
業種・定義一覧（2022年版）（1/21） 日本経済新聞社

日経NEEDSグローバル業界解説レポート  業種・定義一覧
小分類 定義

資源エネルギー 石油・鉱業・エネルギー 石油類、石炭・石灰石、天然ガスの資源開発・採掘・精製・販売、原子力発電
等で使用する核燃料の開発・製造に関わる業界を分類する。下記を含む。
石油開発・精製・販売
石炭・石灰石開発・販売
天然ガス開発・精製・販売
原子力燃料開発・製造

化学 化学・化成品、ゴム・ゴム製品、窯業・土石製品の製造に関わる業界を分類す
る。下記を含む。
総合化学
有機基礎化学品
無機基礎化学品
原料樹脂（プラスチック）
工業用油脂・界面活性剤
化学品・工業薬品
酸化チタン・酸化鉄
潤滑油・金属加工用油
合成皮革・皮革加工
塗料・インキ・現像剤
工業用ガス
工業用プラスチック・樹脂製品
樹脂フィルム
電子材料及び半導体・ディスプレイ向け材料
医薬品原体・医薬中間体
農薬・殺虫剤
接着剤
写真用品・感光材料
産業用火薬
香料
肥料
合成ゴム
工業用ゴム製品
ガラス・ガラス製品
セラミックス・ファインセラミックス
カーボン・ニューカーボン

鉄鋼 製鉄および鉄鋼製品の製造に関わる業界を分類する。下記を含む。
高炉製鉄
電炉製鉄
特殊鋼・合金鋼・ステンレス
単圧（鋼管・鋼板・棒鋼）
鋳鍛鋼

非鉄金属・金属製品 非鉄金属製品の製造・精錬、各種金属の表面加工処理、金属製品の製造、
貴金属の回収・精錬・再加工・卸売にかかわる業界を分類する。下記を含む。
非鉄金属・精錬
アルミニウム圧延・プレス・ダイカスト
伸銅・銅鋼
導線・ワイヤー
金属プレス製品
金属表面加工
貴金属回収・精錬
金具・バネ・金属部品
バルブ・パイプ・継ぎ手
ベアリング・含油軸受
タンク
電線・ケーブル・光ファイバー

※「日経NEEDS業界解説レポート／日経業界分析レポート」業種・定義一覧は6ページ以降

大分類

素材

Copyright 2022 Nikkei Inc.
本資料およびこれを複写した物を無断で第三者に提供したり、閲覧させることはお断り致します。



業種・定義一覧（2022年版）（2/21） 日本経済新聞社

日経NEEDSグローバル業界解説レポート  業種・定義一覧
小分類 定義大分類

重機・建機・プラント 重機・建機・電力設備の製造・設置、プラントの建設・設計、太陽電池の製造
に関わる業界を分類する。下記を含む。
総合重機
ボイラー・工業炉
ポンプ・風水力機械
水処理機器・環境装置
発電所・電力設備
電力制御機器
発動機（モーター）
発動機（エンジン）
油圧・空圧機器
動力伝動機器
運搬機械・搬送機械
エレベータ・エスカレータ
機械式駐車場
鉱山・製鉄機械
建設・土木機械
食品機械
包装・梱包機械
繊維・縫製機械
印刷・製紙機械
塗装機械
農業機械・農具
プラント設計・工事
太陽電池

産業用ロボット・工作機械 製造用機械・電気機械のうち、工作機械、金型、機械工具・超硬工具、産業
用ロボット・機械にかかわる業界を分類する。
金属プレス・鋳造機械
溶接機械
工作機械
金型
機械工具・超硬工具
プラスチック加工・成形機
産業用ロボット・機械

医療用機器 遺伝子検査・解析等に使用する機器装置および医療用機器の製造に関わる
業界を分類する。

モバイル端末 携帯電話端末の製造・販売・取次に関わる業界を分類する。ISPサービス取
次も含む。

コンピューター・通信機器 携帯電話端末を除く情報機器・通信機器の製造・販売に関わる業界を分類す
る。下記を含む。
通信・ネットワーク機器
汎用コンピュータ・周辺機器
ストレージ・ハードディスク
パーソナルコンピュータ・周辺機器
記録用メディアドライブ
メモリーカード
記録用メディア
通信設備用機器・設備
放送用機器
情報表示機器
情報読取機器
プロジェクター・業務用映像装置

複写機・プリンター 主にオフィスで使用する、複写機、プリンターなどの製造に関わる業界を分類
する。

電機・家電 家庭用電気機器の製造に関わる業界を分類する。下記を含む。
総合電機
家庭用空調機
家庭用暖房機器
調理家電
生活家電
照明器具

機械

エレクトロニクス
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日経NEEDSグローバル業界解説レポート  業種・定義一覧
小分類 定義大分類

デジタル家電・カメラ 家庭用デジタル家電、光学レンズ・機器、時計およびそれらの周辺部品の製
造に関わる業界を分類する。下記を含む。
ＡＶ機器
薄型テレビ
デジタルカメラ・ビデオカメラ
音響部品
その他家庭用電気機器
光学レンズ・機器・周辺部品
時計

電子部品・電池 半導体・電子部品製品や電池の製造、および製造用装置の製造に関わる業
界を分類する。下記を含む。
半導体（集積回路、半導体素子）
液晶パネル・ディスプレイ用ガラス基板
シリコン・シリコンウエハー
ＬＥＤ素子（発光ダイオード）
スイッチ・コネクター・ワイヤーハーネス
センサ・計器類
電源・電源装置
電子機器用モーター
電気機能材料
電子回路基板・配線板
ＩＣカード・ＩＣカードシステム
フォトマスク
電子受動部品（コンデンサ・コイル）
半導体・ＦＰＤ・液晶製造装置
電子部品製造装置
太陽電池製造装置
電池・電池材料

自動車・二輪車 自動車・二輪車の製造・販売、中古自動車・二輪車の販売・買取、輸入車販
売、自転車および関連製品（部品）の製造に関わる業界を分類する。

自動車部品 自動車部品・タイヤ、カーナビ・カーオーディオの製造に関わる業界を分類す
る。

造船・航空機・鉄道車両 造船製造や輸送用機械の製造に関わる業界を分類する。ロケットや人工衛
星の製造等、宇宙開発に付帯する業界も含む。

加工食品 農業、水産業及び加工食品・惣菜・弁当の製造に関する業界を分類する。

飲料 アルコール類以外の飲料の製造に関連する業界を分類する。

酒類 酒類、アルコール飲料の製造に関する業界を分類する。

衣料品（製造・卸） 衣料品の製造・卸に関する業界を分類する。

日用品・トイレタリー 主に家庭で用いられる日用品・トイレタリー製造に関する業界を分類する。食
器・生活用陶器も含む。

バイオ・医薬品・医療 医薬品、医療・衛生用品製造および種苗開発に関する業界やバイオベン
チャーを分類する。下記を含む。
医療用品・サプライ
医療用医薬品
後発医薬品
一般用医薬品
医療用試薬・検査薬
医療用ガス・材料
臨床検査受託
バイオベンチャー
種苗
眼鏡・コンタクトレンズ
衛生用品
衛生ゴム・食品医療用製品

大型店・コンビニ 総合小売・食料品小売を専門とした商業施設に関する業界を分類する。以下
を含む。
百貨店
ＧＭＳ・ショッピングセンター
スーパーマーケット
酒類専門店・自動販売機運営
コンビニエンスストア
専門食料品店

輸送機器

食品

生活・医薬

小売・飲食

Copyright 2022 Nikkei Inc.
本資料およびこれを複写した物を無断で第三者に提供したり、閲覧させることはお断り致します。



業種・定義一覧（2022年版）（4/21） 日本経済新聞社

日経NEEDSグローバル業界解説レポート  業種・定義一覧
小分類 定義大分類

専門店・ドラッグストア 小売の主要事業とする日用品・生活用品などの専門店運営に関する業界を
分類する。下記を含む。
ホームセンター
ディスカウントストア
１００円ショップ
ドラッグストア
調剤薬局
生活雑貨・日用品販売
家具・インテリアショップ
ペット・園芸用品店
音楽・ゲームソフト・玩具販売
音楽等ソフトレンタル
書店・複合書店
古書・中後ソフト販売
スポーツ用品専門店
リサイクルショップ
チケット販売
美術品流通
カー用品店

ファストフード・弁当 喫茶点・カフェ・ファストフードなどの飲食店運営や、給食サービスを含む弁
当・デリバリー事業に関わる業界を分類する。

銀行・信用金庫 銀行業および政府が設立した金融機関を分類する。

証券 証券会社および証券金融会社を分類する。

保険 保険会社および代理店を分類する。また、銀行、信用金庫を除いた事業者向
け金融も分類される。

投資業・その他金融 リース、レンタルサービス業、決済代行サービス業、投資業および消費者金
融業を分類する。下記を含む。
総合リース
清掃関連用具レンタル
建機・建材リース
プレハブ建築販売・リース
レンタカー・カーリース・販売金融リース
ＯＡ機器・オフィス用品リース
産業機械リース
決済代行サービス
商品先物取引
外国為替証拠金取引
ゴルフ会員権取引
事業投資・企業再生・投資ファンド
ベンチャーキャピタル
不動産投資・ファンド組成運営
投資信託・投資顧問
信販・クレジットカード
消費者金融

航空 航空機による旅客・貨物輸送サービスを分類する。また、空港施設の管理、
運営およびそれに付随する業務もここに分類する。

物流・陸運・海運 トラック・船舶による陸運・海運など物流事業を分類する。倉庫業も含む。

通信サービス 通話、データ通信サービスおよびインターネット接続サービスを分類する。

広告 広告代理店およびネット広告事業を分類する。企業向けの販促イベントなど
各種イベントの企画・運営事業や、広告コンテンツの企画・製作
請負事業も含む。

ネット事業 インターネットサイトやインターネット通信販売の運営、インターネットを通じて
情報を提供するサービスを主な事業とする業界を分類する。下記を含む。
ポータル・検索サイト
ネット通販
Ｅコマース（企業間取引）
ＳＮＳサイト運営
専門情報サイト
転職（人材・求人）情報サイト
地図・気象情報サービス

サービス 旅行・ホテル ホテルや旅館などの宿泊施設、旅行代理店を分類する。旅行事業に関する
話題もここに分類する。

情報・通信・ネット

金融

運輸
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業種・定義一覧（2021年版）（5/21） 日本経済新聞社

