
サービス産業動向調査の調査対象産業の主な例

日本標準産業分類（平成19年11月改定） 主　な　例

Ｇ 情報通信業
37 通信業
371 固定電気通信業 ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本の本社・支社・営業所・ネットワークセンター
372 移動電気通信業 携帯電話業，ＰＨＳ業，衛星携帯電話業，無線呼出し業
373 電気通信に附帯するサービス業 電気通信業務受託会社，空港無線電話業務受託会社，移動無線センター

38 放送業
381 公共放送業（有線放送業を除く） ＮＨＫの本部・地方放送局・放送局支局
382 民間放送業（有線放送業を除く） テレビジョン放送業，ラジオ放送業，衛星放送業
383 有線放送業 有線テレビジョン放送業，有線ラジオ放送業

39 情報サービス業
391 ソフトウェア業 受託開発ソフトウェア業，組込みソフトウェア業，パッケージソフトウェア業，ゲームソフトウェア業
392 情報処理・提供サービス業 情報処理サービス業，情報提供サービス業（不動産情報，交通運輸情報，気象情報等），市場調査業

40 インターネット附随サービス業
401 インターネット附随サービス業 ウェブ情報検索サービス業，インターネット・ショッピング・サイト運営業

41 映像・音声・文字情報制作業
411 映像情報制作・配給業 映画・ビデオ制作業，テレビジョン番組制作業，アニメーション制作業
412 音声情報制作業 レコード会社，音楽出版会社
413 新聞業 新聞社
414 出版業 書籍出版業，教科書出版業，辞典出版業，パンフレット出版業，雑誌・定期刊行物出版業
415 広告制作業 広告制作プロダクション
416 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 ニュース供給業，映画出演者あっせん業，映画フィルム現像業

Ｈ 運輸業，郵便業
42 鉄道業
421 鉄道業 普通鉄道業（本社・支社・支店・運行本部・運転指令所・駅），地下鉄道業，モノレール鉄道業

43 道路旅客運送業
431 一般乗合旅客自動車運送業 乗合バス業
432 一般乗用旅客自動車運送業 ハイヤー業，タクシー業
433 一般貸切旅客自動車運送業 貸切バス業
439 その他の道路旅客運送業 特定旅客自動車運送業，無償旅客自動車運送業，人力車業，輪タク業，乗合馬車業，そり運送業

44 道路貨物運送業
441 一般貨物自動車運送業 一般貨物自動車運送業，特別積合せ貨物運送業
442 特定貨物自動車運送業 特定貨物自動車運送業
443 貨物軽自動車運送業 貨物軽自動車運送業
444 集配利用運送業 集配利用運送業
449 その他の道路貨物運送業 無償貨物自動車運送業，自転車貨物運送業

45 水運業
451 外航海運業 外航旅客海運業，外航貨物海運業
452 沿海海運業 沿海旅客海運業，沿海貨物海運業
453 内陸水運業 港湾旅客海運業，河川水運業，湖沼水運業
454 船舶貸渡業 船舶貸渡業，内航船舶貸渡業

46 航空運輸業
461 航空運送業 航空運送業
462 航空機使用業（航空運送業を除く） 航空機使用業（薬剤散布，宣伝広告，魚群探見，空中写真測量等）

47 倉庫業

参考３

47 倉庫業
471 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） 普通倉庫業
472 冷蔵倉庫業 冷蔵倉庫業

48 運輸に附帯するサービス業
481 港湾運送業 一般港湾運送業，港湾荷役業，はしけ運送業，いかだ運送業
482 貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く） 利用運送業，運送取次業
483 運送代理店 海運代理店，航空運送代理店
484 こん包業 こん包業，組立こん包業
485 運輸施設提供業 有料道路，バスターミナル業，トラックターミナル業，ふ頭業，国際空港，地方空港，ヘリポート
489 その他の運輸に附帯するサービス業 海運仲立業，船積貨物鑑定業，水先業，海難救助業，灯台，通運計算業，綱取業，曳船業，観光協会

49 郵便業（信書便事業を含む）
491 郵便業（信書便事業を含む） 郵便事業株式会社，特定信書便事業者

Ｋ 不動産業，物品賃貸業
68 不動産取引業
681 建物売買業，土地売買業 事務所売買業，マンション分譲業，中古住宅売買業，土地売買業，土地分譲業
682 不動産代理業・仲介業 土地ブローカー，建物仲介業，不動産代理業，不動産仲介業，貸家仲介業

