
飲食関係 

中分類７６－飲食店 

小分類  細分類 

番 号   番 号 

760  管理，補助的経済活動を行う事業所（76飲食店） 

 7600 主として管理事務を行う本社等 

  主として飲食店の事業所を統括する本社等として，自企業の経営を推進す

るための組織全体の管理統括業務等の現業以外の業務を行う事業所をい

う。 

  ○管理事務を行う本社・本所・本店・支社・支所 

 7609 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

  主として飲食店における活動を促進するため，同一企業の他事業所に対し

て，輸送，清掃，修理・整備，保安等の支援業務を行う事業所をいう。 

  ○自家用車庫；自家用修理工場：自家用補修所；自家用集荷所 

   

761  食堂，レストラン（専門料理店を除く） 

 7611 主として主食となる各種の料理品をその場所で飲食させる事業所をいう。

ただし，専門料理店，そば・うどん店，すし店など特定の料理をその場所で

飲食させる事業所は小分類［762，763，764］に分類される。 

  ○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（各種の料理を提

供するもの） 

  ×ファミリーレストラン（中華料理のみを提供するもの）［7623］；中華レストラン 

762  専門料理店 

 7621 日本料理店 

  主として特定の日本料理（そば，うどん，すしを除く）をその場所で飲食さ

せる事業所をいう。 

  ○てんぷら料理店；うなぎ料理店；川魚料理店；精進料理店；鳥料理店；釜めし屋；お茶

漬屋；にぎりめし屋；沖縄料理店；とんかつ料理店；郷土料理店；かに料理店；牛丼店；ち

ゃんこ鍋店；しゃぶしゃぶ店；すき焼き店；懐石料理店；割ぽう料理店 

  ×料亭［7622］；割ぽう旅館［7511］ 

 7622 料亭 

  主として日本料理を提供し，客に遊興飲食させる事業所をいう。 

  ○料亭；待合 

 7623 中華料理店 



  主として中華料理をその場所で飲食させる事業所をいう。 

  ○中華料理店；上海料理店；北京料理店；広東料理店；四川料理店；台湾料理店；ぎょう

ざ（餃子）店；ちゃんぽん店 

  ×中華そば店［7624］；ラーメン店［7624］ 

 7624 ラーメン店 

  主としてラーメンをその場所で飲食させる事業所をいう。 

  ○ラーメン店；中華そば店 

 7625 焼肉店 

  主として焼肉（自ら網で焼くもの）をその場所で飲食させる事業所をいう。 

  ○焼肉店 

  ×ステーキハウス［7629］；バーベキュー料理店［7629］；ジンギスカン料理店

［7629］；ホルモン焼店［7629］ 

 7629 その他の専門料理店 

  主として他に分類されない特定の料理をその場所で飲食させる事業所を

いう。 

  ○西洋料理店；フランス料理店；イタリア料理店；スパゲティ店；朝鮮料理店；印度料理

店；カレー料理店；エスニック料理店；無国籍料理店 

   

763  そば・うどん店 

 7631 そば・うどん店 

  主としてそばやうどんなどをその場所で飲食させる事業所をいう。 

  ○そば屋；うどん店；きしめん店；ほうとう店 

  ×中華そば店［7624］ 

   

764  すし店 

 7641 すし店 

  主としてすしをその場所で飲食させる事業所をいう。 

  ○すし屋 

  ×すし屋（持ち帰り専門店）［7711］；すし屋（宅配専門店）［7721］ 

   

765  酒場，ビヤホール 

 7651 酒場，ビヤホール 

  主として酒類及び料理をその場所で飲食させる事業所をいう。 

  ○大衆酒場；居酒屋；焼鳥屋；おでん屋；もつ焼屋；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 

 7661 バー，キャバレー，ナイトクラブ 

  主として洋酒や料理などを提供し，客に遊興飲食させる事業所をいう。 

  ○バー；スナックバー；キャバレー；ナイトクラブ 

   

767  喫茶店 

 7671 喫茶店 

  主としてコーヒー，紅茶，清涼飲料などの飲料や簡易な食事などをその場

所で飲食させる事業所をいう。 

  ○喫茶店；フルーツパーラー；音楽喫茶；珈琲店；カフェ 

  ×スナックバー［7661］ 

   