日経NEEDS業界解説レポート／日経業界分析レポート  業種・定義一覧 2022年10月4日現在

大分類 中分類 小分類 定義
日経業界分析
レポート収録

資源・エネルギー
鉱業・エネルギー開
発

石油開発・精製・販売
石油類の資源開発（油田開発・原油採掘）、石油（原油）の精製・販売（元売
り）を行う。鉱区保有に関わる権益の保有を含む。

〇

石炭・石灰石開発・販売
石炭・石灰石の資源開発、採掘、及び販売（元売り）を行う。原料炭の製造を
含む（鉱区保有に関わる権益の保有を含む）。

天然ガス開発・精製・販売
天然ガスに関わる採掘などの資源開発、または、及び精製・販売（元売り）な
どを行う（鉱区保有に関わる権益の保有を含む）。

原子力燃料開発・製造 原子力発電等で使用する核燃料の開発・製造を行う。

電力・ガス 電力供給サービス 電力の供給サービスを行う。 〇

ガス供給サービス 都市ガス、ＬＰガスの供給サービスを行う。 〇

熱供給サービス
プラントから配管を通じて冷水・蒸気（温水）を送り、地域熱供給（地域冷暖
房）サービスを行う。

ガソリンスタンド ガソリンスタンド（給油所・サービスステーション）の運営を主要事業とする。 〇

省エネルギー・ＥＳＣＯ
省エネルギーに関わるソリューションサービスの提供、ＥＳＣＯ事業(削減保証
型エネルギー・サービス)などを行う。

〇

石油・ガス備蓄 石油・ガス等、資源関連の備蓄・貯蔵を主要業務として行う。

素材 紡績・繊維 天然繊維（植物・動物繊維） 綿、絹、麻、羊毛等の天然素材を原料として紡績糸を製造する。 〇

化学繊維（合成・半合成繊維等）
ポリエステル等の高分子化合物を原料とする合成繊維、レーヨンやキュプラ
等の再生繊維及びアセテート等の半合成繊維を製造する。

〇

化学繊維（炭素繊維） アクリル繊維等を原料として高温で炭化し炭素繊維を製造する。 〇

化学繊維（ガラス繊維）
溶融ガラスを延伸して得られるテキスタイル形状のガラス繊維（グラスファイ
バー等）を製造する。

〇

不織布・フエルト
不織布（繊維を合成樹脂やその他の接着剤で接合して布状にしたもの）、フ
エルト（羊毛などの獣毛に蒸気・熱・圧力を加えて布状にしたもの）を製造す
る。

繊維染色加工 繊維製品に対して主に染色等の加工を行う。

製紙・紙製品 製紙・パルプ 製紙用パルプを製造する。

段ボール・板紙 段ボール及びその素材となる板紙を製造する。 〇

印刷・情報用紙
印刷・情報用紙、包装用紙、紙容器等の家庭用紙製品及び紙袋等を製造す
る。段ボールや板紙、衛生用紙を除く。

〇

化学・化成品 総合化学 基礎化学原料から、川中、川下の各種化学製品まで、総合的に製造する。 〇

有機基礎化学品
主に工業原料として用いられる、石油化学系基礎製品（エチレン，プロピレン
及びその連産品）、誘導品である酸化エチレン、エチレングリコール、キシレ
ン、パラフィン、酢酸、フェノール等の有機基礎化学品を製造する。

無機基礎化学品
主に工業原料として用いられる、無機基礎化学品（苛性ソーダ、アンモニア、
硫酸等）を製造する。

原料樹脂
合成樹脂、ウレタン原料、塩化ビニル、ＡＢＳ樹脂、ポリエチレン等、加工素材
としての樹脂を粉末、粒状、液状などの形で製造する。

〇

工業用油脂・界面活性剤
工業用洗剤、ワックス、界面活性剤等の工業用油脂を製造する。但し、車用
ワックスは「カー用品」に含める。

〇

化学品・工業薬品
機能化学品ならびに主に生産設備において使用される各種の工業用薬品類
（難燃材、防錆剤、メッキ薬ほか各種添加剤、石油系洗浄剤等）を製造する。

〇

酸化チタン・酸化鉄 顔料、着色料等の原料となる酸化チタン、酸化鉄等を製造する。 〇

潤滑油・金属加工用油 機械部品を潤滑するための潤滑油や金属加工用油を製造する。

合成皮革・皮革加工
合成皮革（天然の布地を基材とし、合成樹脂を塗布したもの）、及び人工皮
革（マイクロファイバーの布地に合成樹脂を含浸させたもの）を製造する。

塗料・インキ

自動車、住宅、工業製品等に対する、着色や保護等を目的とした塗料・塗
材、顔料等を製造する。印刷用のインキや普通紙複写機（白黒、フルカ
ラー）、ファクシミリ、レーザービームプリンター（白黒、フルカラー、オンディマ
ンド・プリンティングを含む）等で使用する現像剤を含む。

〇

工業用ガス
主に生産設備において使用される工業用ガス（酸素、窒素、アルゴン、水素、
ヘリウム等）を製造する。

〇

工業用プラスチック製品
工業製品の部品・素材となる成形されたプラスチック製品を製造する。強化
プラスチック製品、プラスチック発泡製品、コンベアネット、ベルトなどの樹脂
製品を含む。

〇

樹脂フィルム
塩化ビニル、スチレン等の樹脂から、フィルム、シート状の製品を製造する。
包装用フィルムは「包装・梱包資材」に含める。

〇

電子材料
基礎化学原料や誘導品から、主に半導体やフラットパネルディスプレー等に
用いる部材（光学用フィルム、半導体封止材、フォトレジスト等）を製造する。

〇

医薬品原体・中間体 医薬品の原料となる、化学成分（医薬品原体及び中間体）を製造する。

※「日経 NEEDS グローバル業界解説レポート」業種・定義一覧は1～5ページ
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日経NEEDS業界解説レポート／日経業界分析レポート  業種・定義一覧 2022年10月4日現在

大分類 中分類 小分類 定義
日経業界分析
レポート収録

農薬・殺虫剤 農薬、殺虫剤を製造する。農薬、殺虫剤の原薬及び中間体も含む。 〇

接着剤 接着剤、粘着剤及び粘着テープ等を製造する。 〇

写真用品・感光材料 フィルム、印画紙等、写真用品を製造する。

産業用火薬 主に土木工事、鉱業向けの産業火薬類を製造する。

香料
各種製品に香りもしくは香味をつけるための添加物を製造する。食品添加物
を除く。

〇

肥料 主に農業事業者向けの肥料を生産する。 〇

飼料
主に養鶏や畜産事業者向けの、家畜、家禽、養魚の飼料（配合飼料・単体飼
料）を製造、販売を行う。ペットフードを除く。

〇

ゴム・ゴム製品 合成ゴム
ポリブタジエン系、ニトリル系、クロロプレン系等、樹脂を原料とした合成ゴム
を製造する。

〇

工業用ゴム製品
ゴムベルト、ゴムホース、防振ゴム、伝導用ベルト、ワイパー、パッキン類等、
工業製品の部品、素材となるゴム製品を製造する。タイヤを除く。

タイヤ・ホイール 自動車用タイヤおよびホイールを製造する。 〇

衛生ゴム・食品医療用製品
哺乳器用乳首、食品パッキン、コンドーム、ゴム手袋等、主に家庭で使用され
る衛生ゴム製品を製造する。

窯業・土石製品 ガラス・ガラス製品
フロート板ガラスなどに代表される建築用ガラス、自動車用ガラスなどの板ガ
ラス、ファインガラスを製造する。

〇

セラミックス・ファインセラミックス 主に工業製品の素材として使用されるセラミックスを製造する。

カーボン・ニューカーボン
カーボンブラック、黒鉛電極、ファインカーボン（導電材料、耐熱材料、潤滑
剤、機械部品で使用される黒鉛製品）などの炭素材料、製品を製造する。炭
素繊維を除く。

砥石・研磨材・研磨機 砥石、研磨布紙、研磨剤、研磨機等の製造を行う。

セメント・生コンクリート
コンクリート、モルタルの原料となるセメント及びセメントを主原料として生コン
クリートを製造する。

〇

製鉄・金属製品 高炉製鉄
高炉を持ち、鉄鉱石から高炉、転炉、鋳造工程を経て鋼板等の最終製品を
製造する、銑鋼一貫製鉄を行う。

〇

電炉製鉄 鉄スクラップを原料とし、電気炉で普通鋼ならびに最終製品を製造する。 〇

特殊鋼・合金鋼・ステンレス
鉄スクラップを主原料として、合金鉄、特殊鋼、ステンレス、ピアノ線等を製造
する。

〇

単圧（鋼管・鋼板・棒鋼） 粗鋼生産は行わず、圧延により鋼管、鋼板等を製造する。 〇

鋳鍛鋼 鋳造あるいは鍛造により、複雑な形状を持つ鉄鋼部材を製造する。 〇

非鉄金属開発・精錬
銅、鉛、ニッケル、金属チタン等、非鉄金属の鉱山事業、製錬、鋳造、加工等
を行う。但しアルミ圧延、ダイカスト製品の製造を除く。

〇

アルミニウム圧延・プレス・ダイカ
スト

アルミ地金を、アルミ板、アルミホイル、箔製品等に加工、ならびに精密な金
型に、溶かしたアルミニウム合金など非鉄金属を、高速、高圧で注入し、成形
させるダイカスト（ダイキャスト）による製品製造を行う。

〇

伸銅・銅鋼 銅及び銅合金を加工し、板、管、棒、線状、箔状の製品を製造する。

鋼線・ワイヤー 他社から購入した粗鋼を二次加工し、鋼線を製造する。

金属プレス製品 金属を原料とし、打抜き、プレス加工された製品を製造する。

電線・ケーブル
主に金属等の導体を原料に、裸電線、絶縁電線、ケーブルを製造する。光
ファイバーの製造を含む。

〇

金属表面加工 各種金属のメッキ処理、熱処理、研磨処理等、表面加工処理を行う。

貴金属回収・精錬
貴金属・レアメタル（白金、金、銀、パラジウム、ロジウム、イリジウム等）の回
収、精錬、再加工、卸売を行う。

金具・バネ・金属部品 各種金具類及びバネ、釘、ねじ、ヒンジ等を製造する。

バルブ・パイプ・継手
プラント、工場施設向けにパイプ、バルブ、継手、液体給水栓等を製造する。
建材用を除く。

ベアリング・含油軸受
ベアリング（回転や往復運動する相手部品に接して荷重を受け、軸等を支持
する機械要素）や含油軸受を製造する。自動車（エンジン等）用を除く。

〇

タンク
ガス、石油、化学薬品等の液体・気体を貯蔵するためのタンク、格納装置を
製造する。

産業用資材 包装・梱包資材
食品トレー、食品包装用フィルム、液体充填用フィルム、レジ袋、医薬品梱
材、産業用重包装袋等の包装材を製造する。段ボール等の紙製製品を除
く。

〇

金属容器・缶 飲料缶、ドラム缶等、金属製の容器を製造する。

ペットボトル 飲料等向けのペットボトルを製造する。 〇

ガラス容器 ガラス瓶等のガラス容器を製造する。

プラスチック容器 発泡プラスチック等、プラスチック容器を製造する。ペットボトルを除く。
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日経NEEDS業界解説レポート／日経業界分析レポート  業種・定義一覧 2022年10月4日現在

大分類 中分類 小分類 定義
日経業界分析
レポート収録

機械・エレクトロニクス
産業用装置・重電設
備

総合重機
航空・宇宙、船舶、プラント、建築・土木、産業機械等で用いられる重機（動力
機械等）を製造する。

ボイラー・工業炉 ボイラー、熱交換機、工業炉、焼却炉、を製造する。設置、築炉工事を含む。

ポンプ・風水力機械
ポンプ、送風機等、ファンやロータリ等を利用して、圧力の低い場所にある流
体を圧力の高い場所に移送するための機械装置機械を製造する。油圧ポン
プを除く。

水処理機器・環境装置
水質処理のための各種機械や、排ガス除去装置、濾過装置等の機械を製造
する。水処理膜の製造を含む。

〇

発電所・電力設備
発・変電所用装置などの電力関連機器・装置・設備の製造、販売、管理を行
う。

〇

電力制御機器 配電盤、変圧器等、電力制御に関わる機器を製造する。 〇

電動機（モーター）
電気エネルギーを機械エネルギーに変換する装置を製造する。電子機器用
小型モーターは除く。

〇

発動機（エンジン）
主に産業用の各種エンジン、ディーゼルエンジン発電機、内燃機関、ガス
タービン等を製造する。自動車用、船舶用エンジンを除く。

油圧・空圧機器
空気圧縮機（コンプレッサー）、油圧・空気圧シリンダー、油圧モータ、油圧ポ
ンプ等、油圧・空圧により作動する機器を製造する。

動力伝動機器
変速機、歯車、チェーン、減速機、クラッチ、シャフト等、原動機の回転力を産
業機器等の必要な回転数に変換・伝達するための機械を製造する。ベアリン
グ（軸受）、自動車用動力伝動機器を除く。

