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業種 中分類 小分類
細分類
番号

細分類 代表例

5211 米麦卸売業 米穀,麦類
5212 雑穀・豆類卸売業 雑穀,小麦粉,大豆,穀粉,落花生,でん粉,豆類(乾燥)
5213 野菜卸売業 青物,野菜,青物市場仲介業
5214 果実卸売業 果実,木の実,果物市場仲介業
5215 食肉卸売業 精肉,獣肉,牛肉,冷凍肉,豚肉,鳥肉,馬肉,畜産副生物(臓器、舌など)
5216 鮮魚卸売業 鮮魚,貝類,缶詰・瓶詰食品,塩干魚,海藻,生のり,中央卸売市場,地方卸売市場
5219 その他の農畜産物・

水産物卸売業
原皮,卵,原毛皮,はちみつ,原羽毛,わら類(加工品を除く),種実(製油用),生のり,
家畜,海藻,家きん卸売業(愛がん用を除く)

5221 砂糖・味噌・しょう
油卸売業

砂糖問屋,異性化糖,砂糖,味そ,角砂糖,しょう油,粉糖,たまり,氷砂糖

5222 酒類卸売業 酒,洋酒,酒問屋,果実,日本酒,味りん,洋酒問屋
5223 乾物卸売業 乾物問屋,こんぶ,乾物,干しきのこ,塩干魚,こんにゃく粉,乾燥卵,乾燥野菜,く

ん煙卵,干ぴょう,冷凍液卵,香辛料(からし、七味とうがらし、カレー粉など
5224 菓子・パン類卸売業 菓子,ビスケット,和菓子,あめ,洋菓子,あん,干菓子,水あめ,だ菓子,キャンデー,

甘納豆,塩豆,パン類,ピーナッツ菓子
5225 飲料卸売業 清涼飲料,コーヒー飲料,シロップ,果汁飲料,果汁,茶類飲料,ミネラルウォータ,

乳酸菌飲料,炭酸水
5226 茶類卸売業 茶,麦茶,はま茶,コーヒー,こぶ茶,ココア,紅茶,中国茶,はぶ茶
5227 牛乳・乳製品卸売業 酪農製品(牛乳、バター、チーズ、練乳、粉乳など),アイスクリーム
5229 その他の食料・飲料

卸売業
水産練製品(かまぼこ、はんぺん、ちくわなど),ハム・ベーコン・ソーセー
ジ,おでん材料,食用油,うどん・そば・中華そば,液卵,乾めん類(干しうどん、
そうめん、干しそばなど）,冷凍調理食品,納豆,レトルト食品,氷,食用油,アイ
スキャンデー,豆腐,酢,塩,ソース,なめ味そ,醸造調味料(味そ、しょう油を除
く),加工豆(煮豆、納豆など),イースト菌,缶詰食品,ベーキングパウダー,瓶詰
食品,塩蔵魚,つぼ詰食品,くん製品,塩蔵肉,食用油,豆腐,塩

各種食料品小売業 5811 各種食料品小売業 各種食料品店,食料雑貨店
5821 野菜小売業 野菜,八百屋
5822 果実小売業 果実,果物屋
5831 食肉小売(卵、鳥肉を

除く)
肉屋,肉製品,獣肉,魚肉ハム・ソーセージ,塩蔵肉,冷凍肉

5832 卵・鳥肉小売業 卵,鶏肉
鮮魚小売業 5841 鮮魚小売業 魚屋,川魚,鮮魚,冷凍魚,貝類,海藻(生のもの),かき
酒小売業 5851 酒小売業 酒屋

5861 菓子小売業 洋菓子,まんじゅう,和菓子,もち,干菓子,焼きいも屋,だ菓子,甘ぐり,せんべい,
アイスクリーム・アイスキャンデー,あめ,ドーナッツ,ケーキ

5862 パン小売業 パン
5891 コンビニエンススト

ア(飲食料品を中心と
するものに限る)

コンビニエンスストア

5892 牛乳小売業 牛乳,牛乳スタンド
5893 飲料小売業 清涼飲料,果汁飲料,ミネラルウォータ,乳酸菌飲料,茶類飲料
5894 茶類小売業 茶,豆茶,こぶ茶,麦茶,コーヒー,紅茶,ココア
5895 料理品小売業 そう菜屋,すし,折詰,煮豆,揚物,ハンバーガー店,駅弁売店,持ち帰り弁当屋,調

