
一定の取引分野の例
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製品市場 地理的市場 該当事例

1

鉱業，採石業，砂
利採取業

05 金属鉱業 051

塊鉱
世界海上貿

易

ビーエイチピー・ビリトン・ピーエルシー及びビーエイチピー・ビリトン・
リミテッド並びにリオ・ティント・ピーエルシー及びリオ・ティント・リミ
テッドによる鉄鉱石の生産ジョイントベンチャーの設立（平成22年事例１，
平成23年６月21日公表）

2 粉鉱
世界海上貿

易

ビーエイチピー・ビリトン・ピーエルシー及びビーエイチピー・ビリトン・
リミテッド並びにリオ・ティント・ピーエルシー及びリオ・ティント・リミ
テッドによる鉄鉱石の生産ジョイントベンチャーの設立（平成22年事例１，
平成23年６月21日公表）

3 ペレット
世界海上貿

易

ビーエイチピー・ビリトン・ピーエルシー及びビーエイチピー・ビリトン・
リミテッド並びにリオ・ティント・ピーエルシー及びリオ・ティント・リミ
テッドによる鉄鉱石の生産ジョイントベンチャーの設立（平成22年事例１，
平成23年６月21日公表）

4
設備工事業 08 管工事業（さく井工

事業を除く）
083 高圧ガス導管エンジニアリング

業務
全国

新日本製鐵㈱と住友金属工業㈱の合併（平成23年度事例２，平成24年６月20
日公表）

5
中圧ガス導管エンジニアリング
業

関東地方
日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング㈱による㈱キャプティの株式取得
（平成30年度事例１，令和元年６月19日公表）

6
食料品製造業 09

ＭＳＧ 全国
キリングループと協和発酵グループの資本提携（平成20年事例１，平成21年
６月９日公表）

7 アミノ酸系調味料 全国
キリングループと協和発酵グループの資本提携（平成20年事例１，平成21年
６月９日公表）

8 核酸系調味料 全国
キリングループと協和発酵グループの資本提携（平成20年事例１，平成21年
６月９日公表）

9 家庭用風味調味料 全国
味の素㈱によるヤマキ㈱の株式取得（平成18年度事例1，平成19年6月19日公
表）

10 魚介エキス 全国
キリングループと協和発酵グループの資本提携（平成20年事例１，平成21年
６月９日公表）

11 酵母エキス 全国
キリングループと協和発酵グループの資本提携（平成20年事例１，平成21年
６月９日公表）

12 蓄肉エキス 全国
キリングループと協和発酵グループの資本提携（平成20年事例１，平成21年
６月９日公表）

13
清酒タイプ・みりんタイプ発酵
調味料

全国
キリングループと協和発酵グループの資本提携（平成20年事例１，平成21年
６月９日公表）

14 天然複合調味料 全国
キリングループと協和発酵グループの資本提携（平成20年事例１，平成21年
６月９日公表）

15 複合うまみ調味料 全国
キリングループと協和発酵グループの資本提携（平成20年事例１，平成21年
６月９日公表）

16 本みりん 全国
キリングループと協和発酵グループの資本提携（平成20年事例１，平成21年
６月９日公表）

17 ワインタイプ発酵調味料 全国
キリングループと協和発酵グループの資本提携（平成20年事例１，平成21年
６月９日公表）

18
その他の食料品製造

業
099

カップめん 全国
日清食品㈱による明星食品㈱の株式取得（平成18年度事例2，平成19年6月19
日公表）

19 包装餅 全国
佐藤食品工業㈱による㈱きむら食品の包装餅製造販売事業の譲受け（平成26
年度事例１，平成27年６月10日公表）

20 袋めん 全国
日清食品㈱による明星食品㈱の株式取得（平成18年度事例2，平成19年6月19
日公表）

21
飲料・たばこ・飼

料製造業
10 酒類製造業 102

酒類原料用アルコール 全国
キリングループと協和発酵グループの資本提携（平成20年事例１，平成21年
６月９日公表）

22
たばこ製造業 105

たばこ 全国
日本たばこ産業㈱によるアール・ジェイ・アール・ナビスコ・ホールディン
グス社の米国外のたばこ事業の譲受け（平成11年度事例13，平成12年６月２
日公表）