〇

運搬・搬送機械
クレーン、コンベヤ、フォークリフト等、物流業務を効率化するために用いられ
る各種運搬機械、物流機械を製造する。

〇

エレベーター・エスカレーター
乗用のエレベーター、エスカレーターを製造、販売する。貨物用昇降機を除
く。

〇

機械式駐車場
立体駐車場等機械式駐車場の関連機器、駐車場管理装置、及び部品の製
造を行う。施工を含む。

製造用機械・電気機
械

鉱山・製鉄機械
ボーリング機械、掘削機械等、鉱山において探鉱から選鉱にいたる作業で用
いる機械、及び圧延機械、鋳造機械等、製鉄関連処理で用いる機械を製造
する。

建設・土木機械
ブルドーザー、油圧ショベル、舗装機械等、土木・建設工事に使われる機械
を製造する。運搬機械、油圧・空圧機器、ポンプ等を除く。

〇

金属プレス・鋳造機械
金属を金型等で加工(鍛造、屈曲、圧延、切断、鋳造)する際に用いる機械を
製造する。

〇

溶接機械
アーク溶接、ガス溶接、スポット溶接等、各種溶接を行うための機器を製造
する。ウエルダーを含む。

工作機械
旋盤やフライス盤等、主に数値制御を行い、金属等の加工を行う機械を製造
する。マシニングセンター、放電加工機を含む。

〇

金型
金属・樹脂製の部品をプレス加工や射出成型等により製造するための型を
製造する。

〇

機械工具・超硬工具
工作機械等に装着して、製品を加工するための工具、電動工具を製造する。
超硬工具を含む。

プラスチック加工・成形機械
加熱したプラスチックを金型に充填して成型する、延伸・熱処理しフィルムを
製造する等、プラスチックを加工する機械を製造する。

〇

化学機械 攪拌機、遠心分離機等、化学工業で使われる機械を製造する。

産業用ロボット
ティーチングプレイバック（「記録」された動作を「再生」することで作業を行な
う）に基づき動作する、生産用機械装置を製造する。

〇

半導体・液晶製造装置 各種半導体、液晶パネルの製造機器、検査機器を製造する。 〇

フォトマスク
半導体やフラットパネルディスプレイの製造過程で原版となるフォトマスクを
製造する。

電子部品製造装置
半導体・ＦＰＤ及び液晶以外の電子部品（プリント基板等）の製造機械、検査
機器を製造する。

太陽電池製造装置 太陽電池の製造機器、検査機器を製造する。

食品機械
主に農産物、畜産物、水産物を加工処理し、各種加工食品を調理・生成する
ための機器を製造する。

〇

包装・梱包機械 包装、梱包、充填をするために使用する機器を製造する。

繊維・縫製機械
精紡機、編機、染色機、工業用ミシン等、繊維製品の加工に用いる機械を製
造する。家庭用のミシンを含む。

印刷・製紙機械
スクリーン印刷機、オフセット印刷機、業務用広幅プリンタ等、印刷や製版業
務で使用する機器、写真ＤＰＥ用印刷機、及び製紙に使用する機械を製造す
る。紙加工品の製造機械を含む。

〇

塗装機械
静電塗装装置、エアガン、塗料供給装置等、各種塗装を行うための機器を製
造する。コーティング等の塗工装置を含む。

木材加工機械 製材機械、合板製造機械等、木材の各種加工に用いる機械を製造する。

作業工具 主に手動で使用する工具ならびに工業用刃物等を製造する。

農業機械・農具
トラクター、田植機、農薬散布機、搾乳機等、主に農業・畜産で利用する機器
や、鍬、鎌等の農具を製造する。農業資材の製造を含む。

〇
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大分類 中分類 小分類 定義
日経業界分析
レポート収録

漁業機器・魚網
魚群探知機、集魚灯、超音響測定器、漁業クレーン等の漁業用機械や、付
随する漁網・漁具用器具を製造する。

機械部品・機構部品
各種機械用の機能部品、及びそれらを組み合わせた機構部品製造を主要事
業として行う。

銃器・兵器・軍用品
猟銃等の銃器、及び軍用の兵器、装備品を製造する。銃器、兵器用火薬を
含む。

産業用照明設備・光源
業務用照明設備、産業用の各種光源を製造する。自動車用のライト、ランプ
を除く。

街路灯・施設用照明設備 街路灯や施設用照明設備の製造する。

電池・電池材料 一次電池、二次電池、及びその材料、部品を製造する。 〇

太陽電池 太陽電池及びその部品を製造する。 〇

計測・分析機器 各種計量器、計測機器、分析機器等を製造する。 〇

検査機器
工業製品向けの検査機器、試験機器を製造する。半導体用、太陽電池用を
除く。

業務用機械器具 光学レンズ・機器・周辺部品
カメラ用レンズ、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡等、光学機器・レンズ・光学機器用
の反射鏡を製造する。

〇

計測・分析機器 各種計量器、測定器、分析機器等の計測機器を製造する。 〇

検査機器
工業製品向けの検査機器、試験機器を製造する。半導体用、太陽電池用を
除く。

遺伝子検査・解析機器 染色体、ＤＮＡの分析、解析、検出の際に使用する機器装置を製造する。

医療用機器
内視鏡、心電計、ＣＴ、ＭＲＩ、超音波検査機器等、医療に使用される機器を
製造する。

自動販売機・券売機
飲料やタバコ等の自動販売機、切符等の券売機、プリペイドカードシステム、
メダル計算機等を製造する。

ＡＴＭ・キャッシュレジスター
ＡＴＭ（現金自動預け払い機）、両替機、キャッシュレジスター、現金計算機等
の貨幣処理機器を製造する。自動販売機を除く。

〇

パチンコ・業務用ゲーム機
パチンコ、スロットマシーンやゲームセンター向けのゲーム機、及びその部品
を製造する。

〇

事務機器
シュレッダー、タイプライター、タイムレコーダー等、主にオフィスで使用する
事務用機器を製造する。複写機・複合機、パーソナルコンピューターやオフィ
ス家具を除く。

〇

複写機・複合機・プリンター
主にオフィスで使用する、複写機、プリンター及び複合機（複写機、プリン
ター、ファクシミリ、イメージスキャナの機能をあわせ持つ機器）等を製造す
る。

〇

交通機関向け機器
道路・鉄道用の信号機等、交通管制システム、交通システム、運賃箱、駅務
機等、交通機関向けの機器を製造する。切符券売機は自動販売機・自動
サービス機器に含める。

業務用厨房機器
レストラン等の外食産業で使用される調理用機器、ガスコンロ、電気冷蔵庫
等を製造する。

業務用空調機器
主にオフィス、生産設備等向けの空調設備を製造、販売する。クリーンルー
ムを含む。

〇

店舗用機器 主に店舗で使用する、ショーケース、陳列棚等を製造する。

業務用サービスロボット
警備や接客など各種業務を人に代わってサービス提供するロボットを製造す
る。産業用ロボットを除く。

〇

情報機器・通信機器 通信・ネットワーク機器
有線、無線の通信機器・受信機器（電話機、交換機、テレビ受信装置、ルー
ター、アンテナ等）の製造、販売を行う。携帯電話端末及び放送事業用機器
を除く。

〇

携帯電話・スマートフォン 携帯電話端末を製造する。ＰＨＳ端末を含む。 〇

汎用コンピューター・周辺機器
主に企業が業務用途で使用する、サーバー、汎用大型コンピューター、及び
それらに接続するプリンター等の周辺機器を製造する。

ストレージ・ハードディスク
汎用コンピューターやパーソナルコンピューターで利用する、ハードディスク
等の記憶装置を製造する。

パーソナルコンピューター・周辺
機器

主に家庭、事務用途で使用するパーソナルコンピューター、タブレット端末、
及びその周辺機器を製造する。プリンターを除く。

〇

複写機・複合機・プリンター
主にオフィスで使用する、複写機、プリンター及び複合機（複写機、プリン
ター、ファクシミリ、イメージスキャナの機能をあわせ持つ機器）等を製造す
る。

〇

記録用メディアドライブ
ＡＶ機器やパーソナルコンピューターで使用する、ＣＤ／ＤＶＤ等の光学メディ
アや磁気メディア等の読取・書込機器を製造する。

メモリーカード フラッシュメモリーを使用した記録メディアを製造する。

記録用メディア
ＣＤ／ＤＶＤ等の光学メディアや磁気メディア等、データや音楽・映像等の記録
メディアを製造する。メモリーカードを除く。

交通機関向け機器
道路・鉄道用の信号機等、交通管制システム、交通システム、運賃箱、駅務
機等、交通機関向けの機器を製造する。切符券売機は自動販売機・自動
サービス機器に含める。
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通信事業用機器・設備
主に通信事業者向けに、移動体通信基地局設備、基地局アンテナ、テレビ・
ラジオなどの各種放送網等の通信インフラ設備を製造する。

放送用機器
主に放送事業に使用する映像機材、映像伝送装置、スイッチャ、ミキサー等
を製造する。

情報表示機器
電子ＰＯＰ（デジタルサイネージ）や電光掲示板、ネオンサイン、表示灯等、主
に屋外で使用する情報表示用の機器を製造する。道路、鉄道向けの信号機
器を除く。

情報読取機器
ＰＯＳシステム、ハンディーターミナル、バーコード、サーマルメディア等の情
報読取装置等、各種情報読込、取り込まれた情報を管理する機器を製造す
る。

防犯・防災用機器
各種警報機、監視・防犯カメラ、消火器・消火装置、キー・ロック等の防犯・防
災用機器を製造する。

〇

プロジェクター・業務用映像装置
ＣＲＴ方式、ライトバルブ方式のプロジェクター等の表示機器、映像制作、画
像処理装置、業務用ディスプレー装置等を製造する。

〇

総合電機 総合電機
家庭用、産業用等、多種多様な電気機器、電子機器、及びそれらの部品を
幅広く製造する。

〇

家庭用電気機器 時計 各種時計、及びその部品または装置を製造する。 〇

家庭用空調機 ルームエアコンや空気清浄機等、家庭用の空調機を製造する。 〇

家庭用暖房機器
石油ヒーターやガスヒータ等、家庭用の暖房機器を製造する。ルームエアコ
ンを除く。

〇

調理家電 炊飯器、電子レンジ等、調理用の家庭電器製品を製造する。

生活家電
白物家電のうち、洗濯機、掃除機、冷蔵庫等の家庭用電気製品を製造する。
調理用家庭電器を除く。

〇

ＡＶ機器 主に家庭用のオーディオ機器やビデオ機器等、映像・音響機器を製造する。 〇

テレビ 主に家庭向けのテレビを製造する。ＰＣ用ディスプレーを除く。

デジタルカメラ・ビデオカメラ
主に家庭用のデジタルカメラ、ビデオカメラ（カムコーダー）を製造する。業務
用カメラや防犯・監視カメラ、医療用を除く。

〇

音響部品 スピーカー、ヘッドホン、マイクロホン等、音響部品を製造する。

照明器具
主に住居用の照明器具を製造する。電球は「産業用照明設備・光源・街路
灯」に含める。

その他家庭用電気機器 電卓、電子辞書、理美容家電等、家庭用のその他家電製品を製造する。

半導体・電子部品 半導体（集積回路・半導体素子）
集積回路及び半導体素子（ダイオード、トランジスタ等）を製造する。ＬＥＤ素
子（発光ダイオード）、イメージセンサーを除く。

