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大分類Ｅ－製造業（１） 

中分類 小分類 業 種 細 分 類 番 号 

パルプ・紙・ 

紙加工品製造業 

管理，補助的経済活動を行う 

事業所 

1400 主として管理事務を行う本社等 

1409 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

パルプ製造業 1411 パルプ製造業 

紙製造業 1421 洋紙製造業 

1422 板紙製造業 

1423 機械すき和紙製造業 

1424 手すき和紙製造業 

加工紙製造業 1431 塗工紙製造業（印刷用紙を除く） 

1432 段ボール製造業 

1433 壁紙・ふすま紙製造業 

紙製品製造業 1441 事務用・学用紙製品製造業 

1442 日用紙製品製造業 

1449 その他の紙製品製造業 

紙製容器製造業 1451 重包装紙袋製造業 

1452 角底紙袋製造業 

1453 段ボール箱製造業 

1454 紙器製造業 

その他のパルプ・紙・ 

紙加工品製造業 

1499 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 

印刷・同関連業 管理，補助的経済活動を行う 

事業所 

1500 主として管理事務を行う本社等 

1509 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

印刷業 1511 オフセット印刷業（紙に対するもの） 

1512 オフセット印刷以外の印刷業（紙に対するもの） 

1513 紙以外の印刷業 

製版業 1521 製版業 

製本業，印刷物加工業 1531 製本業 

1532 印刷物加工業 

印刷関連サービス業 1591 印刷関連サービス業 

化学工業 管理，補助的経済活動を行う 

事業所 

1600 主として管理事務を行う本社等 

1609 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

化学肥料製造業 1611 窒素質・りん酸質肥料製造業 

1612 複合肥料製造業 

1619 その他の化学肥料製造業 

無機化学工業製品製造業 1621 ソーダ工業 

1622 無機顔料製造業 

1623 圧縮ガス・液化ガス製造業 

1624 塩製造業 

1629 その他の無機化学工業製品製造業 
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大分類Ｅ－製造業（２） 

中分類 小分類 業 種 細 分 類 番 号 

化学工業 有機化学工業製品製造業 1631 石油化学系基礎製品製造業 

（一貫して生産される誘導品を含む） 

1632 脂肪族系中間物製造業（脂肪族系溶剤を含む） 

1633 発酵工業 

1634 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業 

1635 プラスチック製造業 

1636 合成ゴム製造業 

1639 その他の有機化学工業製品製造業 

油脂加工製品・石けん・合成洗剤・

界面活性剤・塗料製造業 

1641 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業 

1642 石けん・合成洗剤製造業 

1643 界面活性剤製造業（石けん，合成洗剤を除く） 

1644 塗料製造業 

1645 印刷インキ製造業 

1646 洗浄剤・磨用剤製造業 

1647 ろうそく製造業 

医薬品製造業 1651 医薬品原薬製造業 

1652 医薬品製剤製造業 

1653 生物学的製剤製造業 

1654 生薬・漢方製剤製造業 

1655 動物用医薬品製造業 

化粧品・歯磨・その他の 

化粧用調整品製造業 

1661 仕上用・皮膚用化粧品製造業 

（香水，オーデコロンを含む） 

1662 頭髪用化粧品製造業 

1669 その他の化粧品・歯磨・化粧用調整品製造業 

その他の化学工業 1691 火薬類製造業 

1692 農薬製造業 

1693 香料製造業 

1694 ゼラチン・接着剤製造業 

1695 写真感光材料製造業 

1696 天然樹脂製品・木材化学製品製造業 

1697 試薬製造業 

1699 他に分類されない化学工業製品製造業 
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大分類Ｅ－製造業（３） 

中分類 小分類 業 種 細 分 類 番 号 

窯業・土石製品 

製造業 

管理，補助的経済活動を行う 

事業所 

2100 主として管理事務を行う本社等 

2109 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

ガラス・同製品製造業 2111 板ガラス製造業 

2112 板ガラス加工業 

2113 ガラス製加工素材製造業 

2114 ガラス容器製造業 

2115 理化学用・医療用ガラス器具製造業 

2116 卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業 

2117 ガラス繊維・同製品製造業 

2119 その他のガラス・同製品製造業 

セメント・同製品製造業 2121 セメント製造業 

2122 生コンクリート製造業 

2123 コンクリート製品製造業 

2129 その他のセメント製品製造業 

建設用粘土製品製造業 

（陶磁器製を除く) 

