
（　別　紙　）
業　種　分　類　表

(２つまで選ぶことができます）
P1

大分類 小分類
分類
番号

分類名 備考

飲食 日本料理・郷土料理・和食・仕出し 1 飲食(日本料理・郷土料理・和食・仕出し)

飲食 寿司 2 飲食(寿司)

飲食 うどん・そば 3 飲食(うどん・そば)

飲食 とんかつ・串かつ・天ぷら 4 飲食(とんかつ・串かつ・天ぷら)

飲食 食堂・レストラン 5 飲食(食堂・レストラン)

飲食 洋食・フレンチ・イタリアン 6 飲食(洋食・フレンチ・イタリアン)

飲食 中華料理・ラーメン・餃子 7 飲食(中華料理・ラーメン・餃子)

飲食 焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ 8 飲食(焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ)

飲食 カレー・エスニック・各国料理 9 飲食(カレー・エスニック・各国料理)

飲食 居酒屋・焼き鳥・バー 10 飲食(居酒屋・焼き鳥・バー)

飲食 喫茶・カフェ 11 飲食(喫茶・カフェ)

飲食 お好み焼き・焼きそば・たこ焼き 12 飲食(お好み焼き・焼きそば・たこ焼き)

飲食 ファーストフード 13 飲食(ファーストフード)

飲食 その他 14 飲食(その他)

ファッション 呉服・和装小物 15 ファッション(呉服・和装小物)

ファッション 紳士服・男子服 16 ファッション(紳士服・男子服)

ファッション 婦人服 17 ファッション(婦人服)

ファッション 子供服・ベビー服 18 ファッション(子供服・ベビー服)

ファッション ジーンズ・カジュアル 19 ファッション(ジーンズ・カジュアル)

ファッション 学生服・作業衣・ハッピ 20 ファッション(学生服・作業衣・ハッピ)

ファッション 下着・靴下 21 ファッション(下着・靴下)

ファッション ハンドメイド・手芸・布地・毛糸 22 ファッション(ハンドメイド・手芸・布地・毛糸)

ファッション 靴・履物・靴修理 23 ファッション(靴・履物・靴修理)

ファッション かばん・帽子・傘 24 ファッション(かばん・帽子・傘)

ファッション アクセサリー・時計・宝石・貴金属 25 ファッション(アクセサリー・時計・宝石・貴金属)

ファッション 小物・雑貨 26 ファッション(小物・雑貨)

ファッション 眼鏡 27 ファッション(眼鏡)

ファッション 化粧品 28 ファッション(化粧品)

ファッション 貸衣装 29 ファッション(貸衣装)

ファッション リフォーム・お直し・仕立て 30 ファッション(リフォーム・お直し・仕立て)

ファッション 着付け 31 ファッション(着付け)

ファッション その他 32 ファッション(その他)

食品 肉 33 食品(肉)

食品 魚 34 食品(魚)

食品 野菜・果物 35 食品(野菜・果物)

食品 洋菓子・ケーキ 36 食品(洋菓子・ケーキ)

食品 和菓子・煎餅 37 食品(和菓子・煎餅)

食品 もち・赤飯 38 食品(もち・赤飯)

食品 お菓子 39 食品(お菓子)

食品 氷・アイス 40 食品(氷・アイス)

食品 パン 41 食品(パン)

食品 米穀 42 食品(米穀)

食品 麺類 43 食品(麺類)

食品 豆腐 44 食品(豆腐)

食品 練り製品・かまぼこ 45 食品(練り製品・かまぼこ)

食品 酒類 46 食品(酒類)

食品 お茶・コーヒー・牛乳 47 食品(お茶・コーヒー・牛乳)

食品 漬物・キムチ 48 食品(漬物・キムチ)

食品 乾物・昆布 49 食品(乾物・昆布)

食品 健康食品・自然食品 50 食品(健康食品・自然食品)

食品 持ち帰り料理（弁当・惣菜・たこ焼き） 51 食品(持ち帰り料理（弁当・惣菜・たこ焼き）)

食品 宅配料理 52 食品(宅配料理)

食品 その他 53 食品(その他)



（　別　紙　）
業　種　分　類　表

P2

大分類 小分類
分類
番号

分類名 備考

生活 ホテル・旅館 54 生活(ホテル・旅館)

生活 雑貨 55 生活(雑貨)

生活 寝具 56 生活(寝具)

生活 自転車 57 生活(自転車)

生活 自動車・バイク・レンタカー 58 生活(自動車・バイク・レンタカー)

生活 家具・建具・畳 59 生活(家具・建具・畳)

生活 仏壇・仏具 60 生活(仏壇・仏具)