〇

液晶パネル・有機ELパネル 液晶パネル、有機ＥＬパネル、タッチパネルを製造する。 〇

シリコン・シリコンウエハー
各種半導体や太陽電池等の素材となるシリコン・多結晶シリコン、及びシリコ
ンを原料として製造され半導体の部材として使用されるシリコンウエハーを製
造する。

〇

ＬＥＤ素子（発光ダイオード）
電圧を加えた際に発光する半導体素子を製造する。有機ＥＬ（エレクトロルミ
ネッセンス）を含む。

〇

イメージセンサー ＣＭＯＳ、ＣＣＤ等のイメージセンサーを製造する。 〇

スイッチ・コネクター・ワイヤー
ハーネス

コネクタ、スイッチ、リレー、ワイヤ電極線、ワイヤーハーネス等、電気接続部
品を製造する。

〇

センサー・計器類
電子機器、電気機械等に用いられる、赤外線センサー、温度センサー等の各
種センサー・計器を製造する。イメージセンサーを除く。

〇

電源・電源装置
電流値や電圧値、あるいは波形・周波数をコントロール・安定化し、各種電気
機器に電力を供給する装置（インバータ、コンバータ等）を製造する。

〇

電子機器用モーター
電子機器、電気機械等に用いられる小型のモーターを製造する。自動車等
の原動用モーター、油圧モーターは含まない。

〇

電気機能材料 絶縁材料等、電気機能材料を製造する。 〇

電子回路基板・配線板
プリント基板（多数の電子部品を表面に固定し、その部品間を配線で接続す
ることで電子回路を構成する板状の部品）を製造する。

ＩＣカード・ＩＣカードシステム
ＩＣを組み込みデータの記録・演算できるようにしたカード、電波等を受けて働
く小型の電子装置（ＲＦＩＤ）及びＩＣカードリーダー等の受信装置を製造する。Ｉ
Ｃカードシステムを利用したセキュリティーゲート等を含む。

〇

フォトマスク
半導体やフラットパネルディスプレーの製造過程で原版となるフォトマスクを
製造する。

電子受動部品（コンデンサー・コ
イル）

抵抗器、コンデンサー、トランス等の電子受動部品（水晶デバイスを含む）、
及びリードフレーム、セラミックパッケージ等の半導体パッケージとその関連
製品を製造する。

〇

輸送機器 自動車 自動車（乗用車・一般） 普通自動車及び軽自動車を製造する。バスを含めない。 〇

自動車（トラック・バス） トラック、バスを製造する。 〇

自動二輪車・関連製品・部品 自動二輪車、原動機付自転車及び関連部品を製造する。
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特装車・特殊車両
消防車、救急車、高所作業車、除雪車等、特殊な用途に向けた装備を持つ
車両を製造する。建設機械、産業用運搬機械を除く。

自動車（車体組立） 自動車メーカー向けに、完成車の組み立てを行う。

自動車部品
自動車部品（エンジンパーツ・補
機類）

燃料噴射装置、ピストン・ピストンリング、ラジエーター、オイルクーラー等、自
動車用エンジンの部品及び補機類（含む燃料タンク、エンジンバルブ）を製造
する。

〇

自動車部品（駆動・操舵系）
トランスミッション、ディファレンシャルギア、ドライブシャフト、パワーステアリン
グ等、自動車用の駆動系及び操舵系部品を製造する。

〇

自動車部品（サスペンション）
サスペンション、ショックアブソーバー（ダンパー）等、自動車用の足回り部品
を製造する。

自動車部品（ブレーキ）
自動車用の制動装置、及びブレーキキャリパー、ローター、バッド等のブレー
キ部品を製造する。

〇

自動車部品（吸排気系）
マフラー（サイレンサーを含む）、マニホールド等、自動車用の吸排気系部品
を製造する。自動車排ガス用触媒を含む。

自動車部品（ライト・電装品）
ヘッドライト、標識灯、イグニッション・コイル、エンジン・プラグ等、自動車用の
電装品や、計器・メーター類を製造する。ハーネス、コントロールケーブル、
カーエアコンの製造を含む。カーナビ、カーオーディオの製造を除く。

〇

自動車部品（シート・内外装部
品）

自動車用のバンパー、モール、ダッシュボードやシート、シートアジャスタ、
シートベルト等の内装、外装部品ならびにそれら周辺器具を製造する。エア
バッグの製造を含む。

〇

自動車部品（その他金属パー
ツ・加工品）

自動車向けのヒンジ、ブランケット等の金属部品を製造する。

自動車部品（シール・ガスケット） 自動車用のシール材、ガスケット等を製造する。

自動車部品（フィルター） エアフィルター、オイルフィルター等、自動車用のフィルター類を製造する。

自動車部品（ゴム製品）
各種マウント類、ホース類、防振ゴム等、自動車用のゴム部品を製造する。タ
イヤ、伝道用ベルトの製造を除く。

タイヤ・ホイール 自動車用タイヤおよびホイールを製造する。 〇

カーナビ・カーオーディオ カーナビゲーション、カーオーディオを製造する。 〇

カー用品 カーケア、メンテナンス用品（カーワックス、補修用品等）を製造する。

造船 造船 コンテナ運搬船、タンカー等の各種船舶の製造を行う。 〇

船舶用エンジン・ボート
船舶用のエンジン及びレジャーボートを製造する。船舶用エンジン部品を含
む。

船舶用機器・部品
各種航海用機器、船舶用の機器、装備、及びその部品を製造する。エンジン
を除く。造船メーカーを除く。

輸送用機械 鉄道車両・車両部品・軌道用品
鉄道車両及びその部品、関連装置、ならびに鉄道用レールなど軌道用品を
製造する。

〇

自転車・関連製品・部品 自転車や関連製品・部品を製造する。原動機付自転車は除く。 〇

航空機関連品・部品
中古航空機及びエンジンの売買、整備、貨物分野における機械、資材、車
輌、航空機部品及び材料や機内用品などを製造、販売する。

〇

宇宙開発 ロケットや人工衛星の製造、及び宇宙開発に付帯する各種業務を行う。 〇

食品 食品製造 きのこ 舞茸、エリンギなどに代表されるキノコ類の開発、生産・加工を行う。 〇

種苗
農業・園芸向け植物、飼料作物、花卉、緑肥作物などの種苗の開発、生産販
売を行う。

〇

農産・農産加工品
農作物の栽培、農産物缶詰等の製造を行う。ジャム類の製造を含む。種苗・
花卉・きのこ類関連品は除く。

水産・水産加工品 水産物をもとにした加工食品を製造する。漁業、水産養殖を含む。 〇

畜産加工品（ハム・ソーセージ
類）

ハム、ソーセージ等の食肉加工食品を製造する。 〇

食肉加工・生産（牛・豚・鶏肉） 牛肉、豚肉、鶏肉及び鶏卵に関わる畜産加工品の生産・加工・販売を行う。 〇

乳製品・バター類
牛乳、ヨーグルト、バター、チーズ、アイスクリーム等の乳製品、パンやクラッ
カーなどに塗る「塗り物」（スプレッド）や製菓・製パン材料のフィリングなどを
製造する。

〇

製糖 砂糖、食料用その他糖類（ぶどう糖・果糖など）を製造する。 〇

製塩 食塩等を製造する。

製粉・製穀 小麦粉等の穀物粉、澱粉の製造、及び米や麦等の穀物の製造加工を行う。 〇

食用油 食用の動植物油を製造する。 〇

製パン 各種パンを製造する。 〇

製菓 和菓子、洋菓子、冷菓、スナック、ガム等の菓子類を製造する。 〇

即席麺 インスタントラーメン、焼きそば、うどん等、即席麺を製造する。 〇
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乾麺・生麺 うどん、蕎麦、中華麺、パスタ等を製造する。即席麺を除く。

レトルト食品・業務用加工食品
カレー、丼物の具、カレー・シチューのルー、パスタソース、レストラン用液体
スープ等のレトルト食品や業務用食品・具材、お茶漬けの素、ふりかけ等を
製造する。

〇

冷凍食品 冷凍処理された加工食品を製造する。 〇

調味料・食品添加物
味噌、だし、醤油、みりんなどのうまみ調味料・風味調味料、香辛料、天然調
味料・直物エキス及び、酸化防止剤等の食品添加物を製造する。

〇

ソース・ドレッシング ソース、マヨネーズ、ドレッシング、たれ類を製造する。 〇

総菜・弁当（卸・加工）
主にスーパー、コンビニ、デパート、外食産業等向けに弁当や総菜類（カット
野菜を含む）の製造を行う。

〇

漬物・昆布・大豆食品・ごま製品 漬物、昆布加工食品、大豆食品、ごま製品等の副菜を製造、販売する。

健康・機能性食品 機能性表示食品、健康食品などを製造する。 〇

製氷 食用・産業用の氷を製造、販売する。

飼料
主に養鶏や畜産事業者向けの、家畜、家禽、養魚の飼料（配合飼料・単体飼
料）を製造、販売を行う。ペットフードを除く。

〇

飲料・たばこ・嗜好品 清涼飲料
炭酸飲料（酒類を除く）、ジュース等の清涼飲料、ならびにコーヒー、お茶、ミ
ネラルウォーター等の飲料を製造、販売する。

〇

コーヒー豆・茶葉 コーヒー豆、及び日本茶、紅茶等茶類の茶葉を製造、販売する。 〇

酒類・アルコール飲料 ビール、発泡酒、ワイン等の酒類を製造する。 〇

たばこ たばこを製造する。

生活 衣料品・服飾品 アパレル（総合）
婦人服、紳士服等、複数の主力となる服飾ブランドを持ち、これらの企画、製
造、卸売販売を行う。カジュアルウェアを除く。

〇

アパレル（子供服）
子供服を主体とした服飾ブランドの企画、製造、卸売販売を行う。カジュアル
ウエアが主体となるものを除く。

カジュアルウエア カジュアルウエアを主体とした服飾品の企画、製造、卸売販売を行う。 〇

下着・靴下 下着、靴下類の企画、製造、卸売を行う。

バッグ・服飾雑貨
バッグ、帽子、手袋、ハンカチ、傘等の服飾雑貨類の企画、製造、卸売販売
を行う。

靴・履物 靴、シューズ、履物類の企画、製造、卸売を行う。室内用の履物を含む。

宝飾品・アクセサリー 宝飾品、アクセサリー類の企画、製造、卸売を行う。

作業用衣料・ユニフォーム 各種制服、作業服、安全靴、防塵マスクなどの製造、卸売を行う。

日用品・生活用品 化粧品・スキンケア 基礎化粧品、メイクアップ化粧品、整髪料等、化粧品を製造する。 〇

業務用頭髪化粧品 美容院等業務用途で使用する頭髪化粧品を製造する。 〇

トイレタリー
石鹸、ボディソープ、シャンプー、入浴剤、消臭芳香剤、歯ブラシ、ひげそり
等、主に家庭で用いられるトイレタリーを製造する。食器用・洗濯用洗剤を含
む。スキンケア用品を除く。

