－ 前出の「小売サービス」に含まれる

7 治療的マッサージサービス
身体に軟組織操作技術を適用することに
よって、治療的なマッサージサービスの提供
（スポーツマッサージセラピーを含む）。

－
副業として想定されないため、分類項目と
して設定しない

8 個人向け衛生用品の小売販売 個人向け衛生用品の小売販売 － 前出の「小売サービス」に含まれる

9 化粧品及び香水の小売販売 化粧品及び香水の小売販売

10 ヘアケアサービス

ヘアカット、レイヤリング、カラーリング、ティ
ントリング、スタイリングなどサービス。
含まれるもの：•シャンプー、吹き付け乾燥、ス
タイリングなどのヘアカットサービスをバンド
ルしたひげやくすみ、その他のサービスのト
リミング。

－
副業として想定されないため、分類項目と
して設定しない

10.01 パーマによる髪の質感修正

パーマ剤や専用の機械を使用して、髪の毛
にウェーブをもたせて保ったり、くせ毛や縮毛
を伸ばして保つために行う施術。
含まれるもの：髪の構造を変更して髪をまっ
すぐにするか、カールさせる。シャンプー、ブ
ロードライ、スタイリングなどのパーマネント
ヘアテクスチャ修正サービスがバンドルされ
ているその他のサービス。
除外項目：ヘアスタイリングサービスは、ヘア
スタイリングサービス。シャンプーとブロー乾
燥サービスは、ヘアケアサービス。

大分類

中分類

小分類

細分類

（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）

＜平成28年経済センサス-活動調査＞

調査品目名 　

エステティック

手技又は化粧品・機器等を用
いて、人の皮膚を美化し、体
型を整えるなどの指導又は施
術を行う事業

リラクゼーション（手技を用い
るもの）

手技を用いて心身の緊張を弛
緩させるための施術を行う事
業

ネイルサービス

化粧品・器具等を用いて、手
及び足の爪の手入れ、造形、
修理、補強、装飾など爪に係
る施術を行う事業

〈平成23年産業連関表〉

細品目（10桁）名

洗張・染物業

エステティック業

その他の洗濯・理容・美容・浴
場業

＜国民経済計算（平成23年度基準版）＞

コモ６桁分類名

その他の洗濯・理容・美容・浴
場業

＜その他の洗濯・理容・美容・浴場業＞

染め抜き料収入

洗張代収入

クリーニング取次料収入

コインランドリーサービス コインランドリー収入

ネイルサロンサービス収入

エステサロンサービス収入

不動産仲介サービス 不動産仲介収入

卸小売サービス 商品売上収入

（回答のあった事業所数：12）

クリーニングサービス

理美容サービス

〇生産物分類「その他の洗濯・理容・美容・浴場サービス」を設定しているが、

「781洗濯業」「782理容業、783美容業」などへ含める考え方あり。
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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）

N  生活関連サービス業，娯楽業

78 洗濯・理容・美容・浴場業

789 その他の洗濯・理容・美容・浴場業

7891洗張・染物業，7982エステティック，7893リラクゼーション業（手技をもちいるもの），ネイルサービス業，7899他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業

 

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 グループ名 具体的回答例

大分類

中分類

小分類

細分類

（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）

〇生産物分類「その他の洗濯・理容・美容・浴場サービス」を設定しているが、

「781洗濯業」「782理容業、783美容業」などへ含める考え方あり。

10.02 ヘアカラーリング及び脱色

毛髪着色剤等を使用して、毛髪の色を一時
的又は永久に染める（または脱色）するため
の施術。
含まれるもの：髪の毛から色を取り除く薬品
の塗布。シャンプー、吹き付け乾燥、ヘアスタ
イリングなどのヘアカラーリングとティントリン
グサービスがバンドルされているその他の
サービス。
除外項目：ヘアスタイリングサービスは、ヘア
スタイリングサービス。シャンプーとブロー乾
燥サービスは、ヘアケアサービス。

10.03 ヘアカット及びスタイリングサービス

ヘアのテクスチャのカット、トリミング、レイヤ
リング、カラーリング、ティントリング、スタイリ
ング等のサービス。
含まれるもの：シャンプー、吹き付け乾燥、ス
タイリングなどのヘアカットサービスをバンド
ルしたひげやくすみ、その他のサービスのト
リミング。

10.04 その他のヘアケアサービス

ヘアケアサービス等に分類されないその他
のサービス。
含まれるもの：シャンプー、吹き付け乾燥、ボ
リュームアップ、ディープコンディショニング、
非医療用髪の交換、頭皮マッサージサービ
スなど。
除外項目：電気分解やワックス掛けなどの恒
久的かつ一時的な脱毛サービスは除毛サー
ビス。

11 ネイルケアサービス

爪ケアサービスの提供。
含まれるもの：マニキュア、ペディキュア、ネ
イルエクステンション、ポリッシング、関連ネイ
ルアートワークなど

7890260300 ネイルケアサービス

11.01 マニキュアサービス

爪をカットしたり整形して長さや形を整えたり
キューティクルを処理するなどして、手および
爪に関連するケアサービスの提供。
•爪のオーバーレイ、チップ、マニキュアの取
り外し、およびその他の関連するネイルサー
ビスは、ネイルケアサービス。

7890260303 ネイルケアサービス

化粧品・器具等を用いて、手及び足の爪の
手入れ、造形、修理、補修、装飾など爪に係
る施術を行うサービス
○マニュキア、ペディキュア、ネイルエクステ
ンション、ポリッシング

一次原案生産物リスト及び調査研究結果
を踏まえて設定。

11.02 ペディキュアサービス

足の爪をカットしたり整形して長さや形を整え
たりキューティクルを処理するなどして、つま
先や足に関連するケアサービスの提供。
除外項目：爪のオーバーレイ、チップ、マニ
キュアの取り外し、およびその他の関連する
ネイルサービスは、ネイルケアサービス。

－ ネイルケアサービスに含まれる

110.3 その他のネイルケアサービス

ネイルケアサービス等に分類されないその他
のサービス。
含まれるもの：オーバーレイ、ヒント、マニ
キュア除去剤、マニキュアやペディキュアと
は別に販売されるその他の関連サービス。

12 スキンケアサービス

肌のケア（お手入れ）サービス。
除外項目：入れ墨サービスは、入れ墨、日焼
けおよび他の身体改造サービス。医療スキ
ンケアサービス。

7890260600 エステティックサービス

12.01 一時メイクサービス 顔や体へのメイクや、メイクの除去サービス。 7890260603 エステティックサービス

手技又は化粧品・機器等を用いて、人の皮
膚を美化し、体型を整えるなどの指導又は施
術を行うサービス
○スキンケア、脱毛、ボディケア・ハンドケア・
フットケア・アロマオイルトリートメント・ヘッド
セラピー・タラソテラピー（皮膚を美化して体
型を整えるもの）

一次原案生産物リスト及び調査研究結果
を踏まえて設定。

12.02 永続メイクサービス
化粧の外観をよくするために皮膚の下にイン
クを塗布する。

－ エステティックサービスに含まれる

12.03 フェイシャルサービス

クレンジング、マッサージ、化粧品クリームを
塗布して、顔のケアサービス。
除外項目：皮膚科医が提供する医療フェイ
シャルケアサービス。

12.04 マスク及びボディラップサービス
ハーブや他の栄養成分で作られたマスクや
ラップを使用して、身体や顔などの外観の改
善。
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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）

N  生活関連サービス業，娯楽業

78 洗濯・理容・美容・浴場業

789 その他の洗濯・理容・美容・浴場業

7891洗張・染物業，7982エステティック，7893リラクゼーション業（手技をもちいるもの），ネイルサービス業，7899他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業

 

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 グループ名 具体的回答例

大分類

中分類

小分類

細分類

（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）

〇生産物分類「その他の洗濯・理容・美容・浴場サービス」を設定しているが、

「781洗濯業」「782理容業、783美容業」などへ含める考え方あり。

12.05 その他のスキンケアサービス

スキンケアサービス等に分類されないその他
のサービス。
含まれるもの：レーザー、超音波、または他
の技術を使用した皮膚剥離、化学的剥離お
よび治療、および皮膚表面再生。
除外項目：入れ墨サービスは、入れ墨、日焼
けおよび他の身体改造サービス。医療用ス
キンケアサービス。

13 脱毛サービス

手足などの毛を永久または一時的に除去す
るサービス。
除外項目：カット、着色、スタイリングなどの
ヘアケアサービスは、ヘアケアサービス。

13.01 永久脱毛サービス

頭、身体、顔などの毛を永久に脱毛するサー
ビス。
含まれるもの：レーザー補助除毛システムと
電気分解。

13.02 一時脱毛サービス

毛を皮膚から抜くなどすることによる一時的
な脱毛サービス。
含まれるもの：ピンセット、糸、ワックス、また
は他の化学薬品を使用した毛の除去。

14 非治療的マッサージサービス
リラックスや娯楽のためにマッサージサービ
ス。

7890260900
リラクゼーションサービス（手技を用いる
もの）

7890260903
リラクゼーションサービス（手技を用いる
もの）

手技を用いて心身の緊張を弛緩させるため
の施術を行うサービス
○ボディケア・ハンドケア・フットケア・アロマ
オイルトリートメント・ヘッドセラピー・タラソテ
ラピー（心身の緊張を弛緩させるのみのも
の）

一次原案生産物リスト及び調査研究結果
を踏まえて設定。

15 入れ墨・日焼け・その他の身体改造サービス

器具などを使用して、身体に日焼け、入れ
墨、入れ墨の除去するサービス。
除外項目：恒久的かつ一時的なメークアップ
サービスは、製品1.3、スキンケアサービスに
含まれています。体の改造のための医療外
科手術。

7890261200 その他の洗濯・理容・美容・浴場サービス

15.01 日焼けサービス
器具などを使用して紫外線を照射し、皮膚の
色素沈着（日焼け）をするサービス。

7890261203 その他の洗濯・理容・美容・浴場サービス

その他の主として個人に対して身の回りの清
潔を保持するためのサービス又は心身のリ
ラックス並びにリフレッシュを促進するための
サービス
○寝具消毒・乾燥サービス、ゲルマニウム温
浴、日焼けサロン、入れ墨（タトゥー）、染物
×洗張、しみ抜き、コインランドリー、コイン
シャワー

一次原案生産物リスト及び調査研究結果
を踏まえて設定。

15.02 入れ墨サービス

皮膚の下に墨汁などを入れて皮膚の色を永
久に着色するサービス。
含まれるもの：入れ墨関連の保守、設計、お
よび変更。
除外項目：恒久的かつ一時的なメークアップ
サービスは、スキンケアサービス。

－
その他の洗濯・理容・美容・浴場サービス
に含まれる

15.03 入れ墨除去サービス
レーザー照射などを行い、刺青で入れた色を
除去するサービス。

15.04 ピアスサービス
ジュエリーなどの装飾具を身体に装着するた
めの穴をあけるサービス。

15.05 その他の身体改造サービス
脱毛や日焼けサービスなどに分類されない
その他のサービス。

16 体重減量サービス

食事管理（制限）や運動などを行い希望の体
重を維持または達成を支援するための非医
療的サービス。
含まれるもの：減量と食事管理プログラム。
除外項目：独立した保健従事者、栄養士のオ
フィス、栄養士のオフィスのサービス。医療ま
たは外科用減量サービス。

－
前出のフィットネスクラブサービスに含ま
れる

16.01 非医療的な体重減量プログラム

希望の体重を維持または達成を支援するた
めに食事管理（制限）や運動計画などの非医
療的サービスプログラム。
除外項目：独立した保健従事者、栄養士のオ
フィス、栄養士のオフィスのサービス。医療ま
たは外科用減量サービス。

３
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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）

N  生活関連サービス業，娯楽業

78 洗濯・理容・美容・浴場業

789 その他の洗濯・理容・美容・浴場業

7891洗張・染物業，7982エステティック，7893リラクゼーション業（手技をもちいるもの），ネイルサービス業，7899他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業

 

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 グループ名 具体的回答例

大分類

中分類

小分類

細分類

（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）

〇生産物分類「その他の洗濯・理容・美容・浴場サービス」を設定しているが、

「781洗濯業」「782理容業、783美容業」などへ含める考え方あり。

16.02 非医療的な栄養管理サービス

ダイエット管理のために必要な非医療的支援
サービス。
除外項目：特定のブランドの食品またはサプ
リメントを使用して所望の体重を達成すること
を重視するサービスは、非医療用減量プログ
ラム。独立した保健従事者、栄養士のオフィ
ス、栄養士のオフィスのサービス。医療また
は外科用減量サービス。

17 商業用スペースのレンタル、リース
商品の小売販売やサービスの提供ために、
建物やそのスペースをレンタルまたはリー
ス。

－
副業として想定されないため、分類項目と
して設定しない

17.01
ショッピングモールにおける小売スペースの
レンタル、リース

ショッピングモールにおける小売スペースの
レンタル、リース

17.02
ショッピングモールにおけるフードサービスス
ペースのレンタル、リース

ショッピングモールにおけるフードサービスス
ペースのレンタル、リース

17.03
独立したロケーションにおける小売スペース
のレンタル、リース

独立したロケーションにおける小売スペース
のレンタル、リース

17.04
独立したロケーションにおけるフードサービス
スペースのレンタル、リース

独立したロケーションにおけるフードサービス
スペースのレンタル、リース

17.05
美容・パーソナルケア施設におけるブース及
び椅子のレンタル、リース

美容・パーソナルケア施設におけるブース及
び椅子のレンタル、リース

17.06 その他の商業用スペースのレンタル、リース その他の商業用スペースのレンタル、リース

17.07

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（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
を除く）

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の建物や
その他の施設内のスペースのレンタルまた
はリース。
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日本標準産業分類（2013年改定）

Ｎ　生活関連サービス業，娯楽業

7911　旅行業（旅行業者代理業を除く）、7912　旅行業者代理業

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 グループ名 具体的回答例

1
宿泊付パック旅行、カスタマイズされた旅
行（クルーズ・教育ツアーを除く）

ツアーの予約、旅行に際して必要なものの入手、旅行に
関するアドバイスを行う。また、チケット/領収書の発行と
確認を含む場合もある。

7910960300 国内旅行サービス 国内旅行に関する旅行サービス

1.01.01
宿泊付国内パック旅行（クルーズ・教育ツ
アーを除く）

旅行代理店、ツアー業者や個人に対し国内旅行のパック
を調整、組合わせ、販売を行う。
除かれるもの
・旅行中の娯楽や余興、山小屋での宿泊
・ウオーキングツアー、サイクリングツアー、いかだ乗り、
乗馬等