769  その他の飲食店 

 7691 ハンバーガー店 

  主としてハンバーガーをその場所で飲食させる事業所をいう。 

  ○ハンバーガー店 

  ×ハンバーガー店（持ち帰り専門店）［7711］ 

 7692 お好み焼・焼きそば・たこ焼店 

  主としてお好み焼，焼きそば，たこ焼をその場所で飲食させる事業所をい

う。 

  ○お好み焼店；焼きそば店；たこ焼店；もんじゃ焼店 

  ×お好み焼店（持ち帰り専門店）［7711］ 

 7699 他に分類されない飲食店 

  主として大福，今川焼，ところ天，汁粉，湯茶など他に分類されない飲食料

品をその場所で飲食させる事業所をいう。 

  ○大福屋；今川焼屋；ところ天屋；氷水屋；甘酒屋；汁粉屋；甘味処；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；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） 

  ×ドライブイン［飲食店であって主たる飲食料品が判明するものは，細分類7611，

7621，7623～7641，7671～7692のそれぞれに分類される］ 

 

 

 

 

 



中分類７７－持ち帰り・配達飲食サービス業 

小分類  細分類 

番 号   番号 

770  管理，補助的経済活動を行う事業所（77持ち帰り・配達飲食サービス業） 

 7700 主として管理事務を行う本社等 

  主として持ち帰り・配達飲食サービス業の事業所を統括する本社等とし

て，自企業の経営を推進するための組織全体の管理統括業務等の現業以

外の業務を行う事業所をいう。 

  ○管理事務を行う本社・本所・本店・支社・支所 

 7709 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

  主として持ち帰り・配達飲食サービス業における活動を促進するため，同

一企業の他事業所に対して，輸送，清掃，修理・整備，保安等の支援業務を

行う事業所をいう。 

  ○自家用車庫；自家用修理工場：自家用補修所；自家用集荷所 

   

771  持ち帰り飲食サービス業 

 7711 持ち帰り飲食サービス業 

  飲食することを主たる目的とした設備を有さず，客の注文に応じその場所

で調理した飲食料品を持ち帰る状態で提供する事業所をいう。 

従って，飲食料品を作り置き，客の求めに応じて，販売する事業所は，ここ

には含まない。 

なお，車両等を使い，不特定な場所において客の注文に応じ調理した飲食

料品を持ち帰る状態で提供する事業所もここに含める。 

  ○持ち帰りすし店；持ち帰り弁当屋；クレープ屋；移動販売（調理を行うもの） 

  ×持ち帰りすし店（他から仕入れたもの又は作り置きのもの）［5895］；持ち帰り弁当

屋（他から仕入れたもの又は作り置きのもの）［5895］；総菜屋（他から仕入れたもの

又は作り置きのもの）［5895］ 

   

772  配達飲食サービス業 

 7721 配達飲食サービス業 

  その事業所内で調理した飲食料品を，客の求める場所に届ける事業所及

び，客の求める場所において調理した飲食料品を提供する事業所をいう。

学校や病院，施設など特定された多人数に対して食事を客の求める場所

に届ける事業所を含む。 

  ○宅配ピザ屋；仕出し料理・弁当屋；デリバリー専門店；ケータリングサービス店；給食セ

ンター；病院給食業；施設給食業；配食サービス業__ 



中分類５２－飲食料品卸売業…農畜産物，水産物，食料品，飲料を仕入卸売する事業所 

小分類 細分類 

番 号 番 号 

520  管理，補助的経済活動を行う事業所（52飲食料品卸売業） 

 5200 主として管理事務を行う本社等 

  主として飲食料品卸売業の事業所を統括する本社等として，自企業の経営

を推進するための組織全体の管理統括業務，人事・人材育成，総務，財務・

経理，法務，知的財産管理，企画，広報・宣伝，調査・研究開発，生産・プロジ

ェクト管理，不動産管理，情報システム管理，保有資機材の管理，役務・資材

調達等の現業以外の業務を行う事業所をいう。 

  ○管理事務を行う本社・本所・本店・支社・支所 

 5208 自家用倉庫 

  飲食料品卸売業において，自企業の物品等を保管する事業所をいう。 

  ○自家用倉庫 

 5209 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

  主として飲食料品卸売業における活動を促進するため，同一企業の他事

業所に対して，輸送，清掃，修理・整備，保安等の支援業務を提供する事業

所をいう。 

  ○自家用車庫 

   