理パン(サンドイッチ、ハンバーガーなど),ピザ,おにぎり
5896 米穀類小売業 米麦,豆類,雑穀
5897 豆腐・かまぼこ等加

工食品小売業
豆腐,漬物,こんにゃく,たい味そ,納豆,ちくわ,つくだ煮,おでん材料

5898 乾物小売業 乾物屋,乾燥果実,干魚,こうや豆腐,干ぴょう,干しのり,ふ,くん製品,乾燥野菜,
海藻(乾燥したもの)

5899 他に分類されない飲
食料品小売業

氷,缶詰,乾めん類,乳製品(ヨーグルト、バター、チーズなど),インスタント
ラーメン,調味料(塩、味そ、しょう油、食酢、ソース、砂糖、食用油脂、香
辛料、七味とうがらしなど)

「新しい生活様式」取組支援事業対象業種一覧

野菜・果実小売業

食肉小売業

菓子・パン小売業
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その他の飲食料品小売業
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（別表１）

業種 中分類 小分類
細分類
番号

細分類 代表例

旅館，ホテル
7511 旅館，ホテル

シティホテル,駅前旅館,観光ホテル,割ぼう旅館,ビジネスホテル,民宿旅館(旅
館，ホテルに該当するもの)

簡易宿所
7521 簡易宿所

簡易宿所,カプセルホテル,ベッドハウス,民宿(簡易宿所に該当するもの),山小
屋

下宿業 7531 下宿業 下宿屋,下宿業

7591 会社・団体の宿泊所
会員宿泊所,保養所,共済組合宿泊所,ユースホステル,共済組合会館(宿泊設備
を有するもの),会社の宿泊所

7592 リゾートクラブ リゾートクラブ

7599
他に分類されない宿
泊業

合宿所,学生寮,会社の寄宿舎,キャンプ場,会社の独身寮

食堂，レストラン(専門料理店を除く)
7611

食堂，レストラン(専
門料理店を除く)

食堂,定食屋,大衆食堂,めし屋,お好み食堂,ファミリーレストラン(各種の料理
を提供するもの)

7621 日本料理店
てんぷら料理店,とんかつ料理店,うなぎ料理店,郷土料理店,川魚料理店,かに
料理点,精進料理店,牛丼店,鳥料理店,ちゃんこ鍋店,釜めし屋,しゃぶしゃぶ店,
お茶漬物屋,すき焼き店,にぎりめし屋,懐石料理店,沖縄料理店,割ぽう料理店

7622 料亭 料亭,待合

7623 中華料理店
中華料理店,四川料理店,上海料理店,台湾料理店,北京料理店,餃子店,広東料理
店,ちゃんぽん店

7624 ラーメン店 ラーメン店,中華そば店
7625 焼肉店 焼肉店

7629 その他の専門料理店
西洋料理店,印度料理店,フランス料理店,カレー料理店,イタリア料理店,エス
ニック料理店,スパゲティ店,無国籍料理店,朝鮮料理店

そば・うどん店 7631 そば・うどん店 そば屋,きしめん店,うどん店,ほうとう店
すし店 7641 すし店 すし屋
酒場，ビヤホール 7651 酒場，ビヤホール 大衆酒場,もつ焼屋,居酒屋,ダイニングバー,焼鳥屋,ビヤホール,おでん屋
バー，キャバレー，ナイ
トクラブ

7661
バー，キャバレー，
ナイトクラブ

バー,キャバレー,スナックバー,ナイトクラブ

喫茶店 7671 喫茶店 喫茶店,珈琲店,フルーツパーラー,カフェ,音楽喫茶
7691 ハンバーガー店 ハンバーガー店

7692
お好み焼・焼きそ
ば・たこ焼店

お好み焼店,たこ焼店,焼きそば店,もんじゃ焼店

7699
他に分類されない飲
食点

大福屋,甘味処,今川焼屋,アイスクリーム店,ところ天屋,サンドイッチ専門店,
氷水屋,フライドチキン店,甘酒屋,ドーナツ店,汁粉屋,ドライブイン(飲食店で
あって主たる飲食料品が不明なもの)

7711
持ち帰り飲食サービ
ス業

持ち帰りすし店,クレープ屋,持ち帰り弁当や,移動販売(調理を行うもの)