7910960303 国内企画旅行サービス（自社企画旅行）

旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び
日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊
のサービスの内容並びに旅行者が支払うべき旅行代金
の額を定めた国内旅行に関する計画を作成し、これによ
り国内旅行を実施するサービス。ただし、国内ビジネスト
ラベルマネジメントサービスに当たるものを除く。

一次原案生産物リストを踏まえて設定。

1.01.02
宿泊付外国パック旅行（クルーズ・教育ツ
アーを除く）

旅行代理店、ツアー業者や個人に対し国外旅行のパック
を調整、組合わせ、販売を行う。

7910960306 国内企画旅行サービス（他社企画旅行）

他の旅行業者が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅
行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができ
る運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が支払
うべき旅行代金の額を定めた国内旅行に関する計画を
作成し、これにより当該他の旅行業者が実施する国内旅
行を代売するサービス。なお、旅行業者代理業者が所属
旅行業者に代理して販売するサービスを含む。

一次原案生産物リストを踏まえて設定。

1.01.03 パック済み旅行再販売サービス
他者へ手数料方式で売るためのパックツアーの小売り。
この製品の収益は、販売によって得られた、粗利益、手
数料を含む。

7910960309 国内団体旅行サービス

旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行
者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス
の内容並びに旅行者が支払うべき旅行代金の額を定め
た国内旅行に関する計画を作成し、これにより国内旅行
を実施するサービス。ただし、国内ビジネストラベルマネ
ジメントサービスに当たるものを除く。

一次原案生産物リストを踏まえて設定。

1.02
宿泊付カスタマイズ旅行（クルーズ・教育
ツアーを除く）

旅行代理店、旅行卸売業者また個人へのグループツ
アーパッケージのカスタマイズ含む、ツアーパックの手配
を行う。

7910960312 国内乗車船券手配サービス

旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取
次をすること等により旅行者が運送機関の提供する国内
での運送サービスの提供を受けることができるように手
配するサービス。ただし、標準旅行業約款にいう手配旅
行契約に基づかない仲介等のみを行うもの及び国内ビ
ジネストラベルマネジメントサービスに当たるものを除く。

一次原案生産物リストを踏まえて設定。

1.0.02.01
宿泊付カスタマイズ国内旅行（クルーズ・
教育ツアーを除く）

旅行代理店、旅行卸売業者また個人への国内グループ
ツアーパッケージのカスタマイズ含む、ツアーパックの手
配を行う。

7910960315 国内宿泊手配サービス

旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取
次をすること等により旅行者が宿泊機関の提供する国内
での宿泊サービスの提供を受けることができるように手
配するサービス。ただし、標準旅行業約款にいう手配旅
行契約に基づかない仲介等のみを行うもの及び国内ビ
ジネストラベルマネジメントサービスに当たるものを除く。

一次原案生産物リストを踏まえて設定。

1.02.02
宿泊付カスタマイズ外国旅行（クルーズ・
教育ツアーを除く）

旅行代理店、旅行卸売業者また個人への国外グループ
ツアーパッケージのカスタマイズ含む、ツアーパックの手
配を行う。

7910160318
国内ビジネストラベルマネジメントサービ
ス

国内でのビジネストラベルに必要な航空会社やホテルの
選定・予約・手配を一括して請け負うサービス。

業界ヒアリングを踏まえて設定。

7910960321 国内旅行その他手配サービス

旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取
次をすること等により旅行者が国内旅行に関する各種
サービス（国内乗車船券手配サービス、国内宿泊手配
サービスに当たるものを除く。）の提供を受けることがで
きるように手配するサービス。レンタカー、ガイド、食事、
観劇等のチケット等の手配を含む。また、旅券、査証など
の取得や出入国書類の作成などの渡航手続の代行、旅
行に関する情報提供や旅行計画の作成など旅行相談に
係るサービスを含み、標準旅行業約款にいう手配旅行契
約に基づかない仲介等のみを行うもの及び国内ビジネス
トラベルマネジメントサービスに当たるものを除く。

一次原案生産物リストを踏まえて設定。

7910960600 海外旅行サービス 海外旅行に関する旅行サービス

7910960603 海外企画旅行サービス（自社企画旅行）

旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び
日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊
のサービスの内容並びに旅行者が支払うべき旅行代金
の額を定めた海外旅行に関する計画を作成し、これによ
り海外旅行を実施するサービス。ただし、海外ビジネスト
ラベルマネジメントサービスに当たるものを除く。

一次原案生産物リストを踏まえて設定。

7910960606 海外企画旅行サービス（他社企画旅行）

他の旅行業者が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅
行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができ
る運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が支払
うべき旅行代金の額を定めた海外旅行に関する計画を
作成し、これにより当該他の旅行業者が実施する海外旅
行を代売するサービス。なお、旅行業者代理業者が所属
旅行業者に代理して販売するサービスを含む。

一次原案生産物リストを踏まえて設定。

7910960609 海外団体旅行サービス

旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行
者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス
の内容並びに旅行者が支払うべき旅行代金の額を定め
た海外旅行に関する計画を作成し、これにより海外旅行
を実施するサービス。ただし、海外ビジネストラベルマネ
ジメントサービスに当たるものを除く。

一次原案生産物リストを踏まえて設定。

7910960612 海外乗車船券手配サービス

旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取
次をすること等により旅行者が運送機関の提供する海外
での運送サービスの提供を受けることができるように手
配するサービス。ただし、標準旅行業約款にいう手配旅
行契約に基づかない仲介等のみを行うもの及び海外ビ
ジネストラベルマネジメントサービスに当たるものを除く。

一次原案生産物リストを踏まえて設定。

7910960615 海外宿泊手配サービス

旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取
次をすること等により旅行者が宿泊機関の提供する海外
での宿泊サービスの提供を受けることができるように手
配するサービス。ただし、標準旅行業約款にいう手配旅
行契約に基づかない仲介等のみを行うもの及び海外ビ
ジネストラベルマネジメントサービスに当たるものを除く。

一次原案生産物リストを踏まえて設定。

7910160618
海外ビジネストラベルマネジメントサービ
ス

海外へのビジネストラベルに必要な航空会社やホテルの
選定・予約・手配を一括して請け負うサービス。

業界ヒアリングを踏まえて設定。

細分類

大分類

中分類 79　その他の生活関連サービス業

小分類 791　旅行業

（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

（アンケート結果）

旅行代収入

旅行業収入

アミューズメントサービス テーマパーク事業

宿泊サービス ホテル事業収入

運輸サービス 運輸事業収入

保険仲介・代理サービス 保険契約代理手数料収入

旅行仲介・代理サービス 旅行代理店仲介手数料収入

その他サービス その他収入

（ヒアリング結果）

旅行サービス 旅行事業

宿泊サービス ホテル事業

アミューズメントサービス テーマパーク事業

九州産交グループ

運輸事業

その他サービス その他

（回答のあった事業所数：5以下）

旅行サービス

運輸サービス

＜平成23年産業連関表＞

細品目（10桁）名

旅行業

＜国民経済計算（平成23年基準版）＞

コモ法6桁分類名

旅行・その他の運輸付帯サー
ビス

＜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）

旅行事業

（形態等の名称）

旅行業
第一種・第二種・第三種旅行
業

旅行代理業（旅行代理店）
旅行業を営む者を代理して契
約を締結する行為を行う事業

○収入を得た相手先別収入額（％）＜H24経済センサス＞

（旅行業(旅行業者代理業を除く)）

個人（一般消費者） 75.4%

（他の企業・団体）民間 21.2%

（他の企業・団体）公務 3.0%

海外取引 0.3%

同一企業内取引 0.1%

（旅行業者代理業）

個人（一般消費者） 63.6%

（他の企業・団体）民間 34.7%

（他の企業・団体）公務 0.8%

海外取引 0.2%

同一企業内取引 0.7%

＜サービス産業動向調査＞

事業内容 内容例示

旅行業

運送又は宿泊等のサービスの
提供について、提供者又は旅
行者のいずれか一方を代理し
て契約を締結する等の行為を
行う事業及び旅行業を営む者
を代理して契約を締結する行
為を行う事業
【適合事例】第一種旅行業、第
二種旅行業、第三種旅行業、
旅行業者代理業　など
【不適合事例】定期観光バス
業、観光協会、観光案内業、
通訳業，通訳案内業、運送代
理店

04
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7910960621 海外旅行その他手配サービス

旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取
次をすること等により旅行者が海外旅行に関する各種
サービス（海外乗車船券手配サービス、海外宿泊手配
サービスに当たるものを除く。）の提供を受けることがで
きるように手配するサービス。レンタカー、ガイド、食事、
観劇等のチケット等の手配を含む。また、旅券、査証など
の取得や出入国書類の作成などの渡航手続の代行、旅
行に関する情報提供や旅行計画の作成など旅行相談に
係るサービスを含み、標準旅行業約款にいう手配旅行契
約に基づかない仲介等のみを行うもの海外ビジネストラ
ベルマネジメントサービスに当たるものを除く。

一次原案生産物リストを踏まえて設定。

7910960900 訪日旅行サービス
訪日旅行に関する旅行サービス。訪日旅行者向けのバ
スツアー等も含む。

7910960903 訪日企画旅行サービス（自社企画旅行）

旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び
日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊
のサービスの内容並びに旅行者が支払うべき旅行代金
の額を定めた訪日旅行に関する計画を作成し、これによ
り訪日旅行を実施するサービス。ただし、訪日ビジネスト
ラベルマネジメントサービスに当たるものを除く。

一次原案生産物リストを踏まえて設定。

7910960906 訪日企画旅行サービス（他社企画旅行）

他の旅行業者が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅
行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができ
る運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が支払
うべき旅行代金の額を定めた訪日旅行に関する計画を
作成し、これにより当該他の旅行業者が実施する訪日旅
行を代売するサービス。なお、旅行業者代理業者が所属
旅行業者に代理して販売するサービスを含む。

7910960909 訪日団体旅行サービス

旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、旅行
者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス
の内容並びに旅行者が支払うべき旅行代金の額を定め
た訪日旅行に関する計画を作成し、これにより訪日旅行
を実施するサービス。ただし、訪日ビジネストラベルマネ
ジメントサービスに当たるものを除く。

一次原案生産物リストを踏まえて設定。

7910160912
訪日ビジネストラベルマネジメントサービ
ス

訪日のビジネストラベルに必要な航空会社やホテルの選
定・予約・手配を一括して請け負うサービス。

業界ヒアリングを踏まえて設定。

7910960915
訪日乗車船券・宿泊・その他手配サービ
ス

旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取
次をすること等により旅行者が訪日旅行に関する各種
サービスの提供を受けることができるように手配する
サービス。運送、宿泊、レンタカー、ガイド、食事、観劇等
のチケット等の手配を含む。また、旅券、査証などの取得
や出入国書類の作成などの渡航手続の代行、旅行に関
する情報提供や旅行計画の作成などの旅行相談に係る
サービスを含み、標準旅行業約款にいう手配旅行契約に
基づかない仲介等のみを行うもの及び訪日ビジネストラ
ベルマネジメントサービスに当たるものを除く。

一次原案生産物リストを踏まえて設定。

2 航空機の座席の予約サービス
飛行機の座席の調整や予約をする。旅行者のニーズに
見合う航空会社の料金を探す。

－
「国内乗車船券手配サービス」、「海外乗
車船券手配サービス」又は「訪日旅行
サービス」に含まれる。

2.01 航空機の座席の予約サービス（国際線）
航空会社の販売や飛行機の座席の調整や予約をする。
旅行者のニーズに見合う国際線の航空会社の料金を探
すこと、旅行者の希望、選択肢のアドバイスが含まれる。

2.02 航空機の座席の予約サービス（国内線）

航空会社の販売や飛行機の座席の調整や予約をする。
旅行者のニーズに見合う国内線の航空会社の料金を探
すこと、旅行者の希望、選択肢のアドバイスが含まれる。

3 乗物のレンタルの予約サービス 列車の席の調整やレンタカー予約をする。

4 クルーズの予約サービス
旅行者のニーズに見合う最適な料金を探すこと、旅行者
の希望を聞くこと、選択肢のアドバイスと列車プロバイ
ダーのためのチケットの販売も含まれる。

4.01 クルーズの予約サービス（1日以内）

1日以内のクルーズの調整や予約をする。旅行者のニー
ズに見あう最適な料金を見つける事、旅行者の希望を聞
くこと、選択肢のアドバイスをし、クルーズプロバイダーの
ためのチケット発行も含まれる。

4.02 クルーズの予約サービス（複数日）

1日以上のクルーズの調整や予約をする。旅行者のニー
ズに見あう最適な料金を見つける事、旅行者の希望を聞
くこと、選択肢のアドバイスをし、クルーズプロバイダーの
ためのチケット発行も含まれる。

5
他に分類されない旅客輸送の予約サー
ビス

定期便によるものを除く、顧客によって計画された旅程で
ある場所から別の場所への旅客輸送を提供。サービスに
は荷物・機材・備品の運搬のための完全な航空機と乗務
員のレンタルを含む。

5.01
バス座席及び空港シャトルサービスの予
約サービス

バスと空港シャトル輸送の調整や予約をする。
旅行者のニーズに見合う最適な料金を探すこと、旅行者
の希望、選択肢のアドバイスをし、空港シャトルプロバイ
ダーのためにチケットの販売も含まれる。

5.02 鉄道の座席の予約サービス

列車の関の調整や予約をする。
旅行者のニーズに見合う最適な料金を探すこと、旅行者
の希望、選択肢のアドバイスと列車プロバイダーのため
のチケットの販売も含まれる。

5.03 フェリー輸送の予約サービス

フェリーの場所の調整や予約をする。旅行者のニーズに
見あう最適な料金を見つける事、旅行者の希望を聞くこ
と、選択肢のアドバイスをし、フェリーサービスプロバイ
ダーのためのチケット発行も含まれる。

6 宿泊予約サービス

宿泊旅行の調整や予約をする。
旅行者のニーズに見あう最適な料金を見つける事、旅行
者の希望を聞くこと、選択肢のアドバイスをし、旅行宿泊
サービスプロバイダーのためのチケット発行も含まれる。