〇

ベビーフード・用品 哺乳瓶、ベビーカー等の育児用品を製造する。

ペットフード・用品
ペットフード、ペット関連用品を製造、販売を行う。畜産・酪農用の飼料製造
は除く。

〇

日用品・家庭用品 主に家庭で用いられる台所用品や浴室用品等、日用品を製造する。 〇

衛生用紙
ティッシュペーパーやトイレットペーパー、紙タオル、紙オムツ等の衛生用紙
を製造する。

〇

食器・生活用陶器 食器、その他生活用陶器を製造する。衛生陶器を除く。

文具・事務用品・ＯＡサプライ
筆記用具、ファイル、バインダー等の文具・事務用品及び各種ＯＡ機器サプラ
イ品を製造する。

〇

オフィス家具 オフィス向けの、主に金属製の家具を製造する。 〇

家具・建具 住宅向けの家具、建具を製造する。 〇

寝具・リネン ベッド、布団、枕、リネン等の寝具を製造する。 〇

リビング・インテリア カーテン、壁紙、カーペット等、建築物内装向けの装飾製品を製造する。 〇

趣味・娯楽用品 楽器・周辺機器 各種楽器を製造する。 〇

レジャー・スポーツ用品
各種スポーツ用品（含む釣具用品）を製造する。スポーツウエア、シューズを
除く。

〇

スポーツウエア・シューズ スポーツ用の衣料品、靴の製造、販売を行う。 〇

家庭用ゲーム機 家庭用の据え置き型・携帯型のゲーム機を製造する。 〇
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玩具
各種玩具（キャラクターグッズの企画・製作を含む）の企画・製作を行う。ゲー
ム機、ゲームソフトを除く。

〇

医療医薬・バイオ バイオ・医薬品関連 医療用品・サプライ 注射器、カテーテル等、医療に使用される医療用品、サプライ品を製造する。 〇

医療用医薬品 主に医家向け医薬品を製造する。 〇

後発医薬品 主に後発医薬品（ジェネリック医薬品）を製造する。 〇

一般用医薬品 主に一般用医薬品を製造する。 〇

医療用試薬・検査薬 医療用の試薬、検査薬を製造する。

医薬品原体・中間体 医薬品の原料となる、化学成分（医薬品原体及び中間体）を製造する。

医療用ガス・材料 医療用ガス、医療材料（歯科材料等）を製造する。

臨床検査受託
新薬の臨床試験請け負う臨床試験受託（ＣＲＯ）、医薬品営業支援（ＣＳＯ）、
特定の医療機関と契約し、治験業務を、医療機関の立場で代行・支援する
（ＳＭＯ）などを製薬会社等からの依頼で行う。

動物向け医薬品 動物用の医薬品を製造する。

バイオ創薬
遺伝子関連技術などの最新技術にもとづいた創薬、医療技術等の研究開発
を行う（遺伝子研究用試薬メーカーを含む）。

〇

種苗
農業・園芸向け植物、飼料作物、花卉、緑肥作物などの種苗の開発、生産販
売を行う。

〇

医療・ヘルスケア・介
護

眼鏡・コンタクトレンズ 眼鏡、コンタクトレンズ、及びその部品を製造する。眼鏡用レンズを含む。 〇

衛生用品
絆創膏、マスク等、主に家庭で使用される衛生用品を製造する。衛生ゴムを
除く。

〇

衛生ゴム・食品医療用製品
哺乳器用乳首、食品パッキン、コンドーム、ゴム手袋等、主に家庭で使用され
る衛生ゴム製品を製造する。

介護・福祉用具 福祉用具に関わる製造、または、レンタル事業、点検・補修業務を行う。 〇

建設・不動産 建設・土木 総合建設（ゼネコン）
各種の土木・建築工事を元請負者として一式で発注者から直接請負い、工
事全体のとりまとめを行う。

〇

土木・建築
道路、堤防、上下水道、造成、ビル・マンション等の建設をコンクリート、土
石、木材、鋼材等を使用して行う土木工事、それらに付随するソリューション
業務を行う。

〇

海洋土木
埋立、護岸、防波堤、海底トンネル工事等、海洋土木、港湾施設建築工事を
中心に請負う。

地盤改良工事
地盤改良工事（軟弱地盤に手を加え、建築物、橋梁などを建てるための土台
を補強し、強度特性、圧縮特性および透水性の改良を行う工事）を中心に請
負う。

鉄骨・橋梁建設 鉄骨、橋梁、鉄塔の建築、それらに付随するソリューション業務を行う。 〇

道路舗装工事・管理
道路等の耐久力を増すために、その表面を石、煉瓦、コンクリート、アスファ
ルトなどで固める（舗装）を行う。道路維持補修工事、道路運営管理等を含
む。

〇

造園工事 家庭や企業、各種施設等の造園工事を請負う。

設備工事（空調・配管）
空調設備に関わる工事や建造物向けの給排水・衛生等の各種配管、ガス設
備敷設に関わる工事を中心に請負う。

〇

設備工事（電気・電設）
電気を使用する機器などの電気設備や発電所からの送配などに関わる工事
を行う。

〇

設備工事（通信）
通信回線（電話回線工事、設備・通信ネットワーク・ＬＡＮ構築、ＣＡＴＶなど）に
関わる電気通信工事、通信設備関連の工事を中心に請負う。

〇

産業機械整備 主に生産設備に向けて、産業用機械の設置、保守、点検、整備を行う。

土壌調査・航空測量
土壌汚染に関するコンサルティング・土壌調査・有害物質の分析・浄化処理
並びに、航空測量を中心に請負う。

プラント設計・工事
石油精製、液化天然ガス、原子力、製鉄などの各種プラント、環境設備等の
設計、建設、据付、操業保全等を行う。

〇

建設資材・設備 セメント・生コンクリート
コンクリート、モルタルの原料となるセメント及びセメントを主原料として生コン
クリートを製造する。

〇

舗装材料 アスファルト等、道路舗装の材料を製造する。タイル、煉瓦は除く。

採石・砕石 主に建設・土木に使用される土砂の採取、砕石を行う。

耐火物・窯炉
鉄をつくるプロセスなどに用いられる耐火物や、各種熔炉（炉、暖炉や、溶鉱
炉などのファーネス）の設計施工および築造修理を行う。

建築材料（コンクリート） コンクリート製の建材を製造する。 〇

建築材料（タイル・煉瓦・石材）

屋根瓦、タイル等、建材用の窯業製品、高温用断熱材や、鋳造、土木建築、
ベントナイト（粘土）及び、窯業などで使用する石灰系耐火材料（マグネシア、
カルシア）、石膏ボード等の建築用石材を製造（含む工事取付）する。耐火煉
瓦を含む。
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建築材料（木材） 木材の製造、加工、販売を行う。 〇

建築材料（床材・内装材）
床材等の建材を製造する。木製のドア、システム収納ユニットを含む。カーテ
ン、カーペット等のインテリア用品を除く。

〇

建築材料（金属）
建築物に使用される金属製の建材（屋根、壁、ドアクローザ、金属製二重床、
溶接金網、その他改修材など）を製造する。アルミサッシ、シャッター、鉄骨類
を除く。

建築材料（樹脂・ゴム） 樹脂製ならびに防水シート等ゴム系の建材を製造する。

建築材料（管工機材） ガスや水道等用の管、継手等の管工機材を製造する。

建築材料（窓・サッシ・シャッ
ター）

住宅、ビル向けのアルミサッシ・シャッター・ドア等を製造する。 〇

建築材料（エクステリア・外構） 門扉、物置、人工芝、砂利などを製造する。窓、サッシ、シャッターを除く。

住宅設備（システムキッチン・シ
ステムバス）

主に住宅で使用されるシステムキッチン、システムバス、浴槽等を製造する。 〇

住宅設備（トイレ・洗面台） 便器、洗面台、洗面化粧台等、主に水周りで使用される器具を製造する。 〇

住宅設備（ガス・石油機器）
主に家庭向け給湯機器等のガス・石油機器（住宅設備・機器）を製造する。
ボイラー等は除く。

〇

ビルメンテナンス
ビル等の建物設備（空調設備、給排水設備等）の維持管理、修繕、リニュー
アル工事及び、防犯監視システムの設置・運営・保守・修理業務を行う。

〇

不動産・住宅 総合デベロッパー
商業施設、公共施設、住宅等、地域全体の不動産企画、開発、販売を総合
的に行う。

〇

マンション開発・分譲 マンション等の集合住宅を中心に企画、開発、販売を行う。 〇

戸建て住宅
戸建て住宅の企画、開発、設計、施工、販売を行う。注文住宅・ハウスメー
カーを含む。

リフォーム・内装工事・修理
住宅、ビル等建物、店舗等商業施設の内装工事、増改築・改装、修理ならび
にメンテナンスを中心に請負う。

〇

建物外装工事 住宅、ビル等建物の外装工事、修理ならびにメンテナンスを中心に請負う。

不動産リノベーション
中古不動産を仕入れ、リノベーション（大規模な改修・改装）を施した上で再
販売する。

〇

オフィス・商業施設賃貸
所有する不動産を、商業施設、事務所として賃貸を主要事業として行う。不
動産投資業を除く。

〇

賃貸住宅・企画・管理
自ら所有する、もしくは地主からの依頼に基づき、賃貸住宅、アパート、マン
ションの建設、管理募集、仲介等を主要事業として行う。

〇

駐車場運営
自ら所有する、もしくは地主からの依頼に基づき、駐車場の管理、運営を主
要事業として使用する。

〇

マンション管理
マンション等建物の清掃、保守等の維持管理サービスを主要事業として行
う。

〇

ビルメンテナンス
ビル等の建物設備（空調設備、給排水設備等）の維持管理、修繕、リニュー
アル工事及び、防犯監視システムの設置・運営・保守・修理業務を行う。

不動産仲介 各種不動産の売買、貸借等の取引の仲介を行う。販売受託を含む。 〇

店舗・商業施設ディスプレー企
画制作

店舗、商業施設等のディスプレーを中心に、デザイン、空間演出、企画、設
計、施工を行う。

建設・不動産コンサルティング
建設、不動産に関するコンサルティングを主要事業として行う。設計、不動産
鑑定、及び構造調査・エンジニアリングレポートを含む。

〇

商社・卸売 総合商社 総合商社 多様な商品、サービスの輸出入貿易、卸売販売、中間流通等の事業を行う。 〇

繊維・化学・製紙卸 繊維・繊維加工品卸
繊維素材及び繊維加工品、衣類等繊維製品の中間流通・卸売を主要事業と
して行う。

〇

化学品・化成品卸
基礎化学品、誘導品等、素材としての各種化学製品の中間流通を主要事業
として行う。医薬品を除く。

〇

紙・パルプ卸 製紙用のパルプや各種紙製品の中間流通を主要事業として行う。 〇

容器・包装梱包資材卸
金属、ガラス、樹脂製容器や各種包装材料の中間流通を主要事業として行
う。

〇

建材・電気機械・金
属卸

エネルギー商社
石油製品、ガス等、エネルギー、燃料関連の中間流通を主要事業として行
う。

〇

金属卸
銅材、鋼材、ステンレス等の素材及び金属製品の中間流通を主要業務とし
て行う。

〇

工具・金型卸
作業工具、金具（ボルト・ナット・釘など）、金型等の中間流通を主要業務とし
て行う。

産業用機械・機器卸
製造用機械、検査機械等の各種産業用機械の中間流通を主要業務として行
う。

自動車部品・カー用品卸 各種自動車部品、各種カー用品の中間流通を主要事業として行う。 〇

家庭用電気製品卸
テレビ、ＡＶ機器、エアコン、白物家電等の家庭用各種電気製品の中間流通
を主要事業として行う。

情報通信・ネットワーク機器卸
他社製品のストレージ、サーバー、ネットワーク機器、各種ソフトウェアの企業
向け販売及び中間流通を主として行う。

〇
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ＰＣ・ＯＡ機器卸
各種ＯＡ機器（複写機及びプリンター、ファクシミリ等）、ＰＣ及びその周辺機器
の企業向け販売及び中間流通を主要業務として行う。