2131 粘土かわら製造業 

2132 普通れんが製造業 

2139 その他の建設用粘土製品製造業 

陶磁器・同関連製品製造業 2141 衛生陶器製造業 

2142 食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業 

2143 陶磁器製置物製造業 

2144 電気用陶磁器製造業 

2145 理化学用・工業用陶磁器製造業 

2146 陶磁器製タイル製造業 

2147 陶磁器絵付業 

2148 陶磁器用はい（坏）土製造業 

2149 その他の陶磁器・同関連製品製造業 

耐火物製造業 2151 耐火れんが製造業 

2152 不定形耐火物製造業 

2159 その他の耐火物製造業 

炭素・黒鉛製品製造業 2161 炭素質電極製造業 

2169 その他の炭素・黒鉛製品製造業 

研磨材・同製品製造業 2171 研磨材製造業 

2172 研削と石製造業 

2173 研磨布紙製造業 

2179 その他の研磨材・同製品製造業 

骨材・石工品等製造業 2181 砕石製造業 

2182 再生骨材製造業 

2183 人工骨材製造業 

2184 石工品製造業 

2185 けいそう土・同製品製造業 

2186 鉱物・土石粉砕等処理業 
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大分類Ｅ－製造業（４） 

中分類 小分類 業 種 細 分 類 番 号 

窯業・土石製品 

製造業 

その他の窯業・土石製品製造業 2191 ロックウール・同製品製造業 

2192 石こう（膏）製品製造業 

2193 石灰製造業 

2194 鋳型製造業（中子を含む） 

2199 他に分類されない窯業・土石製品製造業 

鉄鋼業 管理，補助的経済活動を行う 

事業所 

2200 主として管理事務を行う本社等 

2209 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

製鉄業 2211 高炉による製鉄業 

2212 高炉によらない製鉄業 

2213 フェロアロイ製造業 

製鋼・製鋼圧延業 2221 製鋼・製鋼圧延業 

製鋼を行わない鋼材製造業 

（表面処理鋼材を除く） 

2231 熱間圧延業（鋼管，伸鉄を除く） 

2232 冷間圧延業（鋼管，伸鉄を除く） 

2233 冷間ロール成型形鋼製造業 

2234 鋼管製造業 

2235 伸鉄業 

2236 磨棒鋼製造業 

2237 引抜鋼管製造業 

2238 伸線業 

2239 その他の製鋼を行わない鋼材製造業 

（表面処理鋼材を除く) 

表面処理鋼材製造業 2241 亜鉛鉄板製造業 

2249 その他の表面処理鋼材製造業 

鉄素形材製造業 2251 銑鉄鋳物製造業（鋳鉄管，可鍛鋳鉄を除く） 

2252 可鍛鋳鉄製造業 

2253 鋳鋼製造業 

2254 鍛工品製造業 

2255 鍛鋼製造業 

その他の鉄鋼業 2291 鉄鋼シャースリット業 

2292 鉄スクラップ加工処理業 

2293 鋳鉄管製造業 

2299 他に分類されない鉄鋼業 

非鉄金属製造業 管理，補助的経済活動を行う 

事業所 

2300 主として管理事務を行う本社等 

2309 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

非鉄金属第１次製錬・精製業 2311 銅第１次製錬・精製業 

2312 亜鉛第１次製錬・精製業 

2319 その他の非鉄金属第１次製錬・精製業 
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大分類Ｅ－製造業（５） 

中分類 小分類 業 種 細 分 類 番 号 

非鉄金属製造業 非鉄金属第２次製錬・精製業 

（非鉄金属合金製造業を含む） 

2321 鉛第２次製錬・精製業（鉛合金製造業を含む) 