69 不動産賃貸業・管理業
691 不動産賃貸業（貸家業，貸間業を除く） 貸事務所業，貸倉庫業，土地賃貸業，地主，貸会議室業
692 貸家業，貸間業 貸家業，住宅賃貸業，アパート業，ウィークリーマンション賃貸業，貸別荘業，貸間業
693 駐車場業 駐車場業，ガレージ業，自動車車庫業，モータープール業，駐車場管理業
694 不動産管理業 不動産管理業，ビル管理業，マンション管理業，アパート管理業，土地管理業

70 物品賃貸業
701 各種物品賃貸業 総合リース業，各種物品レンタル業
702 産業用機械器具賃貸業 産業用機械器具賃貸業（農業機械器具，通信機械器具，電話交換機等），建設機械器具賃貸業
703 事務用機械器具賃貸業 事務用機械器具賃貸業（タイプライタ，会計機械，複写機等），電子計算機賃貸業
704 自動車賃貸業 レンタカー業，自動車リース業
705 スポーツ・娯楽用品賃貸業 スポーツ用品賃貸業，スキー用品賃貸業，スケート靴賃貸業，貸自転車業，貸テント業，貸ヨット業
709 その他の物品賃貸業 レンタルビデオ業，貸衣しょう業，貸テレビ業，貸本屋，貸楽器業，貸美術品業，貸ふとん業

Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業
71 学術・開発研究機関
711 自然科学研究所 理学研究所（地震研究所等），工学研究所（工業技術研究所等），農学研究所，医学・薬学研究所
712 人文・社会科学研究所 人文・社会科学研究所

72 専門サービス業（他に分類されないもの）
721 法律事務所，特許事務所 法律事務所，弁護士事務所，弁護士法人事務所，法律相談所，特許業務法人事務所，弁理士事務所
722 公証人役場，司法書士事務所，土地家屋調査士事務所 公証人役場，司法書士事務所，司法書士法人事務所，土地家屋調査士事務所，土地家屋調査士法人事務所
723 行政書士事務所 行政書士事務所，行政書士法人事務所
724 公認会計士事務所，税理士事務所 公認会計士事務所，監査法人事務所，外国公認会計士事務所，税理士事務所，税理士法人事務所
725 社会保険労務士事務所 社会保険労務士事務所，社会保険労務士法人事務所
726 デザイン業 工業デザイン事務所，クラフトデザイン業，インテリアデザイン事務所，商業デザイン事務所
727 著述・芸術家業 作家業，シナリオライター業，美術家業，彫刻家業，作曲家業，映画監督業，イラストレーター業
728 経営コンサルタント業，純粋持株会社 経営コンサルタント業，純粋持株会社
729 その他の専門サービス業 興信所，翻訳業，通訳業，通訳案内業，不動産鑑定業，鑑定業，司会業，コピーライター業

73 広告業
731 広告業 広告業，総合広告業，広告代理業，新聞広告代理業，インターネット広告業

74 技術サービス業（他に分類されないもの）
741 獣医業 獣医業，家畜診療所，動物病院，ペットクリニック
742 土木建築サービス業 建築設計業（建物設計製図業，建設コンサルタント業，国・地方公共団体工事事務所等），測量業
743 機械設計業 機械設計業，機械設計製図業

参考３

機械設計業 機械設計業，機械設計製図業
744 商品・非破壊検査業 商品検査業，非破壊検査業（原子力発電所・船舶・航空機・化学プラント等の構造物・設備の検査）
745 計量証明業 質量計量証明業，環境測定分析業，土壌汚染測定分析業，水質汚濁測定分析業，放射能等測定分析業
746 写真業 写真撮影業，写真館，街頭写真業，商業写真業，宣伝写真業，出版写真業，広告写真業，芸術写真業
749 その他の技術サービス業 電気保安協会，普及指導センター，プラントエンジニアリング業，プラントメンテナンス業