23 犬用療法食 全国
リッジバッグ　アクイジション　エルエルシーによるプロクター・アンド・
ギャンブル・ジャパン㈱の事業譲受け（平成26年度事例２，平成27年６月10
日公表）

24 ドライタイプのドッグフード 全国
リッジバッグ　アクイジション　エルエルシーによるプロクター・アンド・
ギャンブル・ジャパン㈱の事業譲受け（平成26年度事例２，平成27年６月10
日公表）

25
繊維工業 11 その他の繊維製品製

造業
119

ナプキン（軽い日用） 全国
ユニ・チャーム㈱による㈱資生堂からの生理用品事業の譲受け（平成17年度
事例１，平成18年６月７日公表）

26
ナプキン（普通の日用・薄型以
外）

全国
ユニ・チャーム㈱による㈱資生堂からの生理用品事業の譲受け（平成17年度
事例１，平成18年６月７日公表）

27 ナプキン（普通の日用・薄型） 全国
ユニ・チャーム㈱による㈱資生堂からの生理用品事業の譲受け（平成17年度
事例１，平成18年６月７日公表）

28 ナプキン（長時間用） 全国
ユニ・チャーム㈱による㈱資生堂からの生理用品事業の譲受け（平成17年度
事例１，平成18年６月７日公表）

29 ナプキン（夜用） 全国
ユニ・チャーム㈱による㈱資生堂からの生理用品事業の譲受け（平成17年度
事例１，平成18年６月７日公表）

30 ライナー 全国
ユニ・チャーム㈱による㈱資生堂からの生理用品事業の譲受け（平成17年度
事例１，平成18年６月７日公表）

31
木材・木製品製造
業（家具を除く）

12 造作材・合板・建築
用組立材料製造業

122
薄物ＵタイプのＭＤＦ 全国

大建工業㈱によるＣ＆Ｈ㈱の株式取得（平成24年度事例１，平成25年６月５
日公表）

32 厚物ＵタイプのＭＤＦ 全国
大建工業㈱によるＣ＆Ｈ㈱の株式取得（平成24年度事例１，平成25年６月５
日公表）

33 薄物ＭタイプのＭＤＦ 全国
大建工業㈱によるＣ＆Ｈ㈱の株式取得（平成24年度事例１，平成25年６月５
日公表）

34 厚物ＭタイプのＭＤＦ 全国
大建工業㈱によるＣ＆Ｈ㈱の株式取得（平成24年度事例１，平成25年６月５
日公表）

35

パルプ・紙・紙加
工品製造業

14 紙製造業 142

紙（全体） 全国
日本製紙㈱及び大昭和製紙㈱の持株会社の設立による事業統合（平成12年度
事例２，平成13年５月23日公表）
王子製紙㈱と神崎製紙㈱の合併（平成５年度事例，平成６年７月27日公表）

36 ＰＰＣ用紙 全国
日本製紙㈱及び大昭和製紙㈱の持株会社の設立による事業統合（平成12年度
事例２，平成13年５月23日公表）

37 薄葉印刷紙 全国
王子ホールディングス㈱による中越パルプ工業株の株式取得（平成26年度事
例３，平成27年６月10日公表）

38 アート紙 全国

王子製紙㈱と神崎製紙㈱の合併（平成５年度事例，平成６年７月27日公表）
王子ホールディングス㈱による中越パルプ工業㈱の株式取得（平成26年度事
例３，平成27年６月10日公表）
王子ホールディングス㈱による三菱製紙㈱の株式取得（平成30年度事例２，
令和元年６月19日公表）

39 黄板紙チップボール 全国
日本紙業㈱と十條板紙㈱の合併（平成９年度事例１，平成10年６月12日公
表）

40 外装用ジュートライナー 全国
日本紙業㈱と十條板紙㈱の合併（平成９年度事例１，平成10年６月12日公
表）

飼料・有機質肥料製
造業

106

この表は，企業結合計画について公正取引委員会に届出等を行おうとする会社が，どのような商品又は役務や地域の範囲において，市場シェア等を算定すべ
きかを判断する際に参考となるよう，これまでに事前相談又は届出等があった企業結合計画の公表事例で示された「一定の取引分野」を整理したものです。