7721 配達飲食サービス業
宅配ピザ屋,給食センター,仕出し料理・弁当や,病院給食業,デリバリー専門
店,施設級職業,ケータリングサービス店,配食サービス業

7811 普通洗濯業 洗濯業,ランドリー業,クリーニング業,クリーニング工場
7812 洗濯物取次業 洗濯物取次所,クリーニング取次所
7813 リネンサプライ業 リネンサプライ業,貸ぞうきん業,貸おむつ業,貸モップ業,貸おしぼり業

理容業 7821 理容業 理容店,バーバー,理髪店,床屋
美容業 7831 美容業 美容室,ビューティサロン,美容院
一般公衆浴場業 7841 一般公衆浴場業 銭湯業

その他の公衆浴場業
7851 その他の公衆浴場業 温泉浴場業,スパ業,蒸しぶろ業,鉱泉浴場業,砂湯業,健康ランド,サウナぶろ業,

スーパー銭湯
7891 洗張・染物業 洗張業,京染屋,張物業,丸染屋,湯のし業,染直し業,染抜(しみぬき)業,色揚業,

染物業,染物取次業
7892 エステティック業 エステティックサロン,フットケア,美顔術業,アロマオイルトリートメント,

美容脱毛業,ヘッドセラピー,ボディケア,タラソテラピー(皮膚を美化して体
形を整えるもの),ハンドケア

7893 リラクゼーション業
(手技を用いるもの)

ボディケア,アロマオイルトリートメント,ハンドケア,ヘッドセラピー,フッ
トケア,タラソテラピー(心身の緊張を弛緩させるのみのもの)

7894 ネイルサービス業 ネイルサロン,ペディキュア業,マニキュア業
7899 他に分類されない洗

濯・理容・美容・浴
場業

コインシャワー業,ソープランド業,寝具消毒・乾燥業,ゲルマニウム温浴,コ
インランドリー業

宿
泊
業

その他の宿泊業

専門料理店

その他の飲食店

持ち帰り飲食サービス業

洗濯業

その他の洗濯・理容・美
容・浴場業

宿
泊
業
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業
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（別表１）

業種 中分類 小分類
細分類
番号

細分類 代表例

7911 旅行業 第一種旅行業,第三種旅行業,第二種旅行業
7912 旅行業者代理業 旅行業者代理業
7921 家事サービス業 仕込みのお手伝い(ハウスメイド)
7922 家事サービス業(住込

みでないもの)
家政婦,住込みでないお手伝い(ハウスメイド)

衣服裁縫修理業
7931 衣服裁縫修理業 衣服裁縫業,裏返し業,衣服修理業,和・洋服裁縫業(材料個人持ちのもの),更正

仕立直し業,かけはぎ業
物品預り業 7941 物品預り業 手荷物預り業,自転車預り業,荷物一時預り業,コインロッカー業

7951 火葬業 火葬業,火葬場
7952 墓地管理業 墓地管理業,納骨堂,霊園管理事務所
7961 葬儀業 葬儀屋,葬儀会館,斎場
7962 結婚式場業 結婚式場業
7963 冠婚葬祭互助会 冠婚葬祭互助会
7991 食品賃加業 小麦粉賃加工業,精米賃加工業,菓子賃加工業
7992 結婚相談業，結婚式

場紹介業
結婚相談所(営利的なもの),結婚式場紹介業,結婚紹介業

7993 写真プリント，現
像・焼付業

デジタルカメラ写真プリント業,写真修整業,写真現像・焼付業,DPE取次業

7999 主として他に分類さ
れない個人サービス
を提供する事業所を
いう

易断所,運転代行業,観相業,古綿打直し業,観光案内業(ガイド),綿打直し仲介
業,靴磨き業,チケット類売買業,ペット美容室,宝くじ売りさばき業,犬猫霊園
管理事務所,ハウスクリーニング業(個人宅)