－
「国内宿泊手配サービス」、「海外宿泊手
配サービス」又は「訪日旅行サービス」に
含まれる。

6.01 宿泊予約サービス（外国旅行）
海外旅行宿泊の調整や予約をする。海外旅行宿泊サー
ビスプロバイダーのためのチケット発行も含まれる。

6.02 宿泊予約サービス（国内旅行）
国内旅行宿泊の調整や予約をする。国内旅行宿泊サー
ビスプロバイダーのためのチケット発行も含まれる。

7 パック旅行の予約サービス

パッケージツアーの予約を行う。 旅行業者に代わって行
う、旅行者の必要なものの入手、選択肢に関してのアド
バイス、旅行者の必要に沿った最良の選択のための調
査、また、チケット/領収書の発行と確認を含む場合もあ
る。

－
「国内旅行サービス」、「海外旅行サービ
ス」又は「訪日旅行サービス」に含まれ
る。

7.01 パック旅行の予約サービス（外国旅行）

海外旅行におけるパックツアーの予約を行う。 旅行業者
に代わって行う、旅行者の必要なものの入手、選択肢に
関してのアドバイス、旅行者の必要に沿った最良の選択
のための調査、また、チケット/領収書の発行と確認を含
む場合もある。
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7.02 パック旅行の予約サービス（国内旅行）

国内旅行におけるパックツアーの予約を行う。 旅行業者
に代わって行う、旅行者の必要なものの入手、選択肢に
関してのアドバイス、旅行者の必要に沿った最良の選択
のための調査、また、チケット/領収書の発行と確認を含
む場合もある。

8 イベントチケット販売・予約サービス

交通、宿泊やその他の旅行関連サービスプロバイダーや
ツアーオペレーターのために販売や紹介代理人として行
動し特別な興味を持った個人やグループのために、カス
タマイズされたツアーパック国内旅行を組織化したり調整
し、旅行者をエスコートし、またはエスコート無で助ける。
（例えば冒険、スポーツ、休日、会議や教育ツアー）

－
「国内旅行その他手配サービス」、「海外
旅行その他手配サービス」又は「訪日旅
行その他手配サービス」に含まれる。

7910161200 旅行運送・宿泊等手配サービス

7910161203
内国旅行業者向け旅行運送・宿泊等手
配サービス

国内旅行業者から委託を受けて運送機関（バス・航空機
等）、宿泊施設やガイドなどを手配する。

他の参考資料を踏まえて設定

7910161206
外国旅行業者向け旅行運送・宿泊等手
配サービス

外国旅行業者から委託を受けて運送機関（バス・航空機
等）、宿泊施設やガイドなどを手配する。

他の参考資料を踏まえて設定

9 旅行計画サービス
旅行情報のアドバイスや、旅行プランを収集し、旅行者
へ提供する。

－
「国内旅行サービス」、「海外旅行サービ
ス」又は「訪日旅行サービス」に含まれ
る。

10 旅行保険向け保険斡旋・仲介サービス 旅行者保険証書の調整と販売の代理人として対応する。 P 旅行保険代理仲介サービス
本分類については、J　金融業、保険業
の議論を踏まえて検討。

P 旅行保険代理仲介サービス
旅行者に対し、旅行のキャンセル、事故などによる損害
を補償する保険の代理仲介サービス。
○旅行保険

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

11
他に分類されないその他のレジャー・旅
行サービス

旅行及び探検、ペット所有権および世話等、個人にその
他の余暇・レクリエーション活動において準備をする教育
プログラムおよびコースを提供。

－
「国内旅行サービス」、「海外旅行サービ
ス」又は「訪日旅行サービス」に含まれ
る。

11.01 コンドミニアムタイムシェア交換サービス

時間共有単位の提供。

含まれるもの
・情報資料の提供。(例えば、交換かレンタルでの時間共
有単位の利用可能な在庫を説明するカタログや雑誌）
・レンタル可能な特別な場所、時間、追加時間の予約に
関して所有者間での共有を促進する検索と予約サービス
の提供。

－
「国内旅行サービス」、「海外旅行サービ
ス」又は「訪日旅行サービス」に含まれ
る。

11.02 訪問者情報及び観光旅行情報サービス

パンフレットや個人的に得た目的地域の情報を観光客に
提供(観光ツアー情報を含む）する。

含まれるもの
・グループや協会の観光客のために、レストランを見つけ
るのを手伝う。目的地の推進と販売も同様に行う。

－
「国内旅行その他手配サービス」、「海外
旅行その他手配サービス」又は「訪日旅
行その他手配サービス」に含まれる。

11.03 自動車クラブサービス
自動車クラブのメンバーへのサービスの提供。この製品
の収入としてはメンバーシップの会費とサービスに対する
収入が含まれる。

－
副業として想定されないため、分類項目
として設定しない。

11.04 旅行文書サービス
パスポートの写真、ビザやその他の旅行関連の書類の
入手の料金に関しての顧客への個人的なサポートの提
供。

－
「国内旅行その他手配サービス」、「海外
旅行その他手配サービス」又は「訪日旅
行その他手配サービス」に含まれる。

11.05 携帯電話及び緊急旅行サービス

旅行者の顧客への医療、法的、歯、カウンセラーサービ
スや飛行機救急サービスのような緊急サービスの提供。
これは通常1-800（フリーダイヤル）で24時間通話可能で
ある。

－
「国内旅行サービス」、「海外旅行サービ
ス」又は「訪日旅行サービス」に含まれ
る。

11.06 トラベラーズチェックサービス

旅行小切手サービスを提供すること。これは、紛失又は
盗難の場合に発行機関が交換する保証をもって、事前支
払いで、様々な通貨で、定額の単位で売却される譲渡可
能証券である。

－
副業として想定されないため、分類項目
として設定しない。

12 イベント管理サービス -
「国内旅行サービス」、「海外旅行サービ
ス」又は「訪日旅行サービス」に含まれ
る。

12.01 広報イベント管理サービス
特別イベントやイベントのスポンサーシップを利用した広
報戦略の策定と実施。

12.01.01
コンベンション及びトレードショー組織
サービス

料金やコミションで大会、貿易ショー、会議、避難所、同
様の特別でないイベントのプランニング、開催、販売、管
理サービスの提供。

12.01.02
スポーツ及び舞台芸術イベントの組織及
び管理サービス

開催地の所有者、出演者を含む他の人のためのライブ
のスポーツ、芸術発表、その他の文化イベントのプランニ
ング、組織化、販売と管理。

12.01.03
その他の全ての広報イベント管理サービ
ス

その他特別イベントやイベントのスポンサーシップを利用
した広報戦略の策定と実施管理。

13 アプリケーション・サービス提供

システムと顧客のインフラの統合と共に、集中型、ホス
ト、および運営されるコンピューター環境からリースされ
たソフトウェアアプリケーションを提供。コンサルティング、
カスタマイゼーションとシステム統合サービスは、よくアプ
リケーションのホスティングおよび管理とセットになってい
る。

－
副業として想定されないため、分類項目
として設定しない。

13.01
コンピュータ化された予約システムアプリ
ケーション提供

コンピュータ―化されたデータベースと予約システムへの
アクセスを提供する。これらのサービスは、旅行のプロや
その関連の人々が、旅程を調査、比較、計画したり、それ
に伴う旅行、宿泊やその他の予約をするために使われ
る。顧客が使用するデータベースのレベルによる利用料
金に基づいたサービスがある。

13.02
アプリケーション・サービス提供（統合
サービスあり）

システムと顧客のインフラの統合と共に、集中型、ホス
ト、および運営されるコンピューター環境からリースされ
たソフトウェアアプリケーションを提供。コンサルティング、
カスタマイゼーションとシステム統合サービスは、よくアプ
リケーションのホスティングおよび管理とセットになってい
る。

13.03
アプリケーション・サービス提供（統合
サービスなし）

集中型、ホスト、および運営されるコンピューター環境か
らリースされたソフトウェアを提供する。この場合、リース
されたアプリケーションは、顧客の他のアプリケーションを
カスタマイズ、および統合していない。アプリケーションは
通常、ウェブ上でアクセスされる。例として、オフィスス
イートのソフトウェアアプリケーションが挙げられる。

P 旅館・ホテル宿泊サービス
本分類については、Ｍ　宿泊業、飲食
サービス業の議論を踏まえて検討。

P 旅館・ホテル宿泊サービス
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）

調査研究結果を踏まえて、分類項目に設
定する。

P 旅館・ホテル宿泊サービス
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）

調査研究結果を踏まえて、分類項目に設
定する。

P
マーケットプレイス提供サービス（広告以
外の収入）

本分類については、Ｇ　情報通信業の議
論を踏まえて検討。
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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 グループ名 具体的回答例

　

P
マーケットプレイス提供サービス（広告以
外の収入）

広告以外の収入（事業者からの手数料、一般消費者から
の利用料など）により、インターネットによる販売システ
ム、事業者間、事業者・個人間及び個人間の取引を仲介
するシステムを提供するサービスをいう。
○インターネットショッピングサイト、インターネットオーク
ションサイト、ホテル・民泊予約サイトなどが提供する
サービスのうち広告以外の収入によるもの

旅行業者の副業として想定されるため設
定。

P 遊園地・テーマパーク利用サービス
本分類については、Ｎ　80　娯楽業の議
論を踏まえて検討。

P 遊園地・テーマパーク利用サービス
各種遊戯施設により娯楽を提供する遊園地やテーマ
パークを利用させるサービス。

調査研究結果を踏まえて、分類項目に設
定する。
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日本標準産業分類（2013年改定）

Ｎ　生活関連サービス業，娯楽業

79　その他の生活関連サービス業

792　家事サービス業

7921　家事サービス業（住込みのもの）、7922　家事サービス業（住込みでないもの）

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 グループ名 具体的回答例

1 住宅室内クリーニングサービス
定期的や期間ごとの一般的な住居クリーニングサービス
の提供。

- 後出「家事代行サービス」に含まれる。 ※調査研究対象外

2
カーペット・敷物・室内装飾品の出張ク
リーニングサービス（住居用）

お湯での抜き取り/スチームのクリーニングとドライクリー
ニングのような住宅のカーペット、ラグ、家具、室内装飾
のクリーニングの提供。

含まれるもの
•現場でのドレープ、カーテン、ブラインドと壁を覆うものの
クリーニング。

3 煙突クリーニングサービス
すす、クレオソート、その他の瓦礫の除去等の通常の掃
除に伴う煙突、煙突の構成部分の日常的な点検。

P
一般消費者向け害獣・害虫の点検・予
防・駆除サービス

「R9229　その他の建物サービス業」の議
論を踏まえて検討

P
一般消費者向け害獣・害虫の点検・予
防・駆除サービス

一般消費者向け害獣・害虫の点検・予防・駆除サービス 一次原案生産物リストを踏まえて設定。

4 害虫駆除サービス（住居用）
住居用住宅の内外の虫、、シロアリ、害虫の駆除と管理
(家、アパート、パテイオや関連の土地）。害虫の検査と評
価システムが含まれる。

-
「一般消費者向け害獣・害虫の点検・予
防・駆除サービス」に含まれる。

4.01 住居 - ネズミ駆除及び管理サービス
住居用住宅の内外の齧歯動物の駆除と管理(家、アパー
ト、パテイオや関連の土地）。害虫の検査と評価システム
が含まれる。

4.02 住居 - 昆虫駆除及び管理サービス
住居用住宅の内外の昆虫の駆除と管理(家、アパート、
パテイオや関連の土地）。害虫の検査と評価システムが
含まれる。

4.03 住居 - その他の駆除及び管理サービス

他の害虫を排除して防除する。 （住宅、アパート、庭園、
パティオ、および関連する土地）の中または周囲に、鳥や
爬虫類などの鳥類や爬虫類などの鳥類がいます。 他の
害虫検査および評価サービスを含めることができる。

5
住宅用造園施工、造園施工サービス、造
園サービス

－ 後出の「家事代行サービス」に含まれる。

5.01
住居の灌漑及びスプリンクラーシステム
の建設

灌漑とスプリンクラ―システムの設置に関するサービス
の提供。堀を掘る、噴水等水を使用した建物の設置とス
プリンクラ―のパイプの設置も含まれる。

－
各業者等の副業として想定されないた
め、分類項目として設定しない。

5.02 その他の住居の景観建設（デッキを除く）

5.03 住宅用造園サービス

木、灌木、植物、芝生や庭のケア（設置と除去を含む）と
住居の周りの虫、雑草の管理。

含まれるもの
・芝生や庭に除草剤や殺虫剤の適用。
・切り株の除去サービス。
・このサービスの一部として提供される壁、デッキ、フェン
ス、スプリンクラーシステムやその他の付随的な建物の
付帯的な建設や設置。

－ 後出の「家事代行サービス」に含まれる。

6
住宅用建築計画における造園設計サー
ビス

住宅の景観建築サービスの提供

含まれるもの
・全てのプロジェクトか段階でのプロジェクトのサービス
・一つの契約のサービスと別々に、または一緒に申し出
たとしても、特定のプロジェクトに対するデザイン、建造物
の書類、コンサルティングと建造物連絡管理サービスの
提供
・設計・建設プロジェクトへの建築サービスの下請け

