
≪新 業種分類表≫ 2014年1月

業種（中分類）
業種小分類

コード
業種（小分類）

業種細分類
コード

業種（細分類） 備考

101 百貨店 デパート

102 スーパー（Ｌ） 大型総合スーパー　　1,000㎡以上のスーパー　　チェーン展開をしているスーパー

103 スーパー（Ｓ） 「スーパー（L）」以外のスーパー

103 スーパー（Ｓ） 01 コンビニエンスストア コンビニエンスストア

104 ショッピングセンター 駅ビル　　ファッションビル　　ショッピングモール　アウトレットモール　大型スーパーの専門店街のみのチラシ

105 市場・商店街 市場・商店街　　地元商店街の連合チラシ

106 その他総合小売り 101～105、106-1以外の総合小売(実質的には空欄）

106 その他総合小売り 01 通信販売 通信販売（例：ベルーナ、千趣会、ジャパネットたかた）総合的に商品を扱うもの→単品の通販は含まない

食品小売（１１０） 111 一般食品
食料品全般　　食料品を専門に扱う店［生鮮品（八百屋　魚屋　肉屋）　酒屋　菓子店　パン・ケーキ店　米　お茶（通販含
む）］　　個人商店

112 健康・自然食品 健康食品　　ダイエット食品　　美容食品　　自然食品を扱う店　通信販売を含む

121 紳士服専門店 紳士服量販店　　紳士服店

122 時計・眼鏡・宝石
時計店　　メガネ店　　コンタクト　　宝石・装飾雑貨・貴金属（宝石のリフォームも含む）
展示即売（例：宝石のみ販売）

123 靴・履物 靴・履物専門店（通販含む）

124 呉服 着物・帯　　和装用品

125 寝具 布団・寝具専門店

126 その他衣料・身の回り品 婦人・子供服店　衣料用品店（通販含む）　　カジュアル服専門店　　カバン

その他小売（１３０） 131 家電
家電・電気製品専門店（電気店の携帯電話販売も含む）　　カメラ店　　照明器具　　音響製品
OA機器・ショールーム　　パソコン・ワープロ販売店

132 家具・インテリア 家具類全般　　家具・インテリア用品店　　ベッド　　カーテン

133 仏壇 仏具・仏壇専門店

133 仏壇 01 墓石 墓石・石材販売

134 ＨＣ・ディスカウントストアー ホームセンター　　DIYショップ　　日用雑貨等のディスカウントショップ

135 自動車
自動車販売　　中古車　　バイク　　自転車
大型車（クレーン車など）は含まない（⇒「その他小売」で分類する）

135 自動車 01 車検・整備 車検　整備

136 カー用品 自動車用品販売店　　タイヤ・カー用品店

137 スポーツ・レジャー用品 スポーツ用品店　　ゴルフ用品　　釣具　　アウトドア・レジャー・キャンプ用品店　　　 ※屋外でするもの

138 玩具・教材・趣味                     
ゲーム　　おもちゃ　　楽器（ピアノなど）　　人形店　手芸用品・布生地・毛糸　※屋内でするもの
教材の通信販売（例：一分の一、ベネッセ（はんど＆はあと、こどもちゃれんじ）

139 薬品・化粧品・洗剤 薬品・化粧品・洗剤（139-1、139-2、139-3に該当しないものが入ります。実質空欄）

139 薬品・化粧品・洗剤 01 ドラッグストア ドラッグストアチェーン　個人経営の薬局・化粧品店（店舗販売）

139 薬品・化粧品・洗剤 02 薬品・化粧品（通販） 薬品・化粧品の通信販売

139 薬品・化粧品・洗剤 03 薬品・農薬 殺虫剤・農薬

140 その他小売
書店　　ビデオ・CD・ＤＶＤ販売店　　文房具・事務用品　　はんこ販売　　ギフト販売店　　補聴器　　美顔用具・痩身用具
ガラス店　　ミシン　　花屋　　農業資材・農機具　苗・肥料・植木　ペット販売　　かつら販売　　開運グッズ

大型車（除雪機、クレーン車、リフト車）　雑貨店・100円ショップ　ベビー用品店(衣類以外も販売するもの）
140 その他小売 01 リサイクルショップ リサイクルショップ　　金・プラチナ買取　　その他買取・販売　質屋

140 その他小売 02 展示即売 絵画・ギャラリー　　ブランド処分チラシ　　会場を借りて商品を販売するもの

サービス（２００） 201 外食・ケータリング・テイクアウト
店内で飲食できる店（レストラン、居酒屋、ファーストフード）　　デリバリー（出前・宅配ピザ、食材料宅配）
テイクアウト（持ち帰り弁当屋・移動販売のたこ焼き・焼き鳥・たい焼き店）