2322 アルミニウム第２次製錬・精製業 

（アルミニウム合金製造業を含む） 

2329 その他の非鉄金属第２次製錬・精製業 

（非鉄金属合金製造業を含む） 

非鉄金属・同合金圧延業 

（抽伸，押出しを含む） 

2331 伸銅品製造業 

2332 アルミニウム・同合金圧延業 

（抽伸，押出しを含む） 

2339 その他の非鉄金属・同合金圧延業 

（抽伸，押出しを含む） 

電線・ケーブル製造業 2341 電線・ケーブル製造業 

（光ファイバケーブルを除く） 

2342 光ファイバケーブル製造業 

（通信複合ケーブルを含む） 

非鉄金属素形材製造業 2351 銅・同合金鋳物製造業（ダイカストを除く） 

2352 非鉄金属鋳物製造業 

（銅・同合金鋳物及びダイカストを除く） 

2353 アルミニウム・同合金ダイカスト製造業 

2354 非鉄金属ダイカスト製造業 

（アルミニウム・同合金ダイカストを除く） 

2355 非鉄金属鍛造品製造業 

その他の非鉄金属製造業 2391 核燃料製造業 

2399 他に分類されない非鉄金属製造業 

金属製品製造業 管理，補助的経済活動を行う 

事業所 

2400 主として管理事務を行う本社等 

2409 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

ブリキ缶・その他のめっき板等 

製品製造業 

2411 ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業 

洋食器・刃物・手道具・金物類 

製造業 

2421 洋食器製造業 

2422 機械刃物製造業 

2423 利器工匠具・手道具製造業（やすり，のこぎり，食卓

用刃物を除く） 

2424 作業工具製造業 

2425 手引のこぎり・のこ刃製造業 

2426 農業用器具製造業（農業用機械を除く） 

2429 その他の金物類製造業 

暖房・調理等装置，配管工事用附属

品製造業 

2431 配管工事用附属品製造業 

（バルブ，コックを除く） 

2432 ガス機器・石油機器製造業 

2433 温風・温水暖房装置製造業 

2439 その他の暖房・調理装置製造業 

（電気機械器具，ガス機器，石油機器を除く） 
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大分類Ｅ－製造業（６） 

中分類 小分類 業 種 細 分 類 番 号 

金属製品製造業 建設用・建築用金属製品製造業 

（製缶板金業を含む) 

2441 鉄骨製造業 

2442 建設用金属製品製造業（鉄骨を除く） 

2443 金属製サッシ・ドア製造業 

2444 鉄骨系プレハブ住宅製造業 

2445 建築用金属製品製造業 

（サッシ，ドア，建築用金物を除く） 

2446 製缶板金業 

金属素形材製品製造業 2451 アルミニウム・同合金プレス製品製造業 

2452 金属プレス製品製造業 

（アルミニウム・同合金を除く） 

2453 粉末や金製品製造業 

金属被覆・彫刻業，熱処理業 

（ほうろう鉄器を除く） 

2461 金属製品塗装業 

2462 溶融めっき業（表面処理鋼材製造業を除く） 

2463 金属彫刻業 

2464 電気めっき業（表面処理鋼材製造業を除く） 

2465 金属熱処理業 

2469 その他の金属表面処理業 

金属線製品製造業 

（ねじ類を除く) 

2471 くぎ製造業 

2479 その他の金属線製品製造業 

ボルト・ナット・リベット・ 

小ねじ・木ねじ等製造業 

2481 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・ 

木ねじ等製造業 

その他の金属製品製造業 2491 金庫製造業 

2492 金属製スプリング製造業 

2499 他に分類されない金属製品製造業 

電子部品・ 

デバイス・ 

電子回路製造業 

管理，補助的経済活動を行う 

事業所 

2800 主として管理事務を行う本社等 

2809 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

電子デバイス製造業 2811 電子管製造業 

2812 光電変換素子製造業 

2813 半導体素子製造業（光電変換素子を除く） 

2814 集積回路製造業 

2815 液晶パネル・フラットパネル製造業 

電子部品製造業 2821 抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業 

2822 音響部品・磁気ヘッド・小形モータ製造業 

2823 コネクタ・スイッチ・リレー製造業 

記録メディア製造業 2831 半導体メモリメディア製造業 

2832 光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業 

電子回路製造業 2841 電子回路基板製造業 

2842 電子回路実装基板製造業 
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大分類Ｅ－製造業（７） 