参考３



日本標準産業分類（平成19年11月改定） 主　な　例

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業
75 宿泊業
751 旅館，ホテル シティホテル，観光ホテル，ビジネスホテル，駅前旅館，割ぽう旅館，民宿
752 簡易宿所 簡易宿泊所，ベッドハウス，山小屋，カプセルホテル
753 下宿業 下宿屋，下宿業
759 その他の宿泊業 会員宿泊所，共済組合宿泊所，保養所，ユースホステル，リゾートクラブ，合宿所，独身寮，学生寮

76 飲食店
761 食堂，レストラン（専門料理店を除く） 食堂，大衆食堂，お好み食堂，定食屋，めし屋，ファミリーレストラン
762 専門料理店 日本料理店（てんぷら料理，うなぎ料理，郷土料理等），料亭，中華料理店，ラーメン店，焼肉店
763 そば・うどん店 そば屋，うどん店，きしめん店，ほうとう店
764 すし店 すし屋
765 酒場，ビヤホール 大衆酒場，居酒屋，ダイニングバー，ビヤホール
766 バー，キャバレー，ナイトクラブ バー，スナックバー，キャバレー，ナイトクラブ
767 喫茶店 喫茶店，フルーツパーラー，音楽喫茶，珈琲店，カフェ
769 その他の飲食店 ハンバーガー店，お好み焼店，アイスクリーム店，サンドイッチ専門店，フライドチキン店，ドーナツ店

77 持ち帰り・配達飲食サービス業
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 洗濯業，洗濯物取次所，リネンサプライ業，貸おむつ業，貸おしぼり業，貸ぞうきん業，貸モップ業
782 理容業 理容店，理髪店，バーバー，床屋
783 美容業 美容室，美容院，ビューティサロン
784 一般公衆浴場業 銭湯業
785 その他の公衆浴場業 温泉浴場業，蒸しぶろ業，砂湯業，サウナぶろ業，スパ業，鉱泉浴場業，健康ランド，スーパー銭湯
789 その他の洗濯・理容・美容・浴場業 洗張・染物業，エステティックサロン，美顔術業，美容脱毛業，ネイルサロン，ソープランド業

79 その他の生活関連サービス業
791 旅行業 旅行業，旅行業者代理業
792 家事サービス業 お手伝い（ハウスメイド），家政婦
793 衣服裁縫修理業 衣服修理業，更生仕立直し業，裏返し業，かけはぎ業
794 物品預り業 手荷物預り業，荷物一時預り業，自転車預り業，コインロッカー業
795 火葬・墓地管理業 火葬業，火葬場，墓地管理業，霊園管理事務所，納骨堂
796 冠婚葬祭業 葬儀業，結婚式場業，冠婚葬祭互助会
799 他に分類されない生活関連サービス業 食品賃加工業，結婚相談業，結婚式場紹介業，写真現像・焼付業，チケット類売買業，宝くじ売さばき業

80 娯楽業
801 映画館 映画館，映画劇場，野外映画劇場，映画館賃貸業，ミニ・シアター，ビデオ・シアター
802 興行場（別掲を除く），興行団 劇場，劇団，寄席，演劇興行請負業，芸能プロダクション，相撲部屋，プロ野球団，プロサッカー団
803 競輪・競馬等の競走場，競技団 競輪場，競馬場，モータボート競走場，小型自動車競走場，日本自転車振興会，本中央競馬会
804 スポーツ施設提供業 陸上競技場，体育館，ゴルフ場，ゴルフ練習場，ボウリング場，テニス場，フィットネスクラブ
805 公園，遊園地 公園，庭園，公園管理事務所，遊園地，遊園場，テーマパーク
806 遊戯場 ビリヤード場，碁会所，将棋集会所，マージャンクラブ，パチンコホール，ゲームセンター
809 その他の娯楽業 ダンスホール，ヨットハーバー，釣船業，カラオケボックス，プレイガイド，場外馬券売場，釣堀業

Ｏ 教育，学習支援業
81 学校教育
82 その他の教育，学習支援業
821 社会教育 公民館，図書館，博物館，美術館，動物園，植物園，水族館，青年の家，青年館
822 職業・教育支援施設 防衛大学校，警察大学校，自治大学校，職業能力開発校，職業能力開発促進センター，少年院
823 学習塾 学習塾，進学塾，予備校学習塾 学習 ， 学 ，予備校
824 教養・技能教授業 ピアノ教授所，書道教室，華道教室，そろばん塾，英会話教室，スイミングスクール，囲碁教室
829 他に分類されない教育，学習支援業 料理学校，タイピスト学校，洋裁学校，歯科衛生士養成所，自動車教習所