〇

半導体・電子部品卸 各種電子機器、電子部品の中間流通を主要事業として行う。 〇

配管材料・機器卸
配管材料・配管機器（パイプ、バルブ、継手類）の中間流通を主要事業として
行う。

〇

建材・住設機器卸
建材（屋根、天井、壁、床等の内・外装材料）、建設資材（足場）、はしご、脚
立等の住設機器（水周り製品）の中間流通を主要事業として行う。

〇

電気設備資材卸
配電盤、受変電設備の電気設備、発電機、業務用空調機、エレベーター等、
施設に付帯する設備の中間流通を主要業務として行う。

医薬品・医療品卸 医薬品卸 医薬品の中間流通を主要事業として行う。一般家庭への配置販売を含む。 〇

医療機器・医療用品卸
各種医療機器、医療用サプライの中間流通を主要事業として行う。医療医薬
向け研究機器・化学機器の中間流通を含む。

〇

食品卸 食品卸（総合）
主に小売店、外食店向けに加工食品、食材、酒類の中間流通を主要業務と
して行う。

〇

食品卸（農産） とうもろこし、大豆、小麦等の農産物の中間流通を主要業務として行う。 〇

食品卸（食肉） 食肉、畜産加工品の輸入、中間流通を主要業務として行う。

食品卸（水産） 水産物及び水産加工品の中間流通を主要業務として行う。 〇

水産物輸入 水産物及び水産加工品を海外にて開発（買付）・輸入を行う。

生活関連用品卸 家具卸 家具、寝具、インテリア用品の中間流通を主要事業として行う。

事務用品卸
各種事務機器、事務用品の中間流通を主要事業として行う。学校等への教
材卸も含む。

アクセサリー・服飾雑貨卸 主としてアクセサリー、服飾雑貨の中間流通を主要事業として行う。

日用品・生活用品卸 日用品、トイレタリー等の中間流通を主要事業として行う。 〇

レジャー・スポーツ用品卸
玩具、スポーツ用品、楽器等のレジャー関連用品の中間流通を主要事業とし
て行う。

〇

ペット用品卸 ペットフード、ペット用品の中間流通を主要事業として行う。 〇

花卉・種苗卸
花卉、種苗、鉢などのガーデニング関連品の中間流通を主要事業として行
う。

出版取次 出版社と書店間の中間流通を主たる事業として行う。 〇

小売
総合小売・食料品小
売

百貨店
多分野・多種類の商品を取り扱う大規模店舗を持ち、主に対面販売方式を
採る百貨店の運営を主要事業とする。

〇

ＧＭＳ
食料品、日用品、衣料品、家電等、日常生活に必要な物を総合的に扱う大
規模店舗を持ち、主にセルフ販売方式を採る総合スーパーの運営を主要事
業として運営する。ショッピングモールの運営を含む。

〇

スーパーマーケット
食料品、日用品を中心としたセルフ販売方式を採るスーパーマーケットの運
営を主要事業として行う。

〇

酒類専門店・自動販売機運営
酒類を中心とした飲料を比較的安価に販売する店舗の運営、自動販売機の
オペレーション業務を行う。

コンビニエンスストア
コンビニエンスストア（食料品、日用雑貨を中心に多種類の商品を扱い、長時
間の営業を行う小規模小売店）のチェーン展開を主要事業とする。

〇

専門食料品店 食料品を主体に、セルフ販売方式によらない販売を行う。

ドラッグストア
ドラッグストア（家庭用医薬品を中心に、日用品、化粧品等を安価に販売す
る）をチェーン展開する。

〇

衣料品・服飾品小売 衣料専門店（婦人服） 婦人服を主体とした服飾品の小売販売を主要事業として行う。

衣料専門店（カジュアル衣料） カジュアル衣料を中心とした服飾品の小売販売を主要事業として行う。 〇

衣料専門店（紳士服） 紳士服を主体とした服飾品の小売販売を主要事業として行う。

衣料専門店（子供服）
子供服、ベビー服（ベビー用品含む）を主体とした服飾品の小売販売を主要
事業として行う。

〇

衣料専門店（呉服） 呉服を主体とした服飾品の小売販売及び卸売を主要事業として行う。

鞄専門店 バッグ、鞄類の小売販売を主要事業として行う。

靴専門店 靴、履物類の小売販売を主要事業として行う。

眼鏡・コンタクトレンズ専門店 眼鏡、コンタクトレンズ及び関連商品の小売を主要事業として行う。 〇

宝飾品・アクセサリー・服飾雑貨
販売

宝飾品、各種アクセサリ類、服飾雑貨類の小売を主要事業として行う。

専門店・ドラッグストア ホームセンター
日用雑貨、ＤＩＹ用品、園芸用品、ペット用品等を中心とした大規模店舗を持
つホームセンタ等運営を主要事業として行う。

〇

ディスカウントストア
ディスカウントストア（家庭用品や日用雑貨を中心に、低価格にて販売する）
を運営する。１００円ショップ、家電量販店、ドラッグストアを除く。

〇
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１００円ショップ
１００円ショップ（主として一点１００円にて販売を行う小売店）をチェーン展開
する。

〇

ドラッグストア
ドラッグストア（家庭用医薬品を中心に、日用品、化粧品等を安価に販売す
る）をチェーン展開する。

〇

調剤薬局 調剤薬局（処方箋をもとに、各種医薬品の販売を主とする薬局）を運営する。 〇

生活雑貨・日用品販売 各種日用雑貨の小売販売を主要事業として行う。 〇

家具・インテリアショップ
家庭用の家具やインテリア用品（カーテン、カーペット等）の小売販売を主要
事業として行う。

〇

ペット・園芸用品店
ペットの生体やペット用品、各種園芸用品の販売を行う。ペットホテル等の各
種サービスを含む。

新聞販売店 新聞販売店等の新聞小売・宅配事業を主要事業として行う。

音楽・ゲームソフト・玩具販売
音楽ソフト（ＣＤ、ＤＶＤ等）、ゲームソフト、楽器、その他玩具の小売販売を主
要事業として行う。

音楽等ソフトレンタル
音楽、映画等のソフト（ＣＤ、ＤＶＤ等）のレンタルサービスを主要事業として行
う。

書店・複合書店
主に書籍の販売（取次を含む）を行い、付帯して文具・音楽映像ソフト（ＣＤ・Ｄ
ＶＤ等）の販売を行う。

〇

古書・中古ソフト販売 中古の音楽、映像ソフト、ゲームソフトの買取・販売を主要事業として行う。

スポーツ用品専門店
スポーツ用品やウエア、シューズの小売を主要事業として行う。ゴルフ関連
用品、自転車の小売を含む。

リサイクルショップ
各種中古生活用品の買取・販売を主要事業として行う。金券ショップを含む。
書籍、音楽・映像ソフト、ゲームソフトを除く。

〇

チケット販売
主にコンサートやスポーツ競技、各種イベントの入場チケット等を取り次ぎ販
売する。

美術品流通
絵画、彫刻等、各種美術品の小売販売、流通を主要事業として行う。オーク
ションの運営を含む。

カー用品店
自動車用タイヤ、カーナビ等の電装品、カーケア用品の小売販売を主要事業
として行う。自動二輪車用品を含む。

〇

家電小売 家電量販店
家電量販店（家電製品を中心に、大中規模店舗で低価格販売を行う）を
チェーン展開する。チェーン展開をしていない家電小売店を含む。

〇

ＰＣ・周辺機器専門店
主に個人向けに、パーソナルコンピューターやその周辺機器の小売販売を主
要事業として行う。

携帯電話販売・取次
携帯電話端末の小売販売、携帯電話事業者への取次ぎ及び、ＩＳＰサービス
取次ぎを主要事業として展開する。家電量販店を除く。

自動車小売 自動車販売（新車）
自動車、自動二輪車（バイク）の新車を中心に販売する自動車ディーラーを
運営する。輸入車を除く。

〇

自動車販売（中古車）・買取
中古自動車・自動二輪車（バイク）、中古パーツの買取・販売を行う。中古車
オークションの運営を含む。

〇

自動車販売（輸入車）
輸入自動車、自動二輪車（バイク）を中心に販売する自動車ディーラーの運
営を主要事業とする。

〇

通信販売
通信販売（食品・健康商品・化粧
品）

食材・健康食品・健康器具及び化粧品類の通信販売・訪問販売を行う。 〇

通信販売（衣料・生活用品） 主に、衣料、生活関連用品の通信販売を行う。 〇

通信販売（事務用品） 主に、文房具、事務用品の通信販売を行う。

ネット通販
主に消費者向けに電子商取引サイトを運営し、ネット通販を行う。個人間売
買の仲介を含む。

〇

外食・飲食サービス 飲食店 喫茶店・カフェ 喫茶店、カフェをチェーン展開する。 〇

ファストフード（ハンバーガー）
ハンバーガーを中心とした手軽な食事を注文後短時間で提供する店舗を運
営する。フライドチキン、ドーナツを含む。

〇

ファストフード（丼物、そば・うど
ん）

丼物、そば・うどんを中心とした手軽な食事を注文後短時間で提供する店舗
を運営する。

〇

ファミリーレストラン
主にファミリー層に向けた、多種類のメニューを比較的低価格に提供するレ
ストランをチェーン展開する。

〇

カジュアルレストラン（一般）
定食、洋食（ハンバーグ・ステーキ、パスタ・ピザ等）を、カジュアルな内装・
サービスにて提供する飲食店を運営する。

ラーメン・中華料理店 ラーメン店、中華料理店を運営する。ちゃんぽんを含む。

焼肉店 焼肉を中心としたレストランを運営する。 〇

寿司店・持ち帰り寿司 回転寿司を含む寿司店を運営する。持ち帰り寿司を含む。 〇

居酒屋 主に酒類とそれに伴う料理を提供する居酒屋・パブ・ビアホールを運営する。 〇

レストラン・ダイニングバー
レストラン（カジュアルを除く）、宴会場、またはダイニングバー、ケータリング
サービスを行う。

弁当・デリバリー 弁当・総菜（宅配） 主に弁当・総菜類の宅配を行う。 〇
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弁当・総菜（販売・持ち帰り） 持ち帰り用弁当、総菜等の販売を主とする店舗を運営する。 〇

厨房・給食サービス
ホテル、企業等の厨房業務請負、及び学校、医療機関・介護施設等への給
食サービスを行う。オフィスコーヒーサービスを含む。

〇

金融 銀行 都市銀行 都市銀行（全国展開する普通銀行）。 〇

地方銀行 地方都市に本店をおき、地域経済を営業基盤とする普通銀行。 〇

信託銀行
「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）」によって信託業務
と銀行業務の双方を行う。

〇

信用金庫
「信用金庫法」に基づき、日本国内における預金の受入、資金の移動・貸出、
手形の発行等を行う。

〇

外国銀行
日本国外に本拠（本店）がある銀行で、日本国内に支店を持ち銀行業務を行
う。

新形態銀行・ネット銀行

インターネットバンキングを主体とする銀行、商業施設との連携を主体とする
銀行、中小企業への融資を主体にする銀行、破綻した銀行の業務を一時的
に引き継ぐ事を主体にする銀行など、従来の伝統的な銀行にはない業務を
行う「新たな形態の」銀行。