－
副業として想定されないため、分類項目
に設定しない。

7 家庭用芝生・園芸用品の小売サービス

8
家庭用家具・家庭用品・装飾品の引取り
クリーニング、修理サービス（カーテン・ド
レープのクリーニングサービスを除く）

家具の部品の交換を含むメンテナンスと修理サービス。

含まれるもの
・メンテナンスと修理サービスとセットの部品。
・家具の再装飾サービス
・家具を飾る。
・家具の保管サービス。

8.01
カーペット、敷物、室内装飾品のオフサイ
ト清掃及び修理サービス

8.02
家庭用家具、家庭用品、装飾品の保守、
修理サービス（布張り修繕を含む）

家具の交換部品の取り付けを含む、保守 修理サービス
の提供。

含まれるもの
• 保守 修理サービスと抱き合わせになっている部品。
• 家具の布張り修理サービス。
• 家具の塗り替えサービス。
• 家具の復元サービス。

9 商業用造園サービス

木、灌木、植物、芝生や庭のケア（設置と除去を含む）と
ホテル内、ショッピングモール、その他の商業施設内の
虫、雑草の管理。

9.01 屋内商業用造園サービス
木、灌木、植物、芝生や庭のケア（設置と除去を含む）と
ホテル内、ショッピングモール、その他の商業施設内の
虫、雑草の管理。

9.02 屋外商業用造園サービス
駐車場、ハイウエイ、中央分離帯、公園、運動場、踏切と
その他の外部商業スペースの風景サービスの提供。

9.03 局所的な芝生の施肥及び繁殖サービス

芝生の肥料、種子の追まきとその他のサービスの提供。

含まれるもの
・このサービスとセット雑草管理薬の散布。

9.04 草刈り及びグルーミングサービス 芝生刈り、芝生縁芝生飛ばしサービスの提供。

9.05 雑草管理サービス
敷き藁や薬品の散布での芝生と庭の雑草の管理サービ
スの提供。

9.06 観葉植物、灌木、樹木サービス
木、植物、灌木の稙栽、肥料、季節ごとの植え替え、その
他の提供。

9.07 その他の屋外商業用造園サービス
駐車場、ハイウエイ、中央分離帯、公園、運動場、踏切と
その他の外部商業スペースの風景サービスの提供。

細分類

大分類

中分類

小分類

（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

＜平成23年産業連関表＞

細品目（10桁）名

他に分類されない生活関連
サービス業

＜国民経済計算（平成23年基準版）＞

コモ法6桁分類名

その他の対個人サービス

＜平成28年経済センサス-活動調査＞

調査品目名 内容例示

※調査対象外

＜サービス産業動向調査＞

事業内容 内容例示

※調査対象外
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10 非住居用建物の造園設計サービス

木、灌木、植物、芝生や庭のケア（設置と除去を含む）と
非住居の周りの虫、雑草の管理。

含まれるもの
・芝生や庭に除草剤や殺虫剤の適用。
・切り株の除去サービス。
・このサービスの一部として提供される壁、デッキ、フェン
ス、スプリンクラーシステムやその他の付随的な建物の
付帯的な建設や設置。

除外するもの
・害虫駆除サービスは、製品1.2「害虫の駆除・防除サー
ビス、非住居」を参照。
・壁、フェンス、デッキ、スプリンクラ―システムやその他
の別売りの建物は製品9.7の「風景工事サービス」を参
照。
・風景建築サービスは製品9.6の「造園建築サービス」を
参照。

11
レクリエーション用オープンスペースの造
園設計サービス

非住宅建物プロジェクトの景観建築サービスの提供

含まれるもの
・老人ホームや類似したヘルスケア施設プロジェクト：ホ
テルやモーテルプロジェクト：リゾートに限定したホテルの
サービス
・全てのプロジェクトか段階でのプロジェクトのサービス
・一つの契約のサービスと別々に、または一緒に申し出
たとしても、特定のプロジェクトに対するデザイン、建造物
の書類、コンサルティングと建造物連絡管理サービスの
提供
・設計・建設プロジェクトへの建築サービスの下請け

12 害虫駆除サービス（非住居用）

非住居用ビルと建造物の内外の齧歯動物、虫、、シロア
リ、害虫の駆除と管理(商業、工業、公共建造物、庭、パ
テイオや関連の土地と公園、道路）。害虫の検査と評価
システムが含まれる。

12.01 非住居 - ネズミ駆除及び管理サービス
非住居用ビルと建造物の内外の齧歯動物の駆除と管理
(商業、工業、公共建造物、庭、パテイオや関連の土地と
公園、道路）。害虫の検査と評価システムが含まれる。

12.02 非住居 - 昆虫駆除及び管理サービス
非住居用ビルと建造物の内外の昆虫の駆除と管理(商
業、工業、公共建造物、庭、パテイオや関連の土地と公
園、道路）。害虫の検査と評価システムが含まれる。

12.03
非住居 - その他の非住居用駆除及び管
理サービス

13
汎用・総合的な商業用クリーニングサー
ビス

企業への一般的な、または総合的なクリーニングサービ
ス。

含まれるもの
・管理人と保護者サービス。
・ホテルとホスピタリティ産業のハウスキーピングサービ
ス。
・コンサートやスポーツイベント後のアリーナのような商業
施設のクリーニング。

13.01 清掃及び管理サービス
定期的又は断続的に、全般的で包括的な建物清掃サー
ビスを提供すること。

13.02
ホテル及びホスピタリティ業界のハウス
キーピングサービス

企業への一般的な、または総合的なクリーニングサービ
ス。

含まれるもの
・管理人と保護者サービス。
・ホテルとホスピタリティ産業のハウスキーピングサービ
ス。
・コンサートやスポーツイベント後のアリーナのような商業
施設のクリーニング。

13.03
パブリック及びプライベートオフィスの一
般清掃サービス

13.04
病院及び医師のオフィスの一般清掃サー
ビス

13.05 その他の商業又は工業用清掃

14
カーペット・敷物・室内装飾品の出張ク
リーニングサービス（企業用）

商業施設での現場で、お湯での抜き取り/スチームクリー
ニングとドライクリーニングによるカーペット、ラグ、家具と
室内装飾のクリーニングの提供。

15 景観設計サービス（特定部分）

特定部分の景観建築サービスの提供

含まれるもの
・全てのプロジェクトか段階でのプロジェクトのサービス
・一つの契約のサービスと別々に、または一緒に申し出
たとしても、特定のプロジェクトに対するデザイン、建造物
の書類、コンサルティングと建造物連絡管理サービスの
提供
・設計・建設プロジェクトへの建築サービスの下請け

16 窓外側の清掃サービス
現場での外の窓ガラスとガラスのドアのクリーニング。日
よけ、シャッター、窓枠、窓敷居、窓枠も含まれる。

17 建物外側の清掃サービス
壁、他の外部建物の表面をスチーム、水、薬品、圧縮空
気を使用してクリーニング。偶発的な窓の汚れや落書き
のクリーニング。

18 損傷修復・清掃サービス
火事、煙、水、破壊行為やその他の自然による、または
人間によるダメージを受けた災害住居用や商業施設の
現場でのクリーニングの提供。

19 硬質表面処理された床のケアサービス 堅い表面の床への専門のクリーニングの提供。

20 ダクト清掃サービス
クリーニング、消毒、消臭前の暖房、換気や冷房装置に
つながる風管、通気孔孔の日常的な検査の提供。

21 駐車場・私道の除雪サービス
駐車場と私設車道のシャベル、掃く、吹き上げ、鋤、掃除
機を使っての雪かき。
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22
他に分類されないその他の専門清掃
サービス

分類できないその他の専門的なクリーニングサービスの
提供。

含まれるもの
・床を除く石、大理石、タイルのクリーニング。
・炉、暖炉、まきストーブのクリーニングサービス。
・熱湯ヒーター、セントラルへーたー、HVACユニットのク
リーニング。
・木の垣根とデッキのクリーニング。
・落書きの除去。
・建築途中や建築直後の建物内部のクリーニング。
・分類できないその他の専門的な住居と企業のクリーニ
ングサービス。

22.01 排水口及び雨樋清掃サービス とい、排水システムでのごみ、埃、瓦礫の除去。

22.02 駐車場の掃除サービス
人、または、トラック搭載のほうき、掃除機、その他の専
門の装置を使っての駐車場と私設車道でのどろ、ほこ
り、ごみの除去。

22.03 スイミングプールの清掃、保守サービス

プールや子供用プールの日常的なクリーニングの提供。
スパ、熱い浴槽、ジャグジーとサウナや、またポンプ、
ヒーター、そしてその他の関連する全部の装置や附属品
の日常的なクリーニングの提供。プールの開閉、水入
れ、検査とテスト、水の薬品の調整、フィルターの取り換
えも含まれる。

P ハウスクリーニングサービス
「R9229　その他の建物サービス業」の議
論を踏まえて検討

22.04
他に分類されないその他の全ての専門
清掃サービス

分類できないその他の専門的なクリーニングサービスの
提供。

含まれるもの
・床を除く石、大理石、タイルのクリーニング。
・炉、暖炉、まきストーブのクリーニングサービス。
・熱湯ヒーター、セントラルへーたー、HVACユニットのク
リーニング。
・木の垣根とデッキのクリーニング。
・落書きの除去。
・建築途中や建築直後の建物内部のクリーニング。
・分類できないその他の専門的な住居と企業のクリーニ
ングサービス。

P ハウスクリーニングサービス ハウスクリーニングサービス
事業所HPに事業として挙げられていたた
め副業として設定。

23 建築外装サービス
火器やその他の攻撃用武器の衝撃に耐えるための防御
を適用しての住居用住宅と空きビルのような施設の保
護。

－
各業者等の副業として想定されないた
め、分類項目として設定しない。

24 建築・解体に伴う、非有害廃棄物の収集
工事現場と解体現場、建て物の修復、橋、道路、港や土
地のクリーニングのごみや瓦礫は有害でないごみの収集

25 有害廃棄物の収集サービス

住居用や非住居用の場所からの有害な廃棄物の収集。
廃棄物にはリサイクルできる素材も含まれている可能性
もあるので、中間の場所か最終の処理場所までもってい
く。

27 家事サービス 家事要員の雇い主としての個人世帯の活動 7920260300 家事代行サービス

7920260303 家事代行サービス
個人の家庭で家事労働を提供するサービス
○掃除、洗濯、料理、買い物、高齢者の見守りなど

一次原案生産物リストを踏まえて設定。

P 保育サービス 「Ｐ　医療,福祉」の議論を踏まえて検討。

P 保育サービス キッズシッター、ベビーシッター 一次原案生産物リストを踏まえて設定。
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日本標準産業分類（2013年改定）

Ｎ　生活関連サービス業，娯楽業

7931　衣服裁縫修理業

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 グループ名 具体的回答例

1
衣服・履物・時計・宝飾品の整備、修理、
手直しサービス

衣類、履物、宝石と腕時計の交換部品の取り付けを含
む、保守と修理サービスの提供。

含まれるもの
• 保守と修理サービスと抱き合わせになっている部品。
• 衣類の仕立てまた寸某直し。
• レザークロスの保守 修理サービス。

P 洋服修理・リフォームサービス
「R90　機械等修理業」の議論を踏まえて
検討

1.01
衣料品及び繊維製品のレストア、修繕
サービス

タバコ、食品、カビなどにより損なわれた衣類と家庭の織
物の、部品の交換を含む、修復および修理サービスの提
供。

含まれるもの
• 保守 修理サービスと抱き合わせになっている部品。
• 染みの除去、臭気処理、蒸気プレス処理、またアイロン
がけ。

P 洋服修理・リフォームサービス

洋服の修理、リフォームサービス
○ボタン、ファスナーの修理
○襟幅を詰めるリフォーム
○ワンピースからスカートへリフォーム

一次生産物リスト及び調査研究結果を踏
まえて設定。

1.02 衣料品の手直しサービス

衣類の交換部品の取り付けを含む、修理と寸法直しの
サービスの提供。

含まれるもの
• 部品とセットになっている修理と寸法直しのサービス。
• ボタンの取り換え; 裾、裂け目、縫い目の修理; 仕立て、
とその全ての寸法直しのサービス。

－
「洋服修理・リフォームサービス」に含ま
れる。

1.03 履物の整備、修理サービス

履物および革製品の交換部品の取り付けを含む、保守
修理サービスの提供。

含まれるもの
• 保守 修理サービスと抱き合わせになっている部品。
•靴のヒールとソールの張替え、ファスナー、内張り、ま
た、擦り傷の修理、また、染め直し、磨き、クリーニング、
また、臭い取り。
• ハンドバッグとベルトの修理。

P 履物修理サービス
「R90　機械等修理業」の議論を踏まえて
検討

P 履物修理サービス
一次生産物リスト及び調査研究結果を踏
まえて設定。

1.04 時計・宝飾品の整備、修理サービス

衣類、履物、宝石と腕時計の交換部品の取り付けを含
む、保守と修理サービスの提供。

含まれるもの
• 保守と修理サービスと抱き合わせになっている部品。
• 衣類の仕立てまた寸某直し。
• レザークロスの保守 修理サービス。

P 時計修理サービス
「R90　機械等修理業」の議論を踏まえて
検討

P 時計修理サービス
一次生産物リスト及び調査研究結果を踏
まえて設定。

P 他に分類されない修理サービス
「R90　機械等修理業」の議論を踏まえて
検討

P 他に分類されない修理サービス ○鞄修理、包丁修理
一次生産物リスト及び調査研究結果を踏
まえて設定。

2
家庭用電気器具及び関連部品・附属品
の小売サービス

P 小売サービス
「Ｉ　卸売り業、小売業」の議論を踏まえて
検討

3 家庭用芝生・園芸用品の小売サービス P 小売サービス ○物品販売、露天収入
一次生産物リスト及び調査研究結果を踏
まえて設定。

4
骨董品・収集品・芸術品・その他の中古
品の小売サービス（輸送・機械品を除く）

－ 「小売サービス」に含まれる。

5
家庭用家具・家庭用品・装飾品の賃貸
サービス

家具及び備品のレンタル又はリース。

含まれるもの
・家具、照明器具、ラグ、絵画及び彫刻などのレンタル又
はリース。

－
各事業所の副業として想定されないた
め、分類項目として設定しない。

6 家庭用電気器具の賃貸

家庭用電気製品のレンタル又はリース。

含まれるもの
・洗濯機、乾燥機、冷蔵庫、レンジ及びその他の消費財
のレンタル又はリース。

7
一般自宅所有者用道具・日曜大工用機
器の賃貸

家庭用品のレンタル又はリース。

含まれるもの
・芝生、庭、家の修理・維持用の道具のレンタル又はリー
ス。

8
他に分類されない家庭用品・身の回り品
の賃貸サービス

他に分類されない、業務用の機械及び機器のレンタル又
はリース。

含まれるもの
・エアコンプレッサー又はガスコンプレッサー、大型移動
式ごみ箱、溶接装置、及び商業的漁業機器などのレンタ
ル又はリース。

9
家庭用家具・家庭用品・装飾品の引取り
クリーニング、修理サービス（カーテン・ド
レープのクリーニングサービスを除く）

家具の交換部品の取り付けを含む、保守 修理サービス
の提供。

含まれるもの
• 保守 修理サービスと抱き合わせになっている部品。
• 家具の布張り修理サービス。
• 家具の塗り替えサービス。
• 家具の復元サービス。

-
「他に分類されない修理サービス」に含ま
れる。

9.01
カーペット、敷物、室内装飾品のオフサイ
ト清掃及び修理サービス

カーテン、ドレープ、その他のベッドスプレッド、かけ布
団、小さなラグ、埃払い、枕、シーツ、テーブルクロス、
マット等の家庭の織物の専門のクリーニングサービスの
提供。