中分類 小分類 業 種 細 分 類 番 号 

電子部品・ 

デバイス・ 

電子回路製造業 

ユニット部品製造業 2851 電源ユニット・高周波ユニット・コントロール 

ユニット製造業 

2859 その他のユニット部品製造業 

その他の電子部品・デバイス・ 

電子回路製造業 

2899 その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 

電気機械器具 

製造業 

管理，補助的経済活動を行う 

事業所 

2900 主として管理事務を行う本社等 

2909 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

発電用・送電用・配電用電気機械器

具製造業 

2911 発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業 

2912 変圧器類製造業（電子機器用を除く) 

2913 電力開閉装置製造業 

2914 配電盤・電力制御装置製造業 

2915 配線器具・配線附属品製造業 

産業用電気機械器具製造業 2921 電気溶接機製造業 

2922 内燃機関電装品製造業 

2929 その他の産業用電気機械器具製造業 

（車両用，船舶用を含む） 

民生用電気機械器具製造業 2931 ちゅう房機器製造業 

2932 空調・住宅関連機器製造業 

2933 衣料衛生関連機器製造業 

2939 その他の民生用電気機械器具製造業 

電球・電気照明器具製造業 2941 電球製造業 

2942 電気照明器具製造業 

電池製造業 2951 蓄電池製造業 

2952 一次電池（乾電池，湿電池）製造業 

電子応用装置製造業 2961 Ｘ線装置製造業 

2962 医療用電子応用装置製造業 

2969 その他の電子応用装置製造業 

電気計測器製造業 2971 電気計測器製造業（別掲を除く） 

2972 工業計器製造業 

2973 医療用計測器製造業 

その他の電気機械器具製造業 2999 その他の電気機械器具製造業 

情報通信機械器具

製造業 

管理，補助的経済活動を行う 

事業所 

3000 主として管理事務を行う本社等 

3009 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

通信機械器具・同関連機械器具 

製造業 

3011 有線通信機械器具製造業 

3012 携帯電話機・ＰＨＳ電話機製造業 

3013 無線通信機械器具製造業 

3014 ラジオ受信機・テレビジョン受信機製造業 

3015 交通信号保安装置製造業 

3019 その他の通信機械器具・同関連機械器具製造業 

 



－８－ 

 

大分類Ｅ－製造業（８） 

中分類 小分類 業 種 細 分 類 番 号 

情報通信機械器具

製造業 

映像・音響機械器具製造業 3021 ビデオ機器製造業 

3022 デジタルカメラ製造業 

3023 電気音響機械器具製造業 

電子計算機・同附属装置製造業 3031 電子計算機製造業（パーソナルコンピュータを除く） 

3032 パーソナルコンピュータ製造業 

3033 外部記憶装置製造業 

3034 印刷装置製造業 

3035 表示装置製造業 

3039 その他の附属装置製造業 

輸送用機械器具 

製造業 

管理，補助的経済活動を行う 

事業所 

3100 主として管理事務を行う本社等 

3109 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

自動車・同附属品製造業 3111 自動車製造業（二輪自動車を含む） 

3112 自動車車体・附随車製造業 

3113 自動車部分品・附属品製造業 

鉄道車両・同部分品製造業 3121 鉄道車両製造業 

3122 鉄道車両用部分品製造業 

船舶製造・修理業，舶用機関 

製造業 

3131 船舶製造・修理業 

3132 船体ブロック製造業 

3133 舟艇製造・修理業 

3134 舶用機関製造業 

航空機・同附属品製造業 3141 航空機製造業 

3142 航空機用原動機製造業 

3149 その他の航空機部分品・補助装置製造業 

産業用運搬車両・同部分品・ 

附属品製造業 

3151 フォークリフトトラック・同部分品・ 

附属品製造業 

3159 その他の産業用運搬車両・同部分品・ 

附属品製造業 

その他の輸送用機械器具製造業 3191 自転車・同部分品製造業 

3199 他に分類されない輸送用機械器具製造業 

 