〇

政府系金融機関 政府が、経済発展等の目的のため、特殊法人として設立している金融機関。

証券 証券 店舗設置型の証券業を中心に営む。 〇

ネット証券 無店舗型の証券業を中心に営む。 〇

証券金融
証券会社に対し、信用取引の決済や公社債の引受・売買に必要な資金・株
式の貸付等を行う。

保険 生命保険
保険業法に基づき、人間の生命や傷病に関わる損失を補償することを目的
とした保険商品の企画、開発、販売を行う。

〇

損害保険
保険業法に基づき、自然災害や事故等により生じた損害を補償することを目
的とした保険商品の企画、開発、販売を行う。

〇

保険代理店 保険会社が企画、開発した保険商品を、保険募集人として販売代行を行う。 〇

消費者・事業者金融 信販・クレジットカード クレジットカード等、販売信用を主要事業とする。 〇

消費者金融 個人に対し、金銭の貸付を行う。銀行、信用金庫、住宅金融を除く。 〇

事業者金融
手形割引、手形貸付、証書貸付、ファクタリング等、主に企業経営者等に向
けて事業用資金の貸付を行う。銀行、信用金庫を除く。

住宅金融 住宅ローン等、住宅取得のための金融業を主たる事業として行う。

信用保証・再保険
企業や個人が金融機関から融資を受ける際に、その債務を保証する。再保
険を含む。

決済代行サービス
コンビニ、電子マネー、クレジット決済の処理（各種決済事務、支払額の請
求、資金回収等）の請負・およびそれに付随するサービスを行う。個人間等
の送金を含む。

〇

リース・レンタル 総合リース 多種多様な機器等について、総合的にリースサービスを行う。 〇

清掃関連用具レンタル
オフィス、個人、店舗向けに、モップ、マット等の清掃関連用具及び空気洗浄
機、浄水器等の衛生関連機器等のレンタルを行う。

建機・建材リース
主に建設機械、建設仮設材等のリース、レンタルサービスを行う。建設仮設
材製造を含む。

〇

プレハブ建築販売・リース
プレハブ建築物（事務所・倉庫・工場・作業場・集会場・店舗・トイレなど）の製
造、販売またはレンタルを行う。

レンタカー・カーリース
企業、個人向けに自動車のリース、レンタルサービスを行う。カーシェア及び
販売金融やオートローンを含む。

〇

ＯＡ機器・オフィス用品リース
主に企業向けに、ＯＡ機器やその他オフィス用品のリース、レンタルサービス
を行う。

産業機械リース 産業用の各種機械類（製造装置）のリース、レンタルサービスを行う。

投資
事業投資・企業再生・投資ファン
ド

上場企業、未上場企業に対し、自己勘定、または自社が運営するファンドを
通じて投融資を行う。ベンチャーキャピタルを含む。

〇

債権回収 ローン、クレジット等の債権管理、回収業務を請負う。

不動産投資・ファンド組成運営
収益不動産（オフィス・レジ・商業・ホテル・その他）や不動産に関連する資産
に対し、自社または自社の運営するファンドを通じて投資・運営管理を行う、
またはファンドの組成を行う。

投資信託・投資顧問
投資信託（投資家から集めた資金を運用し、運用益を投資家に分配する）、
及び投資顧問（投資に関する助言業務）を主要事業として行う。

〇

不動産投資信託 REIT（種別・オフィス） ポートフォリオが保有する建物種別にオフィスが含まれている。 〇

REIT（種別・住宅） ポートフォリオが保有する建物種別に住居・高齢者施設が含まれている。 〇

REIT（種別・商業施設） ポートフォリオが保有する建物種別に商業施設・モールが含まれている。

REIT（種別・物流施設・インフラ）
ポートフォリオが保有する建物種別に物流施設・インフラ施設が含まれてい
る。

〇
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REIT（種別・ホテル） ポートフォリオが保有する建物種別にホテルが含まれている。 〇

金融仲介 取引所 証券や商品等の取引所を運営する。

証券代行
証券発行会社から、株式の名義書換や配当支払等の事務を代行する。レ
コードキーピング業務を含む。

商品先物取引 商品先物取引の仲介業務を行う。自己取引を含む。

FX・暗号資産（仮想通貨）取引
外国為替証拠金取引の仲介業務を行う。自己取引を含む。暗号資産（仮想
通貨）の交換業務や短資業も含む。

物流・運輸 倉庫・物流 倉庫・物流サービス（一般）
倉庫による保管業務及び、ピッキング、梱包、配送、在庫管理、輸送手配な
どの各種ロジスティクス業務を請け負うサービスを提供する。物流施設の賃
貸を含む。

〇

倉庫・物流サービス（冷蔵・冷
凍）

冷蔵・冷凍倉庫による保管業務を含み、低温物流サービスを主要事業として
展開する。

〇

石油・ガス備蓄 石油・ガス等、資源関連の備蓄・貯蔵を主要業務として行う。

陸運 鉄道
鉄道による旅客・貨物輸送サービスを行う。路面電車や鋼索鉄道（ケーブル
カー）を含む。

〇

バス・タクシー バス及びタクシーによる輸送サービスを主要事業とする。 〇

企業向けトラック輸送
トラックによる貨物輸送サービスを主要事業とする。冷凍、冷蔵、チルド等の
貨物輸送サービスを含む。

〇

宅配便 宅配便サービスを主要業務として展開する。 〇

引っ越しサービス 引越し請負サービスを主要業務として展開する。

郵便事業 郵便事業を行う。

海運 港湾運送 港湾における貨物の引渡し、受取り、及びそれに付随する業務を請負う。 〇

外航海運 日本と外国諸港との間、外国の諸港間で船舶により、貨物の運送を行う。 〇

内航海運 日本の諸港間を船舶により貨物の運送を行う。

旅客海運 船舶により旅客の運送を行う。

空運 航空輸送 主として、航空機による旅客輸送サービスを行う。 〇

国際貨物

国際貨物輸送サービスを行う。フォワーダー（複数の荷主から集荷してきた
貨物を仕向け地ごとに仕分けし、大口貨物に仕立て、自らが荷主として航空
会社、空運会社等に運送を依頼するとともに、関連する書類の作成、通関手
続、梱包等を行う事業者）を含む。外航海運会社を除く。

空港施設・航空関連サービス
空港施設の管理、運営、空港施設においてエアポートショップなどリテール向
けに売店ならびに航空機内販売品の企画などを運営する。

情報・通信・広告 マスメディア 新聞発行 新聞の発行事業を行う。

テレビ（地上波） 地上波テレビ放送事業を行う。 〇

ケーブル・衛星テレビ ＣＡＴＶ（ケーブルテレビ）、衛星放送事業を主要事業として運営する。

ラジオ・有線放送 ラジオ放送、有線ラジオ放送を主要事業として運営する。

出版（総合・教育） 書籍、雑誌等、総合的な出版事業を行う。教育分野の出版を含む。 〇

出版（情報） 趣味等、特定分野の情報を中心とした書籍、雑誌等の出版事業を行う。

出版（フリーペーパー） フリーペーパーの出版発行事業を行う。

出版取次 出版社と書店間の中間流通を主たる事業として行う。

通信社 提携先の新聞社や放送局に向けて、各種ニュースの収集、配信を行う。

通信サービス 固定電話・データ通信事業
固定電話回線による通話、データ通信サービスを提供する。インターネット
サービスプロバイダを除く。

〇

モバイル通信事業
スマートフォンや携帯電話（ＰＨＳを含む）などによるモバイル通信サービスを
提供する。携帯電話ネットワークを利用したデータ通信サービスを含む。

〇

インターネットサービスプロバイ
ダー

企業、個人等に向けて、インターネット接続サービス、ＡＤＳＬ回線・光回線等
をユーザーに提供する。

〇

広告 広告代理店
新聞、テレビ、ラジオ、出版物等向けの広告に関し、広告の提案、メディアへ
の取次等の代理店業務を主要事業として行う。

〇

ネット広告（代理店）
インタネットメディア向け広告を主とした代理店。メディアレップやアフィリエイ
トサービス、ネットマーケティングサービスを含む。

〇

ネット広告（アフィリエイト）
広告主がブログやホームページの運営者にインターネット上で宣伝を依頼
し、報酬を支払う仕組み（アフィリエイト）の運営を行う。

ネット広告（ネットマーケティング
支援）

ネット媒体を使ったマーケティング（検索エンジン最適化、Ｗｅｂ解析・構築支
援等、メール広告配信、ＳＥＭ、ＳＥＯ、ＳＮＳの立ち上げ支援やアプリ開発、リ
スティング広告等）などネットマーケティングを支援・サポートする。
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業種・定義一覧（2021年版）（18/21） 日本経済新聞社

日経NEEDS業界解説レポート／日経業界分析レポート  業種・定義一覧 2022年10月4日現在

大分類 中分類 小分類 定義
日経業界分析
レポート収録

ＣＭ・広告制作
広告主や広告代理店からの請負により、テレビＣＭ等、各種広告コンテンツ
の企画、制作を行う。

イベント企画
主に企業向けの販促イベント、スポーツ・芸能イベント等、各種イベントの企
画、運営、会場設営等を主要事業として行う。

コンテンツ制作・配信 放送コンテンツ・映像制作 テレビ番組等に向けた映像コンテンツの企画、制作を行う。ＣＭ制作を除く。

ＣＭ・広告制作
広告主や広告代理店からの請負により、テレビＣＭ等、各種広告コンテンツ
の企画、制作を行う。

芸能・スポーツマネジメント
芸能タレントやプロスポーツ選手等のマネジメントサービス、及びプロスポー
ツチーム・クラブの運営を行う。

〇

映画制作 映画の企画、制作、配給を主要事業として行う。 〇

音楽・ビデオソフト制作 音楽、映像ソフトの企画、制作を主要事業として行う。 〇

音楽配信
インターネットやスマートフォンを通じた、音楽コンテンツの配信サービスを主
要事業として行う。

〇

映像配信
インターネットやスマートフォンを通じた、映像コンテンツの配信サービスを主
要事業として行う。

〇

家庭用ゲームソフト
家庭用ゲーム機向けゲームソフト（オンラインゲーム・携帯ゲームを除く）の企
画、制作（開発）を主要事業として行う。

〇

オンラインゲーム・モバイルゲー
ム

主にパーソナルコンピューター、スマートフォン、携帯電話向けのオンライン
ゲームの企画、制作（開発）、及びこれらゲームサイトの運営を主要事業とし
て行う。

〇

電子出版・配信
主にスマートフォンや携帯電話向けに電子書籍・マンガ等を企画・制作・配信
する。ニュースなどテキストコンテンツを含む（音楽・映像コンテンツ、ゲーム
を除く）。

〇

インターネットサイト運
営

ポータル・検索サイト インターネットのポータルサイトの運営を主要事業として行う。

ネット通販
主に消費者向けに電子商取引サイトを運営し、ネット通販を行う。個人間売
買の仲介を含む。

〇

Ｅコマース（企業間取引） 主に事業者向けに電子商取引サイトを運営し、商品取引を行う。 〇

ＳＮＳサイト運営
ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）サイトの運営を主要事業とし
て行う。