細分類

大分類

中分類

小分類 793　衣服裁縫修理業

79　その他の生活関連サービス業

（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

＜平成23年産業連関表＞

細品目（10桁）名

衣服裁縫修理業

＜国民経済計算（平成23年基準版）＞

コモ法6桁分類名

その他の対個人サービス

＜平成28年経済センサス-活動調査＞

調査品目名 内容例示

衣服裁縫修理
顧客（一般消費者）の材料で
衣服の裁縫、修理、裏返しな
どを行う事業

○収入を得た相手先別収入額（％）＜H24経済センサス＞

個人（一般消費者） 76.6%

（他の企業・団体）民間 23.1%

（他の企業・団体）公務 0.0%

海外取引 -

同一企業内取引 0.2%

＜サービス産業動向調査＞

事業内容 内容例示

その他の生活関連サービス業

【適合事例】衣服裁縫・修理
業、手荷物預り業、コインロッ
カー業、駐輪場、火葬業、墓地
管理業、食品賃加工業、結婚
相談所（営利的なもの）、結婚
式場紹介業、写真プリント、現
像・焼付業、DPE取次業、易断
所、観相業、観光案内業（ガイ
ド）、靴磨き業、ペット美容室、
ペットホテル、古綿打直し業、
綿打直し仲介業、チケット類売
買業（金券ショップ）、宝くじ売
さばき業、運転代行業、精米
所（業者からの委託によるも
のを除く）　など
【不適合事例】洋服・洋裁店、
倉庫に物品を預かる場合、駐
車場業、ガレージ業、精米業、
小麦粉製造業、映画フィルム
現像業、表具業、表装業、古
物商、旅行業、観光協会、結
婚相談所（社会福祉施設のも
の）、プレイガイド

（アンケート結果）

洋服リフォーム収入

洋服、靴、鞄等の修理収入

加工代金収入

（回答のあった事業所数：5以下）

修理・リフォームサービス
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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 グループ名 具体的回答例

　

9.02
家庭用家具、家庭用品、装飾品の保守、
修理サービス（自動車以外の装飾品を含
む）

家具の交換部品の取り付けを含む、保守 修理サービス
の提供。

含まれるもの
• 保守 修理サービスと抱き合わせになっている部品。
• 家具の布張り修理サービス。
• 家具の塗り替えサービス。
• 家具の復元サービス。

10
家庭用操作器具・機器の保守、修理サー
ビス

個人の持ち物及び家財道具の、保守・修理サービスを提
供すること。 － 各事業所の副業として想定されないた

め、分類項目として設定しない。

10.01
家庭用芝刈り機、園芸用機器、及び除雪
機の保守、修理サービス

家庭用の芝刈り機、造園用品、除雪用品の交換部品の
取り付けを含む、保守 修理サービスの提供。

含まれるもの
• 保守 修理サービスと抱き合わせになっている部品。
•家庭用芝刈り機、家庭用造園用具(例えば、チェーン
ソー、縁刈り機、ブロアー、高圧洗浄機など) また、家庭
用雪取装置、などの保守 修理サービス。

10.02
主要な家庭用電気器具の保守、修理
サービス

主な家庭用電気製品の交換部品の取り付けを含む、保
守 修理サービスの提供。

含まれるもの
• 保守 修理サービスと抱き合わせになっている部品。
• 家庭用冷蔵庫または冷凍庫; 家庭用オーブン、調理プ
レート、電子レンジ、またベントフード; 家庭用食洗器; 家
庭用洗濯機また乾燥機などの保守 修理サービス。

10.03
その他の電気器具・家庭用機器の保守、
修理サービス

その他の家庭用器具の交換部品の取り付けを含む、保
守 修理サービスの提供。

含まれるもの
• 保守 修理サービスと抱き合わせになっている部品。
•(例えば、携帯用発電機、スペースヒーター、ルームエア
コン、除湿器、ミシン、ゴミ圧縮機、電気掃除機、製氷機
または製氷器、浄水装置、またグリルまたはバーベ
キューなどの) 大型家庭用電気製品や装置の保守 修理
サービス。
• 例えば、コーヒーメーカー、ミキサー、缶切りと言った、
小型家庭用電気製品の保守 修理サービス。
•例えば、電気カミソリ、ヘアドライヤー、またカール用アイ
ロンなどの家庭用パーソナルケア装置の保守 修理サー
ビス。
• 家庭用電動手工具の保守 修理サービス。

11
他に分類されない家庭用品・身の回り品
の保守、修理サービス

家具の部品の交換を含むメンテナンスと修理サービス。

含まれるもの
・メンテナンスと修理サービスとセットの部品。
・家具の再装飾サービス
・家具を飾る。
・家具の保管サービス。

12
二輪自転車・その他の自転車（子ども向
け歩道用自転車を除く全てのタイプ）・部
品・附属品の小売サービス

13
オートバイ、モータースクーター、モー
ターバイクの小売サービス（部品・附属品
を含む）

14
ボート・その他のスポーツ用乗物の小売
サービス

15 楽器・楽譜・関連品の小売サービス

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）

17

レクリエーション・スポーツ・フィットネス用
品の保守、修理サービス（ボート・オート
バイ・その他のスポーツ用乗物・楽器を
含む）

スポーツまたレクリエーション設備の交換部品の取り付
けを含む、保守 修理サービスの提供。

含まれるもの
• 保守 修理サービスと抱き合わせになっている部品。
• テニスラケット、ゴルフクラブ、家庭用運動器具; ス
キューバー用品、水上スキー、ゴムボート、またサーフ
ボード; 釣りまたはキャンプ用品; 自動二輪車、自転車、
カヌー、ボート、スノーモービル、オールテレーン車両; な
どの保守 修理サービス。

17.01
釣り及びキャンプ用品の保守、修理サー
ビス

釣りまたはキャンプ用品の交換部品の取り付けを含む、
保守 修理サービスの提供。

含まれるもの
• 保守 修理サービスと抱き合わせになっている部品。
• 釣り竿と関連する備品および、キャンプ用テント、寝袋、
またそれに類する備品の保守 修理サービス。

17.02
ウォータースポーツ用品の保守、修理
サービス（エンジン付ボート及び手漕ぎ
ボートを除く）

ウォータースポーツ用品の交換部品の取り付けを含む、
保守 修理サービスの提供。

含まれるもの
• 保守と修理サービスと抱き合わせになっている部品。
• スキューバー用品、水上スキー、ゴムボート、またサー
フボードなどの保守・修理サービス。

17.03 個人用銃火器の保守、修理サービス

個人用小火器の交換部品の取り付けを含む、保守 修理
サービスの提供。

含まれるもの
• 保守と修理サービスと抱き合わせになっている部品。
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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 グループ名 具体的回答例

　

17.04 オートバイの保守、修理サービス

自動二輪車の交換部品の取り付けを含む、保守と修理
サービスの提供。

含まれるもの
• 保守 修理サービスと抱き合わせになっている部品。

17.05 自転車の保守、修理サービス

自転車の交換部品の取り付けを含む、保守 修理サービ
スの提供。

含まれるもの
• 保守と修理サービスと抱き合わせになっている部品。

17.06
手漕ぎボート及びトレーラーの保守、修
理サービス

動力のないボート及びトレーラーの交換部品の取り付け
を含む、保守および修理サービスの提供。

含まれるもの
• 保守と修理サービスと抱き合わせになっている部品。
•カヌー、カヤック、漕艇、外輪船、ヨット、および、ボートト
レーラーやその他の非電動式トレーラー の保守および
修理サービス。

17.07
エンジン付ボート及び動力付スポーツ乗
物の保守、修理サービス

動力式ウォータークラフト・動力式スポーツ車の交換部品
の取り付けを含む、保守と修理サービスの提供。

含まれるもの
• 保守と修理サービスと抱き合わせになっている部品。
•オールテレーン車両、スノーモービル、船外機モーター
ボート、ジェットスキー、また動力付きのゴルフカート、な
どの保守と修理サービス。

17.08
その他のレクリエーション・スポーツ・
フィットネス用品の保守、修理サービス

その他のスポーツ、レクリエーション関連用品の交換部
品の取り付けを含む、保守と修理サービスの提供。

含まれるもの
• 保守 修理サービスと抱き合わせになっている部品。
• テニスラケット、ゴルフクラブ、また家庭用運動器具など
の、保守と修理サービス。

17.09 楽器の保守、修理サービス

他に分類されない、人の持ち物及び家財道具の交換部
品の取り付けを含む、保守 修理サービスの提供。

含まれるもの
• 保守 修理サービスと抱き合わせになっている部品。
• 非電子玩具; ブラインド、カーペットと絨毯、調理器具、
食器類と台所用品、溶化磁器、陶器、またその他の陶磁
器製品などの保守 修理サービス。
• トロフィー、教会用品、ノベルティ、またその他の個人の
金属品の保守 修理サービス修理サービス。
• 楽器の保守 修理サービス。
• 旅行用カバンなどの履物、衣類以外の革製品または合
成皮革の保守 修理サービス。

18
他に分類されないその他の専門清掃
サービス

分類できないその他の専門的なクリーニングサービスの
提供。

含まれるもの
・床を除く石、大理石、タイルのクリーニング。
・炉、暖炉、まきストーブのクリーニングサービス。
・熱湯ヒーター、セントラルへーたー、HVACユニットのク
リーニング。
・木の垣根とデッキのクリーニング。
・落書きの除去。
・建築途中や建築直後の建物内部のクリーニング。
・分類できないその他の専門的な住居と企業のクリーニ
ングサービス。
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日本標準産業分類（2013年改定）

Ｎ　生活関連サービス業，娯楽業

7941　物品預り業

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 グループ名 具体的回答例

1
衣服・履物・時計・宝飾品の整備、修理、
手直しサービス

衣類、履物、宝石と腕時計の交換部品の取り付けを含
む、保守と修理サービスの提供。

含まれるもの
• 保守と修理サービスと抱き合わせになっている部品。
• 衣類の仕立てまた寸某直し。
• レザークロスの保守 修理サービス。

－
各事業所の副業として想定されないた
め、分類項目に設定しない。

2
健康評価・個人用フィットネストレーニン
グサービス

医師以外の施術者による、人の健康状態の評価。この
サービスは、例えば、体脂肪、心肺の状況、伸縮性や体
位などの標数の測定をしてテストすることが出来る。ま
た、多くの場合は、食生活、睡眠の型などの個人の習慣
検査を含む場合もある。

3 出会い系サービス
デートまた同類の社交活動のための紹介サービスの提
供。

4 ソーシャルイベントの企画・調整サービス
有料のパーティー、結婚式またその他の懇親会などの社
交行事の計画。

5
他に分類されないセルフサービス機の
サービス

他に分類されない、コイン投入式かつセルフサービスの
施設のサービスを提供。

含まれるもの
• 紙幣とクレジットカードの支払いが可能な機器。
• コイン投入式の写真撮影機器、コイン投入式の双眼鏡
と望遠鏡、またコインロッカー。

7940260300 コインロッカー・一時荷物預かりサービス

7940260303 コインロッカー・一時荷物預かりサービス 一時的に荷物を預かるサービス。
○コインロッカー、手荷物預りサービス

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

Ｐ 駐車場・自転車駐輪場サービス 本分類については、K　不動産業、物品
賃貸業の議論を踏まえて設定。

Ｐ 駐車場サービス 自動車、オートバイの駐車スペースを提供するサービ
ス。

一次生産物原案リスト及び調査研究結
果を踏まえ、設定。

Ｐ 自転車駐輪場サービス 自転車の駐輪スペースを提供するサービス。
一次生産物原案リスト及び調査研究結
果を踏まえ、設定。

Ｐ 駐車場・自転車駐輪場管理受託サービス 本分類については、K　不動産業、物品
賃貸業の議論を踏まえて設定。

Ｐ 駐車場管理受託サービス 駐車場の管理を受託するサービス。
一次生産物原案リスト及び調査研究結
果を踏まえ、設定。

Ｐ 自転車駐輪場管理受託サービス 自転車駐輪場の管理を受託するサービス。
一次生産物原案リスト及び調査研究結
果を踏まえ、設定。

6 その他の個人向けサービス その他の個人的なケアサービスの個人への提供。 －
各事業所の副業として想定されないた
め、分類項目に設定しない。

6.01 消費者購入サービス
消費者への、自動車購入サービス、購入サービスなどの
購入意思の支援。

6.02
ソーシャルエスコート及び個人向け性的
サービス

例えば、売春宿と売春婦などの、性的または色情的個人
サービスの提供。

6.03 公共洗面所及びシャワーサービス
公衆の洗い場、シャワー、浴場またそれに類似する設備
の提供。

6.04
他に分類されないその他の個人向け
サービス

その他の個人的なケアサービスの個人への提供。

7
他に分類されないその他の個人向け保
険サービス

直接引受人または代理人による、保釈金のサービスの
提供。

8 繊維製造サービス

8.01
刺繍品サービス（自動刺繍織機の製品を
除く）

細分類

大分類

中分類

小分類 794　物品預り業

79　その他の生活関連サービス業

（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

＜平成23年産業連関表＞

細品目（10桁）名

物品預り業

＜国民経済計算（平成23年基準版）＞

コモ法6桁分類名

その他の対個人サービス

＜平成28年経済センサス-活動調査＞

調査品目名 内容例示

物品預り

一時的に物品を預かる事業
【内容例示】
○コインロッカー、駐輪場など
×倉庫に物品を預かる場合

○収入を得た相手先別収入額（％）＜H24経済センサス＞

個人（一般消費者） 73.0%

（他の企業・団体）民間 9.9%

（他の企業・団体）公務 17.1%

海外取引 -

同一企業内取引 -

＜サービス産業動向調査＞

事業内容 内容例示

その他の生活関連サービス業

【適合事例】衣服裁縫・修理
業、手荷物預り業、コインロッ
カー業、駐輪場、火葬業、墓地
管理業、食品賃加工業、結婚
相談所（営利的なもの）、結婚
式場紹介業、写真プリント、現
像・焼付業、DPE取次業、易断
所、観相業、観光案内業（ガイ
ド）、靴磨き業、ペット美容室、
ペットホテル、古綿打直し業、
綿打直し仲介業、チケット類売
買業（金券ショップ）、宝くじ売
さばき業、運転代行業、精米
所（業者からの委託によるも
のを除く）　など
【不適合事例】洋服・洋裁店、
倉庫に物品を預かる場合、駐
車場業、ガレージ業、精米業、
小麦粉製造業、映画フィルム
現像業、表具業、表装業、古
物商、旅行業、観光協会、結
婚相談所（社会福祉施設のも
の）、プレイガイド