　この表は，予定している企業結合計画に関係する「一定の取引分野」又は参考となる「一定の取引分野」を検索する際の便宜を考慮して，日本標準産業分類
に即して分類してあります。

「一定の取引分野」の商品又は役務の範囲については，一つの商品又は役務であっても，取引条件の違い等を勘案して大口ユーザー向けと小口ユーザー向け
に区分されている場合があります。また，「一定の取引分野」の地理的範囲については，事業活動の実態に即して，一つの商品又は役務について，地理的市場
が全国と各ブロックに重層的に区分されている場合や，同じ商品又は役務であっても，事案によって地理的市場が全国とされている場合や各ブロックとされて
いる場合があります（当事会社の取扱商品や営業地域等によって，この表とは異なる一定の取引分野が画定されることもあります。）。

２けた分類 ３けた分類

調味料製造業 094



製品市場 地理的市場 該当事例２けた分類 ３けた分類

41 キャストコート紙 全国 王子製紙㈱と神崎製紙㈱の合併（平成５年度事例，平成６年７月27日公表）

42 軽量コート紙 全国
日本製紙㈱及び大昭和製紙㈱の持株会社の設立による事業統合（平成12年度
事例２，平成13年５月23日公表）

43 コート紙 全国
日本製紙㈱及び大昭和製紙㈱の持株会社の設立による事業統合（平成12年度
事例２，平成13年５月23日公表）
王子製紙㈱と神崎製紙㈱の合併（平成５年度事例，平成６年７月27日公表）

44 コート紙等 全国
北越紀州製紙㈱による大王製紙㈱の株式取得（平成24年度事例２，平成25年
６月５日公表）

45 上級印刷紙 全国
日本製紙㈱及び大昭和製紙㈱の持株会社の設立による事業統合（平成12年度
事例２，平成13年５月23日公表）

46 新聞巻取紙 全国
日本製紙㈱及び大昭和製紙㈱の持株会社の設立による事業統合（平成12年度
事例２，平成13年５月23日公表）

47 中級印刷紙 全国
新王子製紙㈱と本州製紙㈱の合併（平成８年度事例１，平成９年６月16日公
表）

48 微塗工印刷用紙 全国
日本製紙㈱及び大昭和製紙㈱の持株会社の設立による事業統合（平成12年度
事例２，平成13年５月23日公表）

49 壁紙原紙 全国
王子ホールディングス㈱による三菱製紙㈱の株式取得（平成30年度事例２，
令和元年６月19日公表）

50
加工紙製造業

裏カーボン原紙 全国
王子ホールディングス㈱による中越パルプ工業株の株式取得（平成26年度事
例３，平成27年６月10日公表）

51 重袋用両更クラフト紙 全国

王子ホールディングス㈱による中越パルプ工業株の株式取得（平成26年度事
例３，平成27年６月10日公表）
日本製紙㈱と特種東海製紙㈱による段ボール原紙等の共同販売会社の設立等
（平成27年度事例１，平成28年６月８日公表）

52 特殊両更クラフト紙 全国
王子ホールディングス㈱による中越パルプ工業株の株式取得（平成26年度事
例３，平成27年６月10日公表）

53 両更さらしクラフト紙 全国
王子ホールディングス㈱による中越パルプ工業株の株式取得（平成26年度事
例３，平成27年６月10日公表）

54 バルカナイズドファイバー全体 全国
北越紀州製紙㈱による東洋ファイバー㈱の株式取得（平成22年事例２，平成
23年６月21日公表）

55 一般両更クラフト紙 全国
日本製紙㈱と特種東海製紙㈱による段ボール原紙等の共同販売会社の設立等
（平成27年度事例１，平成28年６月８日公表）

56 ライナー 全国
日本製紙㈱と特種東海製紙㈱による段ボール原紙等の共同販売会社の設立等
（平成27年度事例１，平成28年６月８日公表）

57 中芯原紙 全国
日本製紙㈱と特種東海製紙㈱による段ボール原紙等の共同販売会社の設立等
（平成27年度事例１，平成28年６月８日公表）

58 ＬＰＢ 全世界
ニッポンダイナウェーブパッケージングによるウェアーハウザーエヌアール
カンパニーの液体用紙容器原紙の製造販売事業の譲受け（平成28年度事例
１，平成29年６月14日公表）