生活 カーテン・インテリア 61 生活(カーテン・インテリア)

生活 家庭用電化製品 62 生活(家庭用電化製品)

生活 医薬品・漢方 63 生活(医薬品・漢方)

生活 生花・園芸・造園 64 生活(生花・園芸・造園)

生活 印鑑・印刷 65 生活(印鑑・印刷)

生活 文房具 66 生活(文房具)

生活 事務機器・ＯＡ機器 67 生活(事務機器・ＯＡ機器)

生活 金物・家庭用品・日用品 68 生活(金物・家庭用品・日用品)

生活 ギフト用品 69 生活(ギフト用品)

生活 介護用品 70 生活(介護用品)

生活 携帯電話 71 生活(携帯電話)

生活 クリーニング 72 生活(クリーニング)

生活 ガソリンスタンド・ＬＰガス・灯油 73 生活(ガソリンスタンド・ＬＰガス・灯油)

生活 銭湯 74 生活(銭湯)

生活 貸しガレージ 75 生活(貸しガレージ)

生活 リフォーム・工事・工務店 76 生活(リフォーム・工事・工務店)

生活 住宅設備機器・ガス器具・浴槽・流し台 77 生活(住宅設備機器・ガス器具・浴槽・流し台)

生活 材木・石材・ガラス・看板 78 生活(材木・石材・ガラス・看板)

生活 理容 79 生活(理容)

生活 美容 80 生活(美容)

生活 エステティック・ネイル 81 生活(エステティック・ネイル)

生活 会計・税理士事務所 82 生活(会計・税理士事務所)

生活 司法書士・行政書士・弁護士・社会保険労務士事務所 83 生活(司法書士・行政書士・弁護士・社会保険労務士事務所)

生活 建築設計・登記事務所 84 生活(建築設計・登記事務所)

生活 冠婚葬祭・結婚情報・仲人・結納品 85 生活(冠婚葬祭・結婚情報・仲人・結納品)

生活 掃除・家事代行・害虫駆除・ベビーシッター・警備 86 生活(掃除・家事代行・害虫駆除・ベビーシッター・警備)

生活 保育・託児所 87 生活(保育・託児所)

生活 保険代理店 88 生活(保険代理店)

生活 スーパー・コンビニ 89 生活(スーパー・コンビニ)

生活 たばこ 90 生活(たばこ)

生活 リサイクル・チケットショップ 91 生活(リサイクル・チケットショップ)

生活 その他 92 生活(その他)

趣味/娯楽/学習 書籍 93 趣味/娯楽/学習(書籍)

趣味/娯楽/学習 画材 94 趣味/娯楽/学習(画材)

趣味/娯楽/学習 スポーツ用品 95 趣味/娯楽/学習(スポーツ用品)

趣味/娯楽/学習 玩具・模型・ゲーム 96 趣味/娯楽/学習(玩具・模型・ゲーム)

趣味/娯楽/学習 楽器・CD・ビデオ 97 趣味/娯楽/学習(楽器・CD・ビデオ)

趣味/娯楽/学習 美術品・工芸品・絵画・掛け軸 98 趣味/娯楽/学習(美術品・工芸品・絵画・掛け軸)

趣味/娯楽/学習 ペット用品・ペットの美容室 99 趣味/娯楽/学習(ペット用品・ペットの美容室)

趣味/娯楽/学習 写真・カメラ・DPE 100 趣味/娯楽/学習(写真・カメラ・DPE)

趣味/娯楽/学習 旅行・トラベルセンター 101 趣味/娯楽/学習(旅行・トラベルセンター)

趣味/娯楽/学習 スポーツ教室・スポーツ施設・釣り池 102 趣味/娯楽/学習(スポーツ教室・スポーツ施設・釣り池)

趣味/娯楽/学習 学習塾 103 趣味/娯楽/学習(学習塾)

趣味/娯楽/学習 書道、絵画、生け花、陶芸、ガラス工芸教室 104 趣味/娯楽/学習(書道、絵画、生け花、陶芸、ガラス工芸教室)

趣味/娯楽/学習 編み物、和裁洋裁 105 趣味/娯楽/学習(編み物、和裁洋裁)

趣味/娯楽/学習 珠算、パソコン、音楽教室 106 趣味/娯楽/学習(珠算、パソコン、音楽教室)

趣味/娯楽/学習 外国語、幼児教育、各種教室 107 趣味/娯楽/学習(外国語、幼児教育、各種教室)

趣味/娯楽/学習 その他 108 趣味/娯楽/学習(その他)

卸 卸売業 109 卸(卸売業)