521  農畜産物・水産物卸売業 

 5211 米麦卸売業 

  主として米及び麦を卸売する事業所をいう。 

  ○米穀卸売業；麦類卸売業 

 5212 雑穀・豆類卸売業 

  主として雑穀及び豆類を卸売する事業所をいう。 

  ○雑穀卸売業；大豆卸売業；落花生卸売業；豆類（乾燥）卸売業；小麦粉卸売業；穀粉卸

売業；でん粉卸売業 

  ×加工豆卸売業（煮豆，納豆など）［5229］ 

 5213 野菜卸売業 

  主として生鮮野菜を卸売する事業所をいう。 

  ○青物卸売業；野菜卸売業；青物市場仲買業 

  ×中央卸売市場［9599］；地方卸売市場［9599］ 

 5214 果実卸売業 

  主として果実を卸売する事業所をいう。 



  ○果実卸売業；木の実卸売業；果物市場仲買業 

  ×中央卸売市場［9599］；地方卸売市場［9599］ 

 5215 食肉卸売業 

  主として食肉を卸売する事業所をいう。 

  ○精肉卸売業；牛肉卸売業；豚肉卸売業；馬肉卸売業；獣肉卸売業；冷凍肉卸売業；鳥肉

卸売業；畜産副生物卸売業（臓器，舌など） 

  ×塩蔵肉卸売業［5229］；くん製品卸売業［5229］；卵卸売業［5219］；缶詰・瓶詰食

品卸売業［5229］；馬くろう業［5598］；乾燥卵卸売業［5223］；原皮卸売業

［5219］；ハム・ベーコン・ソーセージ卸売業［5229］；と畜場［9521］ 

 5216 生鮮魚介卸売業 

  主として各種の鮮魚及び貝類を卸売する事業所をいう。 

  ○鮮魚卸売業；貝類卸売業；川魚卸売業；冷凍魚卸売業 

  ×塩蔵魚卸売業［5229］；缶詰・瓶詰食品卸売業［5229］；塩干魚卸売業［5223］；海

藻卸売業［5219］；生のり卸売業［5219］；中央卸売市場［9599］；地方卸売市場

［9599］ 

 5219 その他の農畜産物・水産物卸売業 

  主としてその他の農畜産物及び水産物を卸売する事業所をいう。 

  ○原皮卸売業；原毛皮卸売業；原羽毛卸売業；種実卸売業（製油用）；家畜卸売業；家き

ん卸売業（愛がん用を除く）；卵卸売業；はちみつ卸売業；わら類卸売業（加工品を除く）；

生のり卸売業；海藻卸売業 

  ×缶詰・瓶詰食品卸売業［5229］；愛がん用家きん卸売業［5599］；愛がん用動物卸売

業［5599］；観賞用魚卸売業［5599］；乾燥卵卸売業［5223］；種実卸売業（製油用を

除く）［5599］；植木卸売業［5599］；花卸売業［5599］；酪農製品卸売業（バター， 

チーズなど）［5227］；わら工品卸売業［5512］；ハム・ベーコン・ソーセージ卸売業

［5229］ 

522  食料・飲料卸売業 

 5221 砂糖・味そ・しょう油卸売業 

  主として砂糖類，味そ及びしょう油を卸売する事業所をいう。 

  ○砂糖問屋；砂糖卸売業；角砂糖卸売業；粉糖卸売業；氷砂糖卸売業；異性化糖卸売業；

味そ卸売業；しょう油卸売業；たまり（溜）卸売業 

  ×はちみつ卸売業［5219］；あめ卸売業［5224］；シロップ卸売業［5225］；なめ味そ

卸売業［5229］；塩卸売業［5229］；ソース卸売業［5229］ 

 5222 酒類卸売業 

  主として酒類を卸売する事業所をいう。 

  ○酒卸売業；酒問屋；日本酒卸売業；洋酒問屋；洋酒卸売業；果実酒卸売業；味りん卸売



業 

 5223 乾物卸売業 

  主として乾物類を卸売する事業所をいう。 

  ○乾物問屋；乾物卸売業；塩干魚卸売業；乾燥卵卸売業； 

くん（燻）煙卵卸売業；冷凍液卵卸売業；粉卵卸売業；干しのり卸売業；干し海藻卸売業；

こんぶ卸売業；干しきのこ卸売業；こんにゃく粉卸売業；乾燥野菜卸売業；干ぴょう卸売