59 プレスボード 全国
王子ホールディングス㈱による三菱製紙㈱の株式取得（平成30年度事例２，
令和元年６月19日公表）

60

紙製容器製造業 145
ゲーブルトップ型の液体用紙容
器

全国
ニッポンダイナウェーブパッケージングによるウェアーハウザーエヌアール
カンパニーの液体用紙容器原紙の製造販売事業の譲受け（平成28年度事例
１，平成29年６月14日公表）

61 ブリック型の液体用紙容器 全国
ニッポンダイナウェーブパッケージングによるウェアーハウザーエヌアール
カンパニーの液体用紙容器原紙の製造販売事業の譲受け（平成28年度事例
１，平成29年６月14日公表）

62
化学工業 16 無機化学工業製品製

造業
162

一般工業用カーボンブラック 全国
東海カーボン㈱及び三菱化学㈱のカーボンブラック事業の統合（平成16年度
事例10，平成17年５月30日公表）

63 過酸化水素 全国

三菱瓦斯化学㈱による新酸素化学㈱の株式取得（平成17年度事例３，平成18
年６月７日公表）
三菱瓦斯化学㈱と日本パーオキサイド㈱による共同生産会社の設立（平成12
年度事例７，平成13年５月23日公表）

64 業務用塩 全国
㈱ソルトホールディングスによる讃岐塩業㈱の株式取得（平成17年度事例
２，平成18年６月７日公表）

65 水加ヒドラジン 全国
大塚化学㈱と三菱瓦斯化学㈱による水加ヒドラジン事業の統合（平成15年度
事例７，平成16年５月31日公表）

66 生活用塩 全国
㈱ソルトホールディングスによる讃岐塩業㈱の株式取得（平成17年度事例
２，平成18年６月７日公表）

67 ソーダ灰 全国

住友商事㈱と旭硝子㈱によるソーダ灰の輸入・販売事業の統合（平成15年度
事例６，平成16年５月31日公表），㈱トクヤマとセントラル硝子㈱のソーダ
灰及び塩化カルシウムの販売事業の統合（平成25年度事例１，平成26年６月
11日公表）

68 タイヤ用カーボンブラック 全国
東海カーボン㈱及び三菱化学㈱のカーボンブラック事業の統合（平成16年度
事例10，平成17年５月30日公表）

69 硫酸 全国
住友金属鉱山㈱及び同和鉱業㈱による硫酸事業の統合（平成14年度事例10，
平成15年５月30日公表）

70
有機化学工業製品製

造業
163

液状塩化カルシウム
地域ブロッ

ク
㈱トクヤマとセントラル硝子㈱のソーダ灰及び塩化カルシウムの販売事業の
統合（平成25年度事例１，平成26年６月11日公表）

71 粒状塩化カルシウム 全国
㈱トクヤマとセントラル硝子㈱のソーダ灰及び塩化カルシウムの販売事業の
統合（平成25年度事例１，平成26年６月11日公表）

72 イソプレン 全国
旭化成ケミカルズ㈱及び三菱化学㈱による水島地区におけるエチレン等製造
事業の統合（平成22年事例３，平成23年６月21日公表）

73 Ｂ－Ｂ留分 全国
三菱化成㈱と三菱油化㈱との合併（平成６年度事例１，平成７年６月15日公
表）

74 耐熱ボトル用ＰＥＴ樹脂 全国
三井化学㈱及び帝人化成㈱によるボトル用ポリエチレンテレフタレート樹脂
事業の統合（平成22年事例４，平成23年６月21日公表）