（アンケート結果）

駐輪代収入

自転車預り料収入

（回答のあった事業所数：5以下）

物品預りサービス
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日本標準産業分類（2013年改定）

Ｎ　生活関連サービス業，娯楽業

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

家庭用芝生・園芸用品の小売販売（切
花、屋内鉢植え植物、屋外苗木、芝生・
園芸用品、プール・プール用品、屋外グリ
ルを含む）

－ 「小売サービス」に含まれる。

2
家庭用ペットの非医療サービス（葬儀
サービスを含む）

主にペット動物のための非医療サービスを提供する。
○グルーミング、トレーニング、宿泊、および葬儀。
×ペットの飼育。×動物の医療サービス。×麻酔下で行
われるペットグルーミングサービス。

－
副業として想定されないため、分類項目
として設定しない。

3
棺、墓石、墓標、その他の葬儀用品の小
売販売

－ 「小売サービス」に含まれる。

4 遺体への埋葬前サービス

埋葬、火葬、又はその他の手段による遺体への最終的
な処理作業に先立って、遺体への手入れや処置を提供
する。
○一連のプロセスの各段階に対する計画及び調整。○
遺体に対する葬儀準備作業。○遺体の輸送。
×葬儀サービス（人間向け）のパッケージの一部として提
供される遺体への埋葬前サービスの提供

－
副業として想定されないため、分類項目
として設定しない。

4.01 葬儀の計画・調整サービス

葬儀の計画、行政事務の手配、葬儀の各行程や関連施
設との調整を行う。
○埋葬許可証と死亡証明書の確保。○通知の作成。○
遺体の収容。○手配の調整又は追悼サービスの実施。
○最終的な処置のための墓地。○火葬場、又は他の第
三者と調整。
×葬儀サービス（人間向け）のパッケージの一部として提
供される葬儀の計画・調整サービスの提供。

4.02 遺体に対する葬儀準備サービス

通夜、及び最終的な処理作業のために、遺体に対して洗
浄、エンバーミング、及び/又はグルーミングによる準備
を行う。
○最終的な衣服の着付け、棺内への遺体の安置、又は
火葬の準備。
×葬儀サービス（人間向け）のパッケージの一部として提
供される遺体に対する葬儀準備サービス。

4.03 遺体の地域輸送

死亡場所、葬儀場、教会、火葬場、墓地、又は他の場所
の間といった、域内での人間の遺体の輸送を行うこと。こ
れには友人、親戚、及び物品を関連する場所や式典へ
往復させるための域内輸送が含まれる場合がある。
×葬儀サービス（人間向け）のパッケージの一部として提
供される域内輸送サービス。×人間の遺体の長距離輸
送。

4.04 遺体の長距離輸送

死亡場所から葬儀が行われる場所の間といった、長距離
で人体を運ぶこと。
×葬儀サービス（人間向け）のパッケージの一部として提
供される長距離輸送サービス。×遺体の域内輸送。

4.05 その他の遺体の埋葬前サービス

埋葬、火葬、又はその他の手段による遺体の最終的な
処理作業に先立ち、計画及び調整、遺体に対する葬儀
準備作業、または遺体の運搬以外で、人間の遺体に対
する手入れと処置を提供すること。
○葬儀に参加するための泣き屋の提供。
×葬儀サービス（人間向け）のパッケージの一部として提
供されるその他の埋葬前サービス。

7950960300 火葬・納骨
H24経済センサスの結果から混在型とし
て設定

5 遺体の火葬サービス

人間の遺体の火葬。これには遺灰を用意する作業が含
まれる場合がある。
×葬儀サービス（人間向け）のパッケージの一部として提
供される火葬サービス。

7950260303 火葬
人間の遺体の火葬及び休憩室の利用、骨壺の販売等、
火葬の一環として火葬場で提供されるサービス。
×動物の火葬

他の参考資料等を踏まえて設定

6 遺体の埋葬サービス

人間の遺体の埋葬。
○墓穴を掘ること。諸サービスや埋葬のために墓地の準
備をすること。 墓に埋める作業。○壁がんや霊廟、及び
その他同様の灰を保管するための施設用に用意された
サービス。○掘り出しサービス。
×葬儀サービス（人間向け）のパッケージの一部として提
供される埋葬サービス。

7950260306 納骨及び関連サービス
納骨及び納骨に際しての追加墓石彫刻、改葬､散骨等を
行うサービス。

〃

7950260600 墓地の分譲・管理サービス

H24経済センサスの結果では墓地管理業
の収入は一般消費者からが89.2%とほぼ
9割を占めたため一般消費者向けとして
設定

7950260603 墓地の分譲サービス 墓地及び納骨堂等を使用する権利を付与するサービス。 調査研究の結果を踏まえて設定。

7950260606 墓地の管理サービス 墓地及び納骨堂等の管理を行うサービス。 〃

7 墓地、その他の遺体用の場所

墓地、壁がん、又は霊廟内のスペースのような、人間の
遺体の最終的な処理作業のための用地のレンタル、リー
ス、または販売。これには墓用地の保守が含まれる場合
がある。
×分売された保守サービス。

－ 「墓地の分譲サービス」に含まれる

7.01 墓地、その他の遺体用の場所の賃貸

墓地、壁がん、又は霊廟内のスペースのような、人間の
遺体の最終的な処理作業のための用地のレンタルや
リースを行う。
○レンタルサービスにバンドルされた用地の保守。
×分売された保守サービス。

細分類

大分類

中分類

小分類 795　火葬・墓地管理業

79　その他の生活関連サービス業

7951　火葬業、7952墓地管理業

（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

墓地使用料収入

墓地管理料収入

布施・塔婆収入

管理料収入

施設場所賃貸サービス 施設使用料収入

火葬・墓地管理サービス

（回答のあった事業所数： 5以下）

＜平成23年産業連関表＞

細品目（10桁）名

火葬業

墓地管理業

＜国民経済計算（平成23年基準版）＞

コモ法6桁分類名

冠婚葬祭業

＜平成28年経済センサス-活動調査＞

調査品目名 内容例示

火葬業 遺体を火葬する事業

墓地管理業 墓地の管理を行う事業

○収入を得た相手先別収入額（％）＜H24経済センサス＞

（火葬業）

個人（一般消費者） 53.7%

（他の企業・団体）民間 13.6%

（他の企業・団体）公務 32.7%

海外取引 -

同一企業内取引 -

（墓地管理業）

個人（一般消費者） 89.2%

（他の企業・団体）民間 8.3%

（他の企業・団体）公務 2.4%

海外取引 0.0%

同一企業内取引 -

＜サービス産業動向調査＞

事業内容 内容例示

その他の生活関連サービス業

【適合事例】衣服裁縫・修理
業、手荷物預り業、コインロッ
カー業、駐輪場、火葬業、墓地
管理業、食品賃加工業、結婚
相談所（営利的なもの）、結婚
式場紹介業、写真プリント、現
像・焼付業、DPE取次業、易断
所、観相業、観光案内業（ガイ
ド）、靴磨き業、ペット美容室、
ペットホテル、古綿打直し業、
綿打直し仲介業、チケット類売
買業（金券ショップ）、宝くじ売
さばき業、運転代行業、精米
所（業者からの委託によるも
のを除く）　など
【不適合事例】洋服・洋裁店、
倉庫に物品を預かる場合、駐
車場業、ガレージ業、精米業、
小麦粉製造業、映画フィルム
現像業、表具業、表装業、古
物商、旅行業、観光協会、結
婚相談所（社会福祉施設のも
の）、プレイガイド

※コモ法該当なし、特サビ対象外
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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

 

　

7.02 墓地、その他の遺体用の場所の販売

人間の遺体の最終的な処理作業のための用地の販売。
これには用地の保守が含まれる場合がある。この生産物
の売上には、販売で得られた謝礼や手数料が含まれる。
○墓地、壁がん、又は霊廟内のスペース。
×分売された保守サービス。

8 墓地の保守サービス
個々の墓地、霊廟、および壁がんに対する手入れと保守
を提供する。

－ 「墓地の管理サービス」に含まれる

P 葬儀関連サービスのパッケージ 796 冠婚葬祭業の議論を踏まえて検討

9 葬儀サービス（人間向け）のパッケージ

人間の遺体の保全と最終的処理作業のための一まとめ
になったサービスを提供する。このサービスには、遺体に
対する葬儀準備作業、手配及び/又は管理サービス、遺
体の火葬又は埋葬が含まれる。
×分売された葬儀サービス。

P 葬儀関連サービスのパッケージ
葬儀から埋葬後の管理までのサービスについて、一部な
いしは全部を一体的に提供するサービス。

一次原案生産物リストを踏まえて設定。

P 会議室等賃貸サービス
K 不動産，物品賃貸業の議論を踏まえて
検討

P 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。

他の参考資料等を踏まえて設定

P 小売サービス I  卸売業，小売業の議論を踏まえて検討

P 葬儀関連商品の小売サービス 他の参考資料等を踏まえて設定
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日本標準産業分類（2013年改定）

N 生活関連サービス業，娯楽業

79 その他の生活関連サービス業

796 冠婚葬祭業

7961葬儀業，7962結婚式場業，7963冠婚葬祭互助会

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 グループ名 具体的回答例

1
刺繍品サービス（自動刺繍織機の製品を
除く）

衣服やその他の織物の刺繍やモノグラム（自動刺繍織機
の製品を除く）。

－
副業として想定されないため、分類項目
として設定しない。

2

家庭用芝生・園芸用品の小売販売（切
花、屋内鉢植え植物、屋外苗木、芝生・
園芸用品、プール・プール用品、屋外グ
リルを含む）

家庭用芝生・園芸用品の小売販売（切花、屋内鉢植え植
物、屋外苗木、芝生・園芸用品、プール・プール用品、屋
外グリルを含む）

3
棺、墓石、墓標、その他の葬儀用品の小
売販売

葬儀に使用される商品（棺、壷、記念碑など）の小売り。
再販のために自己資金または利用者の費用等により購
入。
（この製品の収益には、売上総利益、手数料、販売手数
料が含まる）

4
衣服・履物・時計・宝飾品の整備、修理、
手直しサービス

アパレル、時計、ジュエリーのメンテナンス、修理、手直し
サービス。
除外項目：アパレル用クリーニングサービス。

5
健康評価・個人用フィットネストレーニン
グサービス

開業医が人の体脂肪、心肺状態などの身体状態を評価
すること。（食事や睡眠パターンなどの個人習慣の調査も
含む）
除外項目：医療診断サービス。

6 肖像写真撮影サービス

個人またはグループの写真またはデジタル画像の作成。
ポートレート撮影は、スタジオや学校のホール、モール、
店舗などで行うことができる。
含まれるもの：従来の化学ベースの写真サービス。デジ
タルメディア写真サービス。
除外項目：結婚式や特別イベントの写真サービスは、結
婚式、特別イベント写真サービス。

P
写真撮影サービス（商業写真撮影サービ
スを除く）

商業写真撮影サービスを除く個人または団体の写真、ま
たはデジタル画像を作成するサービス。写真撮影に付随
して行われる動画撮影は、本サービスに含める。 撮影は
写真館外で行われる場合もある。本サービスには、写真
プリント・現像・焼付（DPE）サービスを含む。

6.01
一般個人及び団体肖像写真撮影サービ
ス

一般の個人および団体の肖像写真またはデジタル画像
の作成。

P 証明写真撮影サービス
パスポート用など様々な形式での証明写真撮影サービ
ス。自動証明写真撮影機による撮影サービスを含む。

6.02 学校肖像サービス
年鑑などの学校の出版物を作成するために、学生個人
やグループの写真またはデジタル画像の作成。

P 学校写真撮影サービス
学校等からの依頼を受けて、卒業アルバム、学校の出版
物に掲載するための写真またはデジタル画像を作成する
サービス。

6.03 パスポート写真撮影サービス
パスポートやその他の公式な身分証明書などに貼る個
人の写真とデジタル画像の作成。

P 結婚式写真撮影サービス 結婚式、披露宴における写真撮影サービス
一次原案を踏まえて、本産業の副業とし
て設定

6.04 その他の肖像写真撮影サービス その他の肖像写真またはデジタル画像の作成。 P その他の写真撮影サービス
証明写真撮影を除く一般消費者向けの写真撮影サービ
ス。
〇こども写真撮影、〇家族写真撮影

7
結婚式・特別なイベントの写真撮影サー
ビス

結婚式、集会、大会など特別なイベントのための写真、
デジタル写真、ビデオの作成。

－ 結婚式写真撮影サービスに含まれる

7.01 結婚式の写真撮影サービス
結婚式のための結納やリハーサルディナーなどの関連イ
ベントの写真（デジタル写真）の作成。

7.02 結婚式の動画撮影サービス
結婚式のための結納やリハーサルディナーなどの関連イ
ベントの写真（デジタル写真）やビデオの作成。

7.03
その他の特別なプライベートイベントの写
真撮影サービス

学校肖像サービスなどに分類されないサービス。

7960260300 結婚式サービス

7960260303 結婚式サービス

主として挙式、披露宴の挙行など婚礼のための施設の提
供を含む複合的なサービスをいう。挙式・介添、披露宴、
ブーケ・会場装花、貸衣装、美容・着付、写真・動画、引き
出物、司会、演出などのサービスのうち複数のサービス
を提供するもの。飲食サービス、貸衣装のレンタルなど
を、単独のサービスとして提供する場合は、それぞれの
該当する生産物に含むものとする。

特定サービス産業実態調査及び調査研
究結果を踏まえて設定。

79602603039 結婚式サービス〈挙式・介添料・室料〉
挙式・披露宴に係る挙式、披露宴会場、控え室等の使用
及び介添サービス

特定サービス産業実態調査を踏まえて
設定（結婚式場サービスの内訳として把
握）

79602603039 結婚式サービス〈飲食料〉
挙式・披露宴に係る料理、飲物のサービス〈サービス料を
含む〉

〃

79602603039 結婚式サービス〈花〉 挙式・披露宴に係るブーケ、会場装花のサービス。 〃

79602603039 結婚式サービス〈貸衣装〉
新郎・新婦及び出席者の衣装のサービス（持込み料を含
む。）。

〃

79602603039 結婚式サービス〈美容・着付〉 新郎・新婦及び出席者の化粧、着付けサービス 〃

79602603039 結婚式サービス〈写真・動画〉
挙式・披露宴に係る記念写真、スナップ写真、ビデオ撮
影サービス

〃

79602603039 結婚式サービス〈引き出物〉
挙式・披露宴に係る引き出物（持ち込み料を含む）の
サービス

〃

79602603039 結婚式サービス〈その他〉
司会、演出、キャンドル、ケーキ、手数料、衣装(着物、ド
レス、飾り）の販売等、上記以外の挙式・披露宴による
サービス