業；香辛料卸売業（からし，七味とうがらし，カレー粉などを含む）；こうや（高野）豆腐卸

売業；ふ（麩）卸売業；寒天卸売業 

  ×納豆卸売業［5229］；乾めん類卸売業［5229］；卵卸売業［5219］；液卵卸売業

［5229］；落花生卸売業［5212］ 

 5224 菓子・パン類卸売業 

  主として菓子及びパン類を卸売する事業所をいう。 

  ○菓子卸売業；和菓子卸売業；洋菓子卸売業；干菓子卸売業；だ菓子卸売業；甘納豆卸

売業；パン類卸売業；ビスケット卸売業；あめ卸売業；あん卸売業；水あめ卸売業；キャン

デー卸売業；塩豆卸売業；ピーナッツ菓子卸売業 

  ×アイスキャンデー卸売業［5229］；アイスクリーム卸売業［5227］ 

 5225 飲料卸売業（別掲を除く） 

  主として酒類及び牛乳以外の各種の飲料（缶詰，瓶詰を含む）を卸売する

事業所をいう。 

  ○清涼飲料卸売業；シロップ卸売業；果汁卸売業；ミネラルウォータ卸売業；炭酸 

水卸売業；コーヒー飲料卸売業；果汁飲料卸売業；茶類飲料卸売業；乳酸菌飲料卸売業 

  ×果実酒卸売業［5222］；酒卸売業［5222］；牛乳卸売業［5227］ 

 5226 茶類卸売業 

  主として各種の茶及び類似品を卸売する事業所をいう。 

  ○茶卸売業；はま茶卸売業；こぶ茶卸売業；紅茶卸売業；はぶ茶卸売業；麦茶卸売業；コ

ーヒー卸売業；ココア卸売業；中国茶卸売業 

  ×茶類飲料卸売業［5225］；コーヒー飲料卸売業［5225］ 

 5227 牛乳・乳製品卸売業 

  主として牛乳及び乳製品を卸売する事業所をいう。 

  ○酪農製品卸売業（牛乳，バター，チーズ，練乳，粉乳など）；アイスクリーム卸売業 

 5229 その他の食料・飲料卸売業 

  主としてその他の食料及び飲料を卸売する事業所をいう。 

  ○水産練製品卸売業（かまぼこ，はんぺん，ちくわなど）；おでん材料卸売業；うどん・そ

ば・中華そば卸売業；乾めん類卸売業（干しうどん，そうめん，干しそばなど）；納豆卸売

業；氷卸売業；アイスキャンデー卸売業；酢卸売業；ソース卸売業；醸造調味料卸売業（味



そ，しょう油を除く）；イースト菌卸売業；ベーキングパウダー卸売業；塩蔵肉卸売業；塩

蔵魚卸売業；くん製品卸売業；ハム・ベーコン・ソーセージ卸売業；食用油卸売業；液卵卸

売業；冷凍調理食品卸売業；レトルト食品卸売業；食用油脂卸売業；豆腐卸売業；塩卸売

業；なめ味そ卸売業；加工豆卸売業（煮豆，納豆など）；缶詰食品卸売業；瓶詰食品卸売

業；つぼ詰食品卸売業 

  ×塩干魚卸売業［5223］；冷凍魚卸売業［5216］；清涼飲料卸売業［5225］；果汁飲料

卸売業［5225］；コーヒー飲料卸売業［5225］__ 

 

 

小分類432－一般乗用旅客自動車運送業 

小分類   細分類 

番 号   番 号 

432  一般乗用旅客自動車運送業 

 4321 一般乗用旅客自動車運送業 

  乗車定員10人以下の自動車を貸切って有償で旅客の運送を行う事業所

をいう。  

  ○ハイヤー業；タクシー業；福祉タクシー業  

              ※運転代行業を含む 

 

細分類8095－カラオケボックス業 

小分類   細分類 

番 号   番 号 

809  その他の娯楽業 

 8095 カラオケボックス業 

  個室において、主としてカラオケを行うための施設を提供する事業所をい

う。  

  ○カラオケボックス 

  ×バー［7661］；スナックバー［7661］；ナイトクラブ［7661］；酒場［7651］；ビヤホー

ル［7651］；喫茶店［7671］ 

 