75 ＰＢＴ樹脂配合品 全国
㈱三菱ケミカルホールディングスによる三菱レイヨン㈱の株式取得（平成21
年度事例１，平成22年６月２日公表）

76
ＵＶ硬化型ハードコーティング
材料

全国
㈱三菱ケミカルホールディングスによる三菱レイヨン㈱の株式取得（平成21
年度事例１，平成22年６月２日公表）

77 アクリルアミド 全国
㈱三菱ケミカルホールディングスによる三菱レイヨン㈱の株式取得（平成21
年度事例１，平成22年６月２日公表）

78
アクリロニトリル・スチレン樹
脂(ＡＳ樹脂）

全国
日本合成ゴム㈱及び三菱化学㈱によるＡＢＳ樹脂事業の統合（平成７年度事
例３，平成８年度５月30日公表）

79
アクリロニトリル・ブタジエ
ン・スチレン樹脂（ＡＢＳ樹
脂）

全国
日本合成ゴム㈱及び三菱化学㈱によるＡＢＳ樹脂事業の統合（平成７年度事
例３，平成８年度５月30日公表）

80
アクリロニトリル・エチレンプ
ロピレンラバー・スチレン樹脂
（ＡＥＳ樹脂）

全国
日本合成ゴム㈱及び三菱化学㈱によるＡＢＳ樹脂事業の統合（平成７年度事
例３，平成８年度５月30日公表）

81
アクリロニトリル・スチレン・
アクリレート樹脂（ＡＳＡ樹
脂）

全国
ユーエムジー・エービーエス㈱による日立化成工業㈱からのＡＳＡ樹脂事業
の譲受け（平成16年度事例９，平成17年５月30日公表）

82 アセトン 全国

三井石油化学工業㈱と三井東圧化学㈱との合併（平成９年度事例２，平成10
年６月12日公表）
三菱化成㈱と三菱油化㈱との合併（平成６年度事例１，平成７年６月15日公
表）

83 アニリン（大口取引） 全国
三井化学㈱及び住友化学工業㈱の事業統合（平成14年度事例６，平成15年５
月30日公表）

143
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製品市場 地理的市場 該当事例２けた分類 ３けた分類

84 アニリン（小口取引） 全国
三井化学㈱及び住友化学工業㈱の事業統合（平成14年度事例６，平成15年５
月30日公表）

85
アルファメチルスチレン（ＡＭ
Ｓ）

全国
三井石油化学工業㈱と三井東圧化学㈱との合併（平成９年度事例２，平成10
年６月12日公表）

86 高級アルコール 全国
三菱化成㈱と三菱油化㈱との合併（平成６年度事例１，平成７年６月15日公
表）

87 フタル酸系可塑剤 全国
協和発酵工業㈱及び三菱化学㈱による可塑剤事業の統合（平成11年度事例
８，平成12年６月２日公表）

88
一般用ポリスチレン及び耐衝撃
性ポリスチレン

全国

ＰＳジャパン㈱及び大日本インキ化学工業㈱のポリスチレン事業の統合（平
成16年度事例12，平成17年５月30日公表）
エー・アンド・エム　スチレン㈱及び出光石油化学㈱によるポリスチレン事
業の統合（平成14年度事例５，平成15年５月30日公表）
旭化成工業㈱及び三菱化学㈱のポリスチレン樹脂事業の統合（平成10年度事
例２，平成11年６月15日公表）
三井東圧化学㈱及び住友化学工業㈱によるポリスチレン事業の統合（平成９
年度事例３，平成10年６月12日公表）

89 エチレン 全国
三菱化成㈱と三菱油化㈱との合併（平成６年度事例１，平成７年６月15日公
表）

90
エチレンプロピレンゴム（ＥＰ
ＤＭ）

全国
三井化学㈱及び住友化学工業㈱の事業統合（平成14年度事例６，平成15年５
月30日公表）

91 塩化ビニル樹脂 全国
住友化学工業㈱，日本ゼオン㈱及びサン・アロー化学㈱による塩化ビニル樹
脂事業の統合（平成６年度事例２，平成７年６月15日公表）

92 高密度ポリエチレン 全国

三井化学㈱及び出光興産㈱のポリオレフィン事業の統合（平成16年度事例
８，平成17年５月30日公表）
日本ポリケム㈱及び日本ポリオレフィン㈱のポリエチレン事業の統合（平成
14年度事例12，平成15年５月30日公表）
昭和電工㈱及び日本石油化学㈱によるポリオレフィン樹脂事業の統合（平成
７年度事例１，平成８年５月30日公表）