〃

P 挙式・介添えサービス
本分類については、Ｒサービス業の議論
を踏まえて検討

P 挙式・介添えサービス

P 飲食サービス（給食サービスを除く）

大分類

中分類

小分類

細分類

（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）

＜平成28年経済センサス-活動調査＞

調査品目名  

葬儀事業
遺体埋葬準備、葬儀執行及び
年忌法要等を行う事業

結婚式場業
挙式、披露宴の挙行など婚礼
のための施設・サービスを提
供する事業

冠婚葬祭互助会事業

冠婚葬祭互助会：婚礼のため
の施設・サービスの提供及び
葬儀執行の業務を一体として
行い、これらの便益の提供を
受ける者（会員）から、当該便
益等の提供に先立って、対価
の一部又全部を２ヶ月以上の
期間にわたり、かつ、３回以上
に分割して受領する事業　冠
婚葬祭互助会が取扱う結婚式
又は葬儀等に係る手数料収
入及び積立金等の金利収入
が該当します。

＜特定サービス産業実態調査＞

業務種類名

葬儀業務

　　式典進行・設営・室料

　　飲食料（サービス料含む）

　　生花

　　返礼品販売

　　その他

結婚式場業務

　　挙式・介添え・室料

　　飲食料（サービス料含む）

　　花

　　貸衣装

　　美容・着付

　　写真

　　引き出物

　　その他

冠婚葬祭互助会事業（手数料
収入及び金利収入）

〈平成23年産業連関表〉

細品目（10桁）名

火葬業

墓地管理料

葬祭事業

結婚式場事業

冠婚葬祭互助会事業

＜冠婚葬祭業＞

物品賃貸サービス 賃貸料収入

葬祭売上収入

葬祭収入

葬儀法事収入

葬儀付帯品収入

葬儀収入

葬儀施行代収入

乗物代収入

挙式売上収入

冠婚収入

花嫁売上収入

プライダルサービス収入

互助会会員サービス 冠婚葬祭互助会費収入

葬儀料理売上収入

宴会売上収入

不動産サービス 不動産収入

不動産売買サービス 土地売買収入

不動産仲介サービス 不動産仲介収入

法要セット等販売収入

返礼品売上収入

粗供養品売上収入

商品売上収入

供花代収入

紹介手数料収入

斡旋手数料収入

リベート収入

その他 その他収入

（回答のあった事業所数：13）

冠婚葬祭サービス

飲食サービス

卸小売サービス

冠婚葬祭仲介サービス

〇結婚式サービスが、ホテル・旅館では単体で把握されている状況が確認されているが、当該中分類では、複数のサービスは生産物分類、単体は副業としていることの検討

〇葬儀サービスの生産物分類を事業者向け、一般消費者向けに区分することの検討

〇「冠婚葬祭互助会サービス」を結婚式・葬儀サービスに含める案や「その他」との統合案あり

〇冠婚葬祭互助会へのヒアリング（事業内容、売上高の流れ、業界状況等）
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日本標準産業分類（2013年改定）

N 生活関連サービス業，娯楽業

79 その他の生活関連サービス業

796 冠婚葬祭業

7961葬儀業，7962結婚式場業，7963冠婚葬祭互助会

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 グループ名 具体的回答例

大分類

中分類

小分類

細分類

（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）

 

　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

〇結婚式サービスが、ホテル・旅館では単体で把握されている状況が確認されているが、当該中分類では、複数のサービスは生産物分類、単体は副業としていることの検討

〇葬儀サービスの生産物分類を事業者向け、一般消費者向けに区分することの検討

〇「冠婚葬祭互助会サービス」を結婚式・葬儀サービスに含める案や「その他」との統合案あり

〇冠婚葬祭互助会へのヒアリング（事業内容、売上高の流れ、業界状況等）

P
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

調査研究結果を踏まえ、本産業の副業と
して想定されるため設定

P 持ち帰り飲食サービス

P 配達飲食サービス（給食サービスを除く）

P 装花（フラワーアレンジメント）サービス
本分類については、Ｒサービス業の議論
を踏まえて検討

P 装花（フラワーアレンジメント）サービス

P その他の物品のレンタル
他に分類されない物品（映画・演劇用品、音楽・映像記録
物、貸衣装など）のレンタル

P 映画・演劇用品のレンタル

P 音楽・映像記録物のレンタル

P 貸衣しょうのレンタル フォーマルウェア、衣装、アクセサリーのレンタル
調査研究結果を踏まえ、本産業の副業と
して想定されるため設定

P
他に分類されないその他の物品のレンタ
ル

P 美容サービス

P 美容サービス
パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿
を美しくするサービス。

調査研究結果を踏まえ、本産業の副業と
して想定されるため設定

P 小売サービス
本分類については、I　卸売業、小売業の
議論を踏まえて検討

P 小売サービス
一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

P その他の生活関連サービス
本分類については、N799他に分類されな
い生活関連サービスの議論を踏まえて
検討

P 結婚相談サービス
結婚を希望する一般消費者に対して情報提供やマッチン
グサービスの提供による結婚の支援を行うサービス。

調査研究結果を踏まえ、本産業の副業と
して想定されるため設定

P 結婚式場紹介サービス
結婚を希望する一般消費者に対して条件に合った結婚
式場を紹介を行うサービス。

P
他に分類されないその他の生活関連
サービス

P 会議室等賃貸サービス

P 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時
間又は日数単位で賃貸するサービス。

調査研究結果を踏まえ、披露宴会場の
賃貸しなど、本産業の副業として想定さ
れるため設定

8 出会い系サービス 個人に出会いなどの紹介サービス。 －
副業として想定されないため、分類項目
として設定しない。

9
ソーシャルイベントの企画・調整サービス
（結婚式を含む）

パーティーや結婚式などのイベントなどの有料開催。

10
他に分類されないセルフサービス機の
サービス

他に分類されていないコイン式およびその他のセルフ
サービス機のサービス。

11
その他の個人向けサービス（公衆サウナ
やトルコ式風呂の利用を含む）

個人に他の個人医療などのサービスを提供すること。

11.01 消費者購入サービス
消費者の自動車購入や買物サービスなど、購入のため
決定支援サービス。

11.02
ソーシャルエスコート及び個人向け性的
サービス

売春宿や売春婦のサービスなど、性的または性的な個
人的なサービス。

11.03 公共洗面所及びシャワーサービス
公共の洗面所、シャワー、浴場などの施設の利用サービ
ス。

11.04
他に分類されないその他の個人向け
サービス

消費者購入サービスなどに含まれないサービス。

12
家庭用ペットの非医療サービス（葬儀
サービスを含む）

家庭用ペットの非医療サービス（葬儀サービスを含む）

13 遺体の葬儀前サービス
埋葬、火葬またはその他の手段によって遺体が最終的
に処分される前に遺体のケアと処理をするサービス。

－ 後出の「葬儀サービス」に含まれる

13.01 葬儀の計画・調整サービス
葬儀の計画、行政事務手続きの手配、関係するさまざま
なステップと施設の調整サービス。

13.02 遺体準備サービス 遺体の洗浄、旅支度などの準備サービス。

13.04 遺体の地域輸送
遺体を葬儀場、教会、火葬場、墓地、他の場所の間など
に搬送・安置するサービス。

13.05 遺体の長距離輸送
遺体を亡くなった場所から葬祭場などに長距離搬送する
サービス。

 

　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

＜国民経済計算（平成23年度基準版）＞

コモ６桁分類名

冠婚葬祭業
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日本標準産業分類（2013年改定）

N 生活関連サービス業，娯楽業

79 その他の生活関連サービス業

796 冠婚葬祭業

7961葬儀業，7962結婚式場業，7963冠婚葬祭互助会

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 グループ名 具体的回答例

大分類

中分類

小分類

細分類

（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）

 

　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

〇結婚式サービスが、ホテル・旅館では単体で把握されている状況が確認されているが、当該中分類では、複数のサービスは生産物分類、単体は副業としていることの検討

〇葬儀サービスの生産物分類を事業者向け、一般消費者向けに区分することの検討

〇「冠婚葬祭互助会サービス」を結婚式・葬儀サービスに含める案や「その他」との統合案あり

〇冠婚葬祭互助会へのヒアリング（事業内容、売上高の流れ、業界状況等）

13.06 その他の遺体の葬儀前サービス 遺体の埋葬前サービスに含まれないサービス。

14 遺体の火葬サービス 遺体を火葬場で荼毘に付すサービス。 P 火葬・納骨サービス

15 遺体の納骨葬サービス 遺体の埋葬サービス。 P 火葬サービス
人間の遺体の火葬及び休憩室の利用、骨壺の販売等、
火葬の一環として火葬場で提供されるサービス。

一次原案を踏まえて、本産業の副業とし
て設定

16 墓地、その他の納骨の場所
墓地や霊廟など、遺体を埋葬する敷地の賃貸、リース、
売却。

P 納骨及び類似するサービス
納骨及び納骨に際しての追加墓石彫刻、改葬､散骨等を
行うサービス。

〃

16.01 墓地、その他の納骨用の場所の賃貸
墓地、霊廟など、遺体を埋葬する敷地の使用契約。

P 墓地の分譲・管理サービス

16.02 墓地、その他の納骨用の場所の販売 墓地などの用地販売。 P 墓地の分譲サービス 墓地及び納骨堂等を使用する権利を付与するサービス。
一次原案を踏まえて、本産業の副業とし
て設定

17 共同墓地維持サービス 墓地や霊廟などのメンテナンスと維持サービス。 P 墓地の管理サービス 墓地及び納骨堂等の管理を行うサービス。 〃

18 遺体用葬儀サービスパック 葬儀や納骨など一連のサービス。 7960960600 葬儀サービス

主として死体埋葬準備、葬儀執行のための施設提供を
含む複合的なサービスをいう。祭壇等の道具の貸出し、
通夜・葬儀式の進行、運営その他に関する便益の提供
及びこれに付随する物品の給付などのうち複数のサービ
スを提供する。式典進行・設営・葬具以外のサービスを
単独で提供する場合は、それぞれの該当する生産物に
含むものとする。

特定サービス産業実態調査及び調査研
究結果を踏まえて設定。

7960160603 事業者向け葬儀サービス
事業者が施主となって執行される葬儀のためのサービス
をいう
○社葬など

　

7960260606 一般消費者向け葬儀サービス
一般消費者が喪主又は施主となって執行される葬儀の
ためのサービスをいう

79609606039 葬式サービス〈式典進行・設営・葬具〉
棺、式場・祭壇設営、受付記帳用事務用品、遺影写真、
司会・進行、式場案内等。

特定サービス産業実態調査を踏まえて
設定（葬儀サービスの内訳として把握）

79609606039 葬式サービス〈会場・室料〉 式場・控室等の会場・室料の葬儀業務 〃

79609606039 葬式サービス〈飲食料〉
お清め（通夜ぶるまい）、精進落としなど〈サービス利用を
含む〉。

〃

79609606039 葬式サービス〈生花〉 葬儀に使用する花のサービス。 〃

79609606039 葬儀サービス〈返礼品販売〉 返礼品の販売サービス。 〃

79609606039 葬儀サービス〈その他〉
貸衣裳、テントなど他に分類されない葬儀一式請負によ
るサービス〈代理店サービスは除く〉。

〃

19 保釈保証サービス
引受人または代理人が直接保有するベールボンディング
サービスの提供

－
副業として想定されないため、分類項目
として設定しない。

7960260900 その他の冠婚葬祭に関するサービス  　

7960260903 その他の冠婚葬祭に関するサービス

結婚式以外の慶事（七五三、入学祝い、成人式、長寿祝
いなど）及び葬儀以外の弔事（法事・法要など）などのい
わゆる第三役務に関するサービスをいう。
また、冠婚葬祭互助会が提供する互助会運営サービス
（手数料収入等）を含む。

特定サービス産業実態調査、協会の調
査結果を踏まえて設定。

P 霊柩車利用サービス 名称案「霊柩運送サービス」

P 霊柩車利用サービス
葬儀執行施設などから火葬場への遺体の運送に関する
サービス。

運輸業「その他の貨物自動車運送サー
ビス」

６，８

７
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日本標準産業分類（2013年改定）

Ｎ　生活関連サービス業，娯楽業

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

P 家事代行サービス

P 家事代行サービス
個人の家庭で家事労働を提供するサービス
○掃除、洗濯、料理、買い物、ベビーシッター、高齢者の
見守りなど

一次原案生産物リストを踏まえて設定

P ハウスクリーニングサービス
「R9229　その他の建物サービス業」の議
論を踏まえて検討

P ハウスクリーニングサービス ハウスクリーニングサービス 過去の照会結果を踏まえて設定

1 住宅点検サービス
構造物などの居住用不動産を構成するコンポーネントの
目視検査を行う。

－
副業として想定されないため、分類項目
として設定しない。

2 住宅室内クリーニングサービス
定期的または定期的に一般住宅の清掃サービスを提供
する。

－ 「家事代行サービス」に含まれる

3
カーペット・敷物・室内装飾品の出張ク
リーニングサービス（住居用）

温水抽出/スチーム洗浄、ドライクリーニングなどの方法
で、居住地でのカーペット、敷物、家具、室内装飾品の現
地清掃を提供する。

－
「一般消費者向けハウスクリーニング
サービス」に含まれる

4 煙突クリーニングサービス
煙突や煙突の構成要素を定期的に点検した後、すす､ク
レオソート及びその他の塵を取り除く。

5
建物セキュリティシステム監視サービス
（住居用）

侵入やその他の問題を検出するための住宅警報システ
ム。装置の設置、保守、修理を含む。
○ビデオカメラによる遠隔監視サービス。監視サービス
に含まれるセキュリティシステムのレンタル及びリース

－
一部「他に分類されないその他の一般消
費者向けサービス」に含まれる

6
建物セキュリティシステム、錠の取付・修
理サービス（住居用）

サービスを監視せずに住宅の建物のロックやセキュリ
ティシステムのインストールと修復
○サービスのロック解除、ロックの再キーイングと再コー
ディング、及び金庫と金庫の保守。