 

 

 

 

 

 



観光関係 

中分類７５－宿泊業 

小分類  細分類 

番 号   番 号 

750  管理，補助的経済活動を行う事業所（75宿泊業） 

 7500 主として管理事務を行う本社等 

  主として宿泊業の事業所を統括する本社等として，自企業の経営を推進す

るための組織全体の管理統括業務等の現業以外の業務を行う事業所をい

う。 

  ○管理事務を行う本社・本所・本店・支社・支所 

 7509 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

  主として宿泊業における活動を促進するため，同一企業の他事業所に対し

て，輸送，清掃，修理・整備，保安等の支援業務を行う事業所をいう。 

  ○自家用車庫；自家用修理工場：自家用補修所 

   

751  旅館，ホテル 

 7511 旅館，ホテル 

  主として短期間（通例，日を単位とする）宿泊等を一般公衆に提供する営利

的な事業所をいう。 

多数人が共用する構造設備を主とする簡易宿所は小分類752［7521］

に，長期滞在を原則とする下宿業は小分類753［7531］に分類される。 

  ○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（旅館，ホテ 

ルに該当するもの） 

  ×割ぽう料理店［7621］；ベッドハウス［7521］；山小屋［7521］ 

   

752  簡易宿所 

 7521 簡易宿所 

  宿泊する場所が主として多数人で共用する構造及び設備であって宿泊等

を一般公衆に提供する営利的な事業所をいう。 

  ○簡易宿泊所；ベッドハウス；山小屋；カプセルホテル；民宿（簡易宿所に該当するもの） 

  ×会社の宿泊所［7591］；合宿所［7599］；ユースホステル［7591］；ウィークリーマン

ション賃貸業［6921］；貸別荘業［6921］ 

   

753  下宿業 



 7531 下宿業 

  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事業所

又は寝具を提供して宿泊させる事業所をいう。 

住宅及び住宅の一部を賃貸する事業所は大分類Ｋ－不動産業，物品賃貸

業［6921，6922］に分類される。 

  ○下宿屋；下宿業 

  ×アパート業［6921］；貸家業［6921］；貸間業［6922］；会社の寄宿舎［7599］ 

   

759  その他の宿泊業 

 7591 会社・団体の宿泊所 

主として短期間（通例，日を単位とする）会社・団体の所属員など，特定の

対象のみに宿泊等を提供する事業所をいう。 

  ○会員宿泊所；共済組合宿泊所；共済組合会館（宿泊設備を有するもの）；保養所；ユー

スホステル；会社の宿泊所 

  ×宿所提供施設［8599］ 

 7592 リゾートクラブ 

  主として預託金制，共有制により利用権を取得した会員に宿泊施設又は宿

泊施設を核とするリゾート施設を提供する事業所をいう。 

  ○リゾートクラブ 

  ×リゾートマンション分譲業［6811］；別荘分譲業［6811］；ユースホステル［7591］ 

 7599 他に分類されない宿泊業 

  他に分類されない宿泊等を提供する事業所をいう。 

社会福祉施設の宿泊所は大分類Ｐ－医療，福祉［85］に分類される。 

  ○合宿所；会社の寄宿舎；会社の独身寮；学生寮；キャンプ場 

  ×宿所提供施設［8599］；母子生活支援施設［8539］ 

 

 

小分類791－旅行業 

小分類  細分類 

番 号   番 号 

791  旅行業 

 7911 旅行業（旅行業者代理業を除く） 

  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所をいう。  

  ○第一種旅行業；第二種旅行業；第三種旅行業  



×定期観光バス業［4311］；観光協会［4899］；観光案内業［7999］；通訳業，通訳案

内業［7293］  

 7912 旅行業者代理業  

  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所をいう。 

  ○旅行業者代理業  

  ×定期観光バス業；［4311］；運送代理店［4831］；観光協会［4899］；観光案内業

［7999］；通訳業，通訳案内業［7293］  

 

 

小分類433－一般貸切旅客自動車運送業 

小分類  細分類 

番 号   番 号 

433  一般貸切旅客自動車運送業 

 4331 一般貸切旅客自動車運送業 

  乗車定員11人以上の自動車を貸切って有償で旅客の運送を行う事業所を

いう。 

  ○貸切バス業 

  ×貸自動車業［7041］ 

 

 