202 エステティック エステティックサロン　　脱毛　痩身（ミミツボダイエット除く）

203 引越サービス 引越し　　宅急便・宅配便

204 旅行 旅行の案内　　旅行代理店　JR（東日本旅客鉄道－びゅう）　　フェリー（客船）

205 パチンコ店 パチンコ　スロット

総合小売（１００）

衣料・身回品（１２０）
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業種（中分類）
業種小分類

コード
業種（小分類）

業種細分類
コード

業種（細分類） 備考

サービス（２００） 206 その他サービス・娯楽
写真・フォトスタジオ　　清掃　クリーニング店　家事代行　　耳つぼダイエット　リラクゼーションサロン
家電修理　　劇団・コンサート・お笑いショーなどの興行

206 その他サービス・娯楽 01 レンタル業 レンタル業（ビデオ、ＤＶＤ、ＣＤ）　　レンタカー

206 その他サービス・娯楽 02 ホテル・旅館 ホテル　　旅館　　日帰り温泉・銭湯含む

206 その他サービス・娯楽 03 アミューズメント施設 ゲームセンター　　アミューズメント　　カラオケ　　ボウリング場　　インターネットカフェ

206 その他サービス・娯楽 04 レジャー施設・公園 遊園地　　公園　　映画館　　動物園　　水族館　スポーツ施設（スキー・テニス・プール・スケートなど会員制でない施設）

206 その他サービス・娯楽 05 ガソリンスタンド フルサービスステーション（ガソリンスタンドで行う車検、タイヤ・カー用品販売含む）

206 その他サービス・娯楽 06 理・美容 美容院　　理髪店　　アートメイク　ネイルサロン

206 その他サービス・娯楽 07 冠婚葬祭 結婚式場　　葬儀場　　互助会

206 その他サービス・娯楽 08 介護関連 養護老人ホーム　　介護施設　　介護タクシー　　リハビリセンター　　高齢者用介護付マンション

206 その他サービス・娯楽 09 営繕修理・リフォーム
営繕修理（水道・水周り修理、壁紙、カーペット等の張り替え）　内装工事　風呂・キッチン・トイレ等部分リフォーム
カーポート　エクステリア　ガーデンリフォーム　屋根張り替え・塗装　オール電化・ソーラーパネル　白アリ駆除

301 塾・予備校 進学塾　　予備校　　家庭教師

302 各種スポーツ施設･教室 会員制スポーツクラブ・施設　　スポーツ教室

カルチャースクール・各種学校・教室　　英会話スクール・子供英会話　　ピアノ教室

自動車教習所　　パソコン　　そろばん　　資格取得スクール　　料理・着物着付・音楽等各種教室

303 その他各種学校 01 学校 大学　専門学校　高校　幼稚園　保育所
新築（４１０） 411 マンション 新築マンション

412 建て売り 新築一戸建て販売のチラシ　　新築建売

421 土地 土地だけを販売するチラシ　　分譲地・宅地・別荘地

422 企画住宅･展示場 各メーカーのモデルハウスを集めた展示場（例：郡山北総合住宅公園）

423 建替え・リフォーム 増築・改築　家のリフォーム

424 霊園 霊園業

425 仲介その他
中古建て売り（築年数・築月日が書いてある建て売り）　　賃貸・中古マンション・マンション経営
アパート・アパート経営　　不動産仲介業者　　貸駐車場

金融（５００） 501 消費者金融 銀行以外の金融機関　　消費者金融　　キャッシング

502 銀行・証券・保険 銀行　信用金庫　証券会社　生命・保険会社　共済（県民共済、労働者共済など）

その他（６００） 601 官公庁
都道府県・市区町村　　役場　　警察署　　税務署　　水道局　　裁判所　　刑務所
労働局職業安定課（職業サポートセンター）ハローワーク　　教育委員会　　中央省庁

602 ミニコミ・タウン紙 情報紙　　※連合企画（求人以外の異業種の連合）

603 求人企画（連合）
連合求人広告（各種企業の求人を共同で掲載した広告）
　　※スーパーの店員募集チラシは「スーパー」で業種を分類　人材派遣業は「その他」

604 情報・通信・マスコミ テレビ　　ラジオ　　新聞社　　出版社　　ケーブルＴＶ　　電話通信機器取扱店（＝通信業、NTT・プロバイダ・ＫＤＤＩ）

604 情報・通信・マスコミ 01 携帯電話 携帯電話専門店
605 メーカー メーカーによる商品・サービスの告知広告（欠陥商品回収告知、イメージ広告、キャンペーン告知、治験等）※販売以外

606 寺・神社　　講演　　時刻表　　農協（ＪＡ）　一般企業　製造業　人材派遣業　　司法書士・法律事務所

※「その他小売」、「その他サービス・娯楽」に入らないもの、営利を目的としないもの
606 その他 01 病院 病院　　歯科　　接骨院　　美容外科・〇〇クリニック　　気功・整体　　鍼・灸　　カイロプラクティック　　動物病院

606 その他 02 政党・議会・選挙 政党・政治団体　　議会報告　　選挙広報　　選挙管理委員会

606
その他 03 各種団体

○○実行委員会（お祭り・花火大会・イベント）
官公庁以外の機関・団体・組合（社会福祉・慈善団体、労働組合等）

606 その他 04 占い 占い（高島易断など）

303 その他各種学校

その他

その他不動産
（４２０）

各種学校（３００）