7 鍵の複製サービス オリジナルから複製キーを作成する。 － 「小売サービス」に含まれる

P
一般消費者向け害獣・害虫の点検・予
防・駆除サービス

「R9229　その他の建物サービス業」の議
論を踏まえて検討

P
一般消費者向け害獣・害虫の点検・予
防・駆除サービス

一般消費者向け害獣・害虫の点検・予防・駆除サービス 一次原案生産物リストを踏まえて設定。

8 有害生物駆除サービス（住居用）

居住用住宅（住居、アパート、庭園、テラス、および関連
する土地）の中または周辺で、げっ歯類、昆虫、シロアリ
及びその他の有害生物を防除する。 有害生物の検査お
よび評価サービスを含む場合がある。

－
「一般消費者向け害獣・害虫の点検・予
防・駆除サービス」に含まれる。

8.01 住居 - ネズミ駆除及び管理サービス
居住用住宅（住居、アパート、庭園、テラス、および関連
する土地）の中または周辺で、げっ歯類を防除する。
げっ歯類の検査および評価サービスを含む場合がある。

8.02 住居 - 昆虫駆除及び管理サービス
居住用住宅（住居、アパート、庭園、テラス、および関連
する土地）の中または周辺で、昆虫を防除する。 昆虫の
検査および評価サービスを含む場合がある。

8.03 住居 - その他の駆除及び管理サービス

居住用住宅（住居、アパート、庭園、テラス、および関連
する土地）の中または周辺で、鳥類やは虫類といったそ
の他の有害生物を防除する。 その他の有害生物の検査
および評価サービスを含む場合がある。

9
住宅用造園施工、造園施工サービス、造
園サービス

－
一部「他に分類されないその他の一般消
費者向けサービス」に含まれる

9.01 住居の景観建設（デッキを除く）

9.01.01
住居の灌漑及びスプリンクラーシステム
の建設

トレンチの掘削、水盤の設置、スプリンクラーパイプの敷
設など、灌漑およびスプリンクラーシステムの設置に関連
するサービスを提供する。
×農業灌漑システムの設置。

9.01.02 その他の住居の景観建設（デッキを除く）

9.02 住宅用造園サービス
樹木、低木、植物、芝生または庭園の育成（設置および
除去を含む）の提供、居住用地周辺の昆虫および雑草の
防除。

－ 一部「家事代行サービス」に含まれる

10 家庭用芝生・園芸用品の小売サービス － 「小売サービス」に含まれる

11
家庭用家具・家庭用品・装飾品の引取り
クリーニング、修理サービス（カーテン・ド
レープのクリーニングサービスを除く）

－
副業として想定されないため、分類項目
として設定しない。

11.01
カーペット、敷物、室内装飾品の引取り清
掃及び修理サービス

サービス提供者が所有または運営する場所で行う、温水
抽出/蒸気洗浄、ドライクリーニングなどによるカーペッ
ト、敷物、家具および室内装飾品の引取りクリーニングを
提供する。
×現地での居住用カーペット、敷物、室内装飾用クリーニ
ングサービス

11.02
家庭用家具、家庭用品、装飾品の保守、
修理サービス（布張り修繕を含む）

家庭用家具の部品交換を含むメンテナンス及び修理
サービスの提供。

大分類

中分類 79　その他の生活関連サービス業

小分類 799　他に分類されない生活関連サービス業

細分類 7991　食品賃加工業、7992　結婚相談業，結婚式場紹介業、7993　写真プリント，現像・焼付業、7999　他に分類されないその他の生活関連サービス業

（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

写真プリントサービス

撮影収入

卸小売サービス 商品売上収入

教育・訓練サービス
スポーツ及び健康教育普及事
業収入

研修・講習サービス 研修所収入

ペット美容トリミング収入

ペットホテル預かり収入

トリミング売上収入

共済サービス 共済掛金収入

受託事業収入

競技場運営収入

トレーニングセンター運営収入

センター運営収入

スポーツ振興投票事業収入

（回答のあった事業所数：5以下）

写真サービス

ペット関連サービス

その他

細品目（10桁）名
写真現像・焼付業
他に分類されない生活関連

コモ法6桁分類名
写真業
その他の対個人サービス

調査品目名 内容例示

食品賃加工
顧客（一般消費者）所有の粉
及び穀類などを賃加工する事
業

結婚相談、結婚式場紹介
婚礼のための相談、結婚式場
の紹介、会員に対する結婚相
手の紹介などを行う事業

写真プリント、現像・焼付

デジタルカメラ等の画像データ
のプリント又はフィルム現像、
焼付、引伸及びその取次ぎを
行う事業
【内容例示】
○フィルム現像、写真焼付、
DPE取次、デジタルカメラ写真
プリント　など
×写真撮影事業（商業写真）、
写真撮影事業（商業写真を除
く）、映画フィルムの現像

その他の生活関連サービス

【内容例示】
○観光案内（ガイド）、運転代
行業務
○チケット類売買業務、金券
ショップ、宝くじ売りさばき業務
○易断、観相、靴磨き
○古綿打直し業務、綿打直し
仲介業務
○ペット美容、犬猫霊園管理
事務　など

○収入を得た相手先別収入額（％）＜H24経済センサス＞

個人（一般消費者） 95.2%
（他の企業・団体）民間 4.8%
（他の企業・団体）公務 -
海外取引 -
同一企業内取引 -

個人（一般消費者） 91.8%
（他の企業・団体）民間 7.8%
（他の企業・団体）公務 0.1%
海外取引 0.2%
同一企業内取引 -

個人（一般消費者） 79.5%
（他の企業・団体）民間 18.1%
（他の企業・団体）公務 1.8%
海外取引 0.0%
同一企業内取引 0.5%

個人（一般消費者） 84.7%
（他の企業・団体）民間 13.5%
（他の企業・団体）公務 0.7%
海外取引 0.1%
同一企業内取引 0.9%

事業内容 内容例示

その他の生活関連サービス業

【適合事例】衣服裁縫・修理
業、手荷物預り業、コインロッ
カー業、駐輪場、火葬業、墓地
管理業、食品賃加工業、結婚
相談所（営利的なもの）、結婚
式場紹介業、写真プリント、現
像・焼付業、DPE取次業、易断
所、観相業、観光案内業（ガイ
ド）、靴磨き業、ペット美容室、
ペットホテル、古綿打直し業、
綿打直し仲介業、チケット類売
買業（金券ショップ）、宝くじ売
さばき業、運転代行業、精米
所（業者からの委託によるも
のを除く）　など
【不適合事例】洋服・洋裁店、
倉庫に物品を預かる場合、駐
車場業、ガレージ業、精米業、
小麦粉製造業、映画フィルム
現像業、表具業、表装業、古
物商、旅行業、観光協会、結
婚相談所（社会福祉施設のも
の）、プレイガイド

（食品賃加工業）

＜平成28年経済センサス-活動調査＞

＜国民経済計算（平成23年基準版）＞

＜平成23年産業連関表＞

（結婚相談業，結婚式場紹介業）

（他に分類されないその他の生活関連サービス業）

＜サービス産業動向調査＞

（写真現像・焼付業）

09,15
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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

　

　

　

12 ペットフード・用品の小売サービス －
「動物関連商品の小売サービス」に含ま
れる

13 家庭用ペットの非医療サービス
主にペット動物のための非医療サービスを提供する。
○グルーミング、トレーニング、宿泊、および葬儀。

7990960300 動物に対する非医療・非保健サービス
動物（ペットか産業動物かを問わない）に対する非医療・
非保健サービス。

13.01
家庭用ペットの非医療サービス（トレーニ
ングサービスを除く）

主にペット動物のための非医療サービスを提供する（ト
レーニングサービスを除く）。

－
「動物に対する非医療・非保健サービス」
に含まれる。

13.01.0
1

ペットグルーミングサービス

ペットの外見と衛生状態を向上させるサービスの提供
○毛のカット及びシェービング。爪のトリミング。毛や耳、
歯の清掃。 等
×麻酔下で行われるペットグルーミングサービス。

7990960303 グルーミングサービス
体毛のカット（トリミング）や爪切り・耳掃除・歯磨き、シャ
ンプー・ブラッシングなど、動物の外見および衛生状態を
向上させるサービス

調査研究結果を踏まえて設定。

13.01.0
2

ペット宿泊サービス
宿泊施設、食べ物、運動など、ペットの一時的な夜間ケ
アを提供する。
×治療中に一晩のケアを提供する。

7990960306 動物預かりサービス
動物を時間別ないしは日別で一時的に預かり、宿泊設
備、飲食物、運動などの提供を行うサービス。ペットホテ
ルサービス

調査研究結果を踏まえて設定。

13.01.0
3

ペット葬儀サービス
死亡したペットや他の動物に対して、人間と同様のサー
ビスをモデルにした葬儀サービスを提供する。
○葬儀の計画と調整、遺体の身支度、遺体の処分。

－
「その他の動物に対する非医療・非保健
サービス」に含まれる。

13.01.0
4

ペットシッター及びイヌの散歩サービス
ペットの所有者が不在時のえさやり及びその他のケアを
行う、又はペットの散歩を行うという形で、ペットの所有者
の自宅でペットへのケアを提供する。

－ 〃

13.01.0
5

その他の家庭用ペットの非医療サービス

グルーミング、トレーニング、宿泊、葬儀を除くペットを中
心とした動物に対する非医療的ケアを提供する。
○アニマルシェルターサービス、動物の識別およびマー
キングサービスなど

7990960399
その他の動物に対する非医療・非保健
サービス

レース用動物を除く動物訓練、動物の火葬・葬儀、ペット
シッター、など

バスケット項目として設定

13.02
家庭用ペット、番犬、盲導犬、その他の動
物のトレーニングサービス（レース用動物
を除く）

指示に従って要望どおりに行動するように動物を訓練す
る。
○一般的な服従訓練とガードドッグやガイドドッグなどの
特定の役割のための訓練。

－
「その他の動物に対する非医療・非保健
サービス」に含まれる。

14
セキュリティ・ナビゲーション・外装・その
他の乗物サービス

自動車のセキュリティとナビゲーションシステムとロック
サービスの提供
○車両追跡及び監視サービス

－
副業として想定されないため、分類項目
として設定しない。

15 イベントチケット販売・予約サービス

イベント興行主、旅行代理店、チケットサービス提供会社
のために販売や紹介代理人として行動し、劇場パフォー
マンス、コンサート、スポーツイベント、アミューズメント施
設、テーマパークへの入場チケットや予約をしようとする
顧客の手助けをする。

16 旅行計画サービス
旅行情報のアドバイスや、旅行プランを収集し、旅行者
へ提供する。

17 窓外側の清掃サービス －
一般消費者向けは「一般消費者向けハ
ウスクリーニングサービス」に含まれる

18 建物外側の清掃サービス
蒸気、水、化学薬品、または圧縮空気を使用して、建物
の壁やその他の外面を清掃する。 窓の付随的な清掃や
落書きの除去を含む。

19 損傷修復・清掃サービス
火災、煙、水、破壊行為、その他の自然災害や人為的災
害により住宅や商業ビルに発生した被害の現地清掃と
復旧を提供する。

20 硬質表面処理された床のケアサービス 固い床への特殊清掃を提供する。

21 ダクト清掃サービス

暖房、換気、または冷却装置に接続された空気ダクトお
よび通気孔の定期検査を行い、続いて洗浄、消毒および
/または脱臭を行う。 フィルタの清掃や交換も含まれま
す。

22 駐車場・私道の除雪サービス
シャベル、耕うん、掃除、吹き飛ばし、または吸い込みに
よって、駐車場と車道から雪をはがす。

－ 一部「家事代行サービス」に含まれる

23
他に分類されないその他の専門清掃
サービス

－
一般消費者向けは「一般消費者向けハ
ウスクリーニングサービス」に含まれる

23.01 排水口及び雨樋清掃サービス 側溝と排水システムからゴミ、汚れ、及び塵を除去する。

23.02 駐車場の掃除サービス

23.03 スイミングプールの清掃、保守サービス
水泳用プール及び子供用プールへの日常的な清掃を提
供する。

23.04
他に分類されないその他の全ての専門
清掃サービス

分類されていない他の専門クリーニングサービスを提供
する。

7990960600 写真プリント・現像・焼付（DPE）サービス

24 写真仕上げサービス

写真仕上げサービスを提供する。
〇フィルム、デジタル写真両方について、ネガの現像、写
真プリント、その他の写真仕上げ。〇小売店舗や写真加
工所で提供されるサービス。〇写真現像所にフィルムを
送る仲介人のサービス。

7990960603 写真プリント・現像・焼付（DPE）サービス

電子媒体・ネガ等からの写真の現像、CD等の電子媒体
へのデータの書き込み、フォトブックの作成等を行うサー
ビス。写真撮影サービスに含まれる写真プリント・現像・
焼付（DPE）サービスを除く。

調査結果を踏まえて設定

7990260900 金券買取販売サービス

7990260903 金券買取販売サービス
一般消費者などから買い取った金券など（映画などのチ
ケットを含む）の販売を行うサービス
×プレイガイドでのチケットの販売

他の参考情報等をもとに設定

7990261200
結婚相談・結婚式場紹介・結婚式プロ
デュースサービス

7990261203 結婚相談サービス
結婚を希望する一般消費者から相談を受けたり、情報提
供やマッチングサービスの提供による結婚の支援を行う
サービス。

他の参考情報等をもとに設定

7990261206
結婚式場紹介・結婚式プロデュースサー
ビス

一般消費者に対して、結婚式場の紹介や結婚式のプロ
デュースを行うサービス。

〃

11
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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

　

　

　

7990269900 その他の生活関連サービス

7990269999 その他の生活関連サービス
○易断・観相、観光案内（通訳を伴うガイドを除く）、靴磨
き、運転代行、鍵の解錠

バスケット項目として設定

P 小売サービス I  卸売業，小売業の議論を踏まえて検討

P 動物関連商品の小売サービス ペットフードなど動物関連商品の小売サービス
ペット関連事業者の副業として想定され
るため設定。

25 政府による寄付、贈与、助成金 － 設定しない（生産物分類の対象外）

26 民間からの寄付、贈与、助成金

27
売却された非金融資産からの利益（損
失）

注
宝くじ売りさばき業及び同種の事業が提供するサービスについては803競輪・競馬等の競走場，競技団において他の関連サービスと一体的に
検討するため、ここでは分類項目として設定しない。
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