専門情報サイト
主にインターネットを通じて、各分野に特化した情報提供サービスサイトを運
営する。

転職（人材・求人）情報サイト
主にインターネットを通じて、転職、求人情報提供サービスサイトを運営す
る。

地図・気象情報サービス インターネットや出版物等を通じて、地図や天候に関する情報を提供する。

個人資産管理サイト
主にインターネットを通じて、テクノロジーを活用した、個人資産管理や資産
運用に関する情報提供サービスのサイトを運営する。

システム・ソフトウエア システムインテグレーター
システム構築にあたり、システムの企画、設計から、開発、運用・保守までの
一括請負を行う。

〇

パッケージソフト（ＥＲＰ・会計）
企業の業務で使用するＥＲＰ・会計・財務パッケージソフトウエアの開発、販
売を主要業務とする。

〇

パッケージソフト（その他業務向
け）

企業の業務で使用するその他業務向けパッケージソフトウエアの開発、販売
を主要業務とする。

パッケージソフト（一般向け・汎
用ソフト）

法人及び個人向けの一般的な汎用ソフトウェアの開発を主要業務とする。

システム受注・ソフト開発（一般）
顧客の依頼に基づき、各種の様々なコンピューターシステムの受注・ソフト開
発を行う。

〇

システム受注・ソフト開発（ＣＡ
Ｄ・ＣＡＭ）

主に機械・建築の設計に用いられるコンピューター支援ツール（ＣＡＤ・ＣＡＭ
システム）の受注・ソフト開発を行う。

システム受注・ソフト開発（組込
ソフト）

モバイル端末、携帯電話、電気機器、装置等向けの組込ソフト（ファームウエ
ア）の受注・ソフト開発を主要業務として行う。

システム受注・ソフト開発（ネット
ワーク）

コンピューターシステムにおいて、主にネットワーク関連の受注・設計、ソフト
開発を主要業務として行う。

システム受注・ソフト開発（医療
システム）

電子カルテ等、主に医療機関向けのシステム受注・ソフト開発を主要業務と
して行う。

システム受注・ソフト開発（ＷＥＢ
サイト構築）

インターネットサイトのデザインや構築、ＡＳＰなどのネットワークシステムに
関わる受注・ソフト開発を主要業務として行う。

システム受注・ソフト開発（生産
設備向けシステム）

工場の生産管理システム、設備の制御コントロール等、生産設備向けのシス
テム受注・ソフト開発を主要業務として行う。

システム受注・ソフト開発（セキュ
リティー関連）

コンピューターシステムのセキュリティーに関するソフト、またはシステムにつ
いての受注・ソフト開発を主要業務として行う。認証システムサービス、ネット
ワーク監視・データ分析解析サービスを含む。

システム受注・ソフト開発（データ
解析）

データ解析・分析するソフトウェアを開発する。ビックデータ解析や機械学習
によるソフトウェア開発を含む。

システム受注・ソフト開発（金融
向け）

金融・決済で利用するソフトウェアを開発する。ブロックチェーン等フィンテック
に関連するソフトウェア開発を含む。
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業種・定義一覧（2021年版）（19/21） 日本経済新聞社

日経NEEDS業界解説レポート／日経業界分析レポート  業種・定義一覧 2022年10月4日現在

大分類 中分類 小分類 定義
日経業界分析
レポート収録

情報処理アウトソースサービス
各種情報処理、データエントリー等の業務を、他企業から請負うことを主要業
務とする。情報処理、データエントリー等に関するソフトウェア開発を含む。

データセンター・クラウドサービ
ス

企業向けにコンピューター関連機器のホスティング、ハウジングサービス提
供、ＩＴインフラ（サーバ、ストレージ、ネットワーク、データベース）、クラウド
サービス、ＩＴファシリティなどの構築・保守業務を行う。

〇

ＩＴコンサルティング
主に公官庁、一般企業等に対し、企業システムの基盤構築・運用支援、業務
システムの最適化等のテクニカルサポートを行う。

〇

サービス 旅行・ホテル ホテル・旅館
ホテルや旅館等、宿泊を主目的とした施設の運営を主要事業として行う。カ
プセルホテルを含む。

〇

旅行会社 各種旅行商品の企画、催行、販売を主要事業として行う。ネット予約を含む。 〇

レジャー・レジャー施
設

リゾート施設（ゴルフ・スキー場）
ゴルフ場・スキー場などのリゾート施設の開発・運営を行う。ゴルフ練習場、
索道（ロープウェイやスキー場のリフトなど）の運営やゴルフ会員権取引を含
む。

〇

映画館・劇場 映画館、各種劇場の運営を行う。 〇

テーマパーク・観光施設 テーマパーク、遊園地、観光施設の運営を行う。 〇

スタジアム 野球、サッカー等、スポーツ向けのスタジアム・競技場を運営する。

ネットカフェ・漫画喫茶 インターネットカフェ、漫画喫茶の運営を行う。

アミューズメント施設 パチンコホール、ゲームセンター、ボウリング場等の娯楽施設を運営する。 〇

競馬・競輪場 競馬場、競輪場及び付帯施設の運営を行う。

スパ・スーパー銭湯 スーパー銭湯等、宿泊を主目的としない温浴施設を運営する。

カラオケボックス・通信カラオケ
カラオケボックスの運営を行う。通信カラオケへのコンテンツ（音源・映像）配
信及びカラオケ機器を製造する企業を含む。

スポーツクラブ スポーツクラブやフィットネスクラブの運営を行う。 〇

音楽教室・カルチャーセンター 音楽教室やカルチャーセンターの運営を行う。

生活関連サービス 老人ホーム・介護サービス
老人ホームの運営、在宅介護等、介護サービスの提供を主要事業として行
う。

〇

保育・幼児向けサービス
乳幼児を対象とした保育所の運営やベビーシッター事業等、乳幼児向けの
育児関連サービスを行う。

〇

警備・セキュリティー
住宅、企業建屋の警備、イベントや工事現場における警備、交通誘導等の
サービス提供を主要事業として行う。ビルメンテナンス・不動産管理は除く。

〇

ハウジングサービス
ハウスクリーニング、害虫駆除等、主に家庭向けの日常作業代行請負を主
要事業として行う。

クリーニング・リネンサプライ
衣料品等のクリーニングサービス及び、事業者向けのリネンサプライサービ
スを主要事業として行う。衣服修理を含む。

〇

自動車整備 自動車の整備・修理を主要業務として行う。

ブライダル関連サービス
結婚式場の運営、婚礼衣装レンタル等、婚礼関連サービス業を主要事業とし
て行う。結婚情報提供サービスを含む。

〇

葬祭関連サービス 葬儀社、葬儀場、霊園の運営等、葬祭関連サービスを主要事業として行う。 〇

美容院エステ・毛髪関連サービ
ス

美容院やエステティックサロンの運営又は、カツラの製造、発毛・育毛サービ
スを行う。

〇

写真プリント・写真館
写真館・撮影スタジオの運営、スタジオ用衣装レンタル、写真のプリントサー
ビス（ＤＰＥ）、その他写真関連サービスを主要事業として行う。

教育 学習・進学塾 学習塾、進学塾、予備校を運営する。個別指導を含む。 〇

外国語学校 主に外国語会話の習得を目的とした教育サービスを行う。

資格取得 資格取得を目的とした教育サービスを行う。自動車教習所を含む。

企業研修・社会人向け教育 企業等に向けた研修サービスを行う。

教材制作 学校、その他教育サービスで使用する教材の企画、制作を行う。

人材紹介・人材派遣 人材紹介・就職支援
主に企業に対する人材紹介、就職斡旋を主要事業として行う。インターネット
サイトや出版物等で行われる、就職支援情報サービスの提供を含む。

〇

人材派遣（事務・営業販売等）
主に事務系作業、営業販売等の社員を外部企業に対して派遣するサービス
を行う。

〇

人材派遣（専門技術）
研究・開発・技術職、または製造業や生産ライン作業等の専門技術を持つ社
員を外部企業に対して派遣するサービスを行う。

転職（人材・求人）情報サイト
主にインターネットを通じて、転職、求人情報提供サービスサイトを運営す
る。

企業向け専門サービ
ス

印刷・製版
各種印刷サービスを行う。製版や製本を含む。パッケージ、包装、ラベル印
刷は除く。

〇

パッケージ・ラベル印刷 パッケージ、包装、ラベル向けの印刷サービスを行う。 〇
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業種・定義一覧（2021年版）（20/21） 日本経済新聞社

日経NEEDS業界解説レポート／日経業界分析レポート  業種・定義一覧 2022年10月4日現在

大分類 中分類 小分類 定義
日経業界分析
レポート収録

製造・開発・検査受託
主に他企業から、各種工業製品の製造・加工、開発、検査等を受託し、自社
設備にて実施する。技術系の研究・コンサルティング業務、工業製品のデザ
イン業務を除く。

営業支援（販売企画・支援） 主に他企業から、商品の営業・販促関連業務を請負う。

営業支援（テレマーケティング・
コールセンター）

他企業より、電話や郵送物（ダイレクトメール）を利用した営業、販促関連業
務、マーケティング業務、コールセンター業務を請負う。

間接業務代行・支援（ＢＰＯ）
企業等より、給与計算、翻訳サービス、間接福利厚生施設運営等、間接部門
の業務代行受注を主要事業として行う。

企業研修・社会人向け教育 企業等に向けた研修サービスを行う。

人材派遣（事務・営業販売等）
主に事務系作業、営業販売等の社員を外部企業に対して派遣するサービス
を行う。

〇

人材派遣（専門技術）
研究・開発・技術職、または製造業や生産ライン作業等の専門技術を持つ社
員を外部企業に対して派遣するサービスを行う。

店舗向けサービス
店舗や飲食店の商品陳列や棚卸、店舗清掃、厨房洗浄等、店舗向けサービ
スの代行を請負う。

企業・マーケット情報サービス
主に企業や投資家等に向けて、マーケットや企業に関連する情報を提供す
る。

シンクタンク
主に政治、経済、金融分野について、調査・研究、政策立案・提言を行う機関
の運営を主要事業として行う。

リサーチ・調査
主に企業からの受託を受け、市場調査サービスを行う。インターネットによる
市場調査を含む。

経営・財務アドバイザリー
企業の経営、財務戦略の経営課題に対して助言やソリューションの提供、Ｍ
＆Ａ等の仲介、アドバイザリー業務を行う。法務・税務サービスを含む。

〇

技術系研究所・コンサルティング 主に企業からの受託を受け、技術系の研究・コンサルティング業務を行う。

人事コンサルティング
会社の人事採用などに関わる各種業務（募集告知、求人者管理、試験問題
の作成、面接等）の支援、代行や社員のモチベーション、人材育成・労務管
理など人事面のコンサルティングを行う。

医療コンサルティング
医療、医療情報に関わる、各種コンサルティングサービスや情報提供サービ
スを行う。

医療事務・医療業務支援 医療機関、介護施設等に向けて各種の業務支援サービスを行う。

産業機械整備 主に生産設備に向けて、産業用機械の設置、保守、点検、整備を行う。

ライセンス管理
主に企業からの受託を受け、音楽や映像、キャラクター等の版権管理、知財
管理を主要業務として行う。

工業デザイン
主に企業からの受託を受け、各種工業製品のデザインを主要業務として行
う。パッケージやインテリア、Webサイト等のデザインは除く。

廃棄物処理・環境衛生管理
一般ごみ、産業廃棄物の処理（焼却、埋立、化学処理、リサイクル等）、施設
の防虫・害虫駆除等の防除業務を主要事業として行う。
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