Ｐ 医療，福祉
83 医療業
831 病院 一般病院，精神科病院
832 一般診療所 医院，診療所
833 歯科診療所 歯科医院，歯科診療所
834 助産・看護業 助産所，助産師業，看護師業，派出看護師業，訪問看護ステーション
835 療術業 あん摩業，マッサージ業，指圧業，はり業，きゅう業，柔道整復業，温泉療法業，視力回復センター
836 医療に附帯するサービス業 歯科技工業，歯科技工所，アイバンク，腎バンク，骨髄バンク，臨床検査業

84 保健衛生
841 保健所 保健所
842 健康相談施設 結核予防会健康相談所，精神健康相談所，母子健康相談所，市町村保健センター
849 その他の保健衛生 検疫所（動物検疫所，植物防疫所を除く），水質検査業，食肉衛生検査所，物品消毒業，犬管理所

85 社会保険・社会福祉・介護事業
851 社会保険事業団体 健康保険組合，国家（地方）公務員共済組合，国民年金基金，厚生年金基金，社会保険事務所
852 福祉事務所 社会福祉事務所，福祉事務所
853 児童福祉事業 保育所，託児所，児童相談所，乳児院，母子生活支援施設，児童館，児童養護施設，知的障害児施設
854 老人福祉・介護事業 特別養護老人ホーム，介護老人保健施設，通所・短期入所介護事業，訪問介護事業
855 障害者福祉事業 障害者支援施，自立訓練事業所，地域活動支援センター
859 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 更生保護施設，更生保護協会，社会福祉協議会，授産施設，年金積立金管理運用，宿所提供施設

Ｒ サービス業（他に分類されないもの）
88 廃棄物処理業
881 一般廃棄物処理業 し尿収集運搬業，し尿処分業，ごみ収集運搬業，ごみ焼却業，ごみ埋立業，市区町村清掃事務所
882 産業廃棄物処理業 産業廃棄物収集運搬業，産業廃棄物処分業（汚泥，廃酸・廃アルカリ，廃油，廃プラスチック類等）
889 その他の廃棄物処理業 死亡獣畜取扱所，放射性廃棄物収集運搬業，放射性廃棄物処理業

89 自動車整備業
891 自動車整備業 自動車整備業，自動車修理業，オートバイ整備修理業，自動車清掃業，自動車洗車業

90 機械等修理業（別掲を除く）
901 機械修理業（電気機械器具を除く） 機械修理業，内燃機関修理業，航空機整備業，ミシン修理業，建設用トラクタ整備業，鉱山機械整備業
902 電気機械器具修理業 ラジオ修理業，テレビ修理業，電気冷蔵庫修理業，変圧器修理業
903 表具業 表具業，表装業，経師業，びょうぶ張業，ふすま張業，障子張業
909 その他の修理業 家具修理業，時計修理業，靴修理業，かじ業，金物修理業，楽器修理業，眼鏡修理業，自転車修理業

91 職業紹介・労働者派遣業
911 職業紹介業 民営職業紹介業，看護師紹介所，家政婦紹介所，シルバー人材センター
912 労働者派遣業 労働者派遣業

92 その他の事業サービス業
921 速記・ワープロ入力・複写業 速記業，ワープロ入力請負業，あて名書業，テープ起こし業，複写業，複写加工業，地図複製業
922 建物サービス業 ビルメンテナンス業，床磨き業，ガラスふき業，煙突掃除業，住宅消毒業，害虫駆除業，ビル清掃業
923 警備業 警備業，警備保障業
929 他に分類されない事業サービス業 ディスプレイ業，プラント洗浄業，産業用配管洗浄業，看板屋，ペンキ屋，新聞切抜業，ちんどん屋

93 政治・経済・文化団体
94 宗教
95 その他のサービス業
951 集会場 県民会館，文化会館，公会堂，勤労会館，公会堂管理事務所，婦人会館
952 と畜場 と殺業，と畜請負業，と畜場
959 他に分類されないサービス業 中央卸売市場，地方卸売市場，家畜保健衛生所

96 外国公務96 外国公務