映画館
8011 映画館 映画館,映画館賃貸業,映画劇場,ミニ・シアター,野外映画劇場,ビデオ・シア

ター
8021 劇場 劇場,劇場附属のダンシングチーム,劇場附属の劇団,劇場を持つ劇団,劇場附

属のオーケストラ,劇場賃貸業,劇場附属の歌劇団
8022 興行場 寄席,相撲興行場,演芸場,ボクシング場,見世物興行場,野球場(プロ野球興行

用),曲芸・軽業興行場,サーキット(プロのレース興行用)
8023 劇団 劇団(独立のもの),芸能プロダクション,歌劇団(独立のもの),コンサート,俳優

業(フリーのもの),ツアー業,演劇興行請負業
8024 楽団，舞踊団 楽団(独立のもの),舞踊団(独立のもの）,バンド(独立のもの),歌謡歌手業(フ

リーのもの)
8025 演芸・スポーツ等工

業団
寄席出演業,プロ野球段,見世物業,プロレス協会,曲芸・軽業段,落語家業,相撲
部屋,音曲業,ボクシングジム,漫才業,浪曲工業,プロサッカー団

8031 競輪場 私営競輪場,競輪場管理組合,民営競輪場,競輪場施設賃貸業,県営競馬場,競馬
場施設会社,競馬場(日本中央競馬会所属),市営モータポート競走場,競艇場施
設会社,市営小型自動車競走場,小型自動車競走施設会社

8032 競馬場 県営競馬場,競馬場施設会社,競馬場(日本中央競馬会所属)
8033 自動車・モータポー

トの競走場
市営モータポート競走場,競艇場施設会社,市営小型自動車競走場,小型自動車
競走施設会社

8034 競輪競技団 市営競輪事業部,自転車競技会,全国競輪施行者競技会,競輪選手団,日本自転
車振興会

8035 競馬競技団 市営競馬事務局,地方競馬全国協会,日本中央競馬会,競馬きゅう舎
8036 自動車・モータポー

トの競技団

日本小型自動車振興会,全国モータポート競走会連合会,小型自動車競走会,
モータポート競走会,小型自動車選手団,全国モータポート競走施行者競技会,
市競艇事業部(課)

8041 スポーツ施設提供業 陸上競技場,ローラスケート場,運動広場,サッカー場,バレーボール場,プール,
卓球場,公営野球場,クレー射撃場,公園運動場管理事務所,スケートリンク,乗
馬クラブ,アイススケート場,フィールドアスレチック場

8042 体育館 体育館
8043 ゴルフ場 ゴルフ場
8044 ゴルフ練習場 ゴルフ練習場
8045 ボウリング場 ボウリング場,ボウリングセンター
8046 テニス場 テニス場
8047 バッティング・テニ

ス練習場
バッティングセンター,テニス練習場

8048 フィットネスクラブ フィットネスクラブ,アスレチッククラブ,フィットネスジム

旅行業

家事サービス業

火葬・墓地管理業

冠婚葬祭業

他に分類されない生活関
連サービス業

興行場，興行団

競輪・競馬等の競走場，
競技団

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
，
娯
楽
業

そ
の
他
の
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業

娯
楽
業

スポーツ施設提供業
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（別表１）

業種 中分類 小分類
細分類
番号

細分類 代表例

8051 公園 公園,公園管理事務所,庭園
8052 遊園地(テーマパーク

を除く)
遊園地,遊園場

8053 テーマパーク テーマパーク
8061 ビリヤード場 ビリヤード場
8062 囲碁・将棋所 碁会所,将棋集会所,囲碁センター,将棋センター
8063 マージャンクラブ 麻雀クラブ,マージャン荘
8064 パチンコホール パチンコホール,じゃん球店,パチンコ店,パチスロ店,アレンジボール店
8065 ゲームセンター ゲームセンター,スロットマシン場
8069 その他の遊戯場 ビンゴゲーム場,射的場
8091 ダンスホール ダンスホール,ダンスホール賃貸業
8092 マリーナ業 マリーナ業,ヨットハーバー
8093 遊漁船業 遊漁船業,瀬渡船業，釣船業,船宿(釣船業)
8094 芸ぎ場 芸ぎ業,検番,置屋
8095 カラオケボックス業 カラオケボックス
8096 娯楽に付帯するサー

ビス業
プレイガイド,演劇俳優あっせん業,場外馬券売場,競輪・競馬等予想業,場外
車券売場,ゴルフ会員権買取販売業(売買あっせんを含む)

8099 他に分類されない娯
楽業

釣堀業,ジュークボックス業,金魚すくい業,ダイビングサービス業

公園，遊園地

遊戯場

その他の娯楽業
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