93
ジフェニルメタンジイソシア
ネート（ＭＤＩ）

全国
三井化学㈱及び住友化学工業㈱の事業統合（平成14年度事例６，平成15年５
月30日公表）

94
ターシャリーブチルアルコール
（ＴＢＳ）

全国
三井石油化学工業㈱と三井東圧化学㈱との合併（平成９年度事例２，平成10
年６月12日公表）

95 直鎖状低密度ポリエチレン 全国

三井化学㈱及び出光興産㈱のポリオレフィン事業の統合（平成16年度事例
８，平成17年５月30日公表）
日本ポリケム㈱及び日本ポリオレフィン㈱のポリエチレン事業の統合（平成
14年度事例12，平成15年５月30日公表）
三井石油化学工業㈱及び住友化学工業㈱による直鎖状低密度ポリエチレンの
生産に関する共同出資会社の設立（平成８年度事例２，平成９年６月16日公
表）

96 低密度ポリエチレン 全国

三井化学㈱及び出光興産㈱のポリオレフィン事業の統合（平成16年度事例
８，平成17年５月30日公表）
日本ポリケム㈱及び日本ポリオレフィン㈱のポリエチレン事業の統合（平成
14年度事例12，平成15年５月30日公表）
三井石油化学工業㈱及び住友化学工業㈱による直鎖状低密度ポリエチレンの
生産に関する共同出資会社の設立（平成８年度事例２，平成９年６月16日公
表）
昭和電工㈱及び日本石油化学㈱によるポリオレフィン樹脂事業の統合（平成
７年度事例１，平成８年５月30日公表）
三菱化成㈱と三菱油化㈱との合併（平成６年度事例１，平成７年６月15日公
表）

97
トルイレンジイソシアネート
（ＴＤＩ）

全国

三井化学㈱及び住友化学工業㈱の事業統合（平成14年度事例６，平成15年５
月30日公表）
三井化学㈱及び武田薬品工業㈱の共同出資会社の設立によるウレタン事業等
の統合（平成12年度事例９，平成13年５月23日公表）

98 パラキシレン アジア地域
新日本石油㈱と新日鉱ホールディングス㈱の経営統合（平成21年度事例２，
平成22年６月２日公表）

99 反応染料 全国
バイエル㈱及び三菱化成ヘキスト㈱の繊維用染料事業の統合（平成７年度事
例４，平成８年５月30日公表）

100
汎用エンジニアリング・プラス
チック

全国
三菱瓦斯化学㈱と三菱化成㈱の合弁事業計画（平成５年度事例，平成６年７
月27日公表）

101 ビスフェノールＡ 全国
三井石油化学工業㈱と三井東圧化学㈱との合併（平成９年度事例２，平成10
年６月12日公表）

102 フェノール 全国
三井石油化学工業㈱と三井東圧化学㈱との合併（平成９年度事例２，平成10
年６月12日公表）

103 プロピレン 全国
三菱化成㈱と三菱油化㈱との合併（平成６年度事例１，平成７年６月15日公
表）

104 分散染料 全国
バイエル㈱及び三菱化成ヘキスト㈱の繊維用染料事業の統合（平成７年度事
例４，平成８年５月30日公表）

105
ペースト（塩化ビニル樹脂の一
種）

全国
住友化学工業㈱，日本ゼオン㈱及びサン・アロー化学㈱による塩化ビニル樹
脂事業の統合（平成６年度事例２，平成７年６月15日公表）

106
変性ポリフェニレンエーテル樹
脂（変性ＰＰＥ樹脂）

全国
三井化学㈱及び住友化学工業㈱の事業統合（平成14年度事例６，平成15年５
月30日公表）

107 ベンゼン 全国
三菱化成㈱と三菱油化㈱との合併（平成６年度事例１，平成７年６月15日公
表）

108 ペンタエリスリトール 全国
三井化学㈱及び住友化学工業㈱の事業統合（平成14年度事例６，平成15年５
月30日公表）

109 ポリカーボネート 全国
三菱瓦斯化学㈱と三菱化成㈱の合弁事業計画（平成５年度事例，平成６年７
月27日公表）

110 ポリプロピレン 全国

三井化学㈱及び出光興産㈱のポリオレフィン事業の統合（平成16年度事例
８，平成17年５月30日公表）
日本ポリケム㈱及びチッソ㈱，三井化学㈱及び住友化学工業㈱のポリプロピ
レン事業の統合（平成13年度事例５，平成14年５月29日公表）
三井石油化学工業㈱と三井東圧化学㈱との合併（平成９年度事例２，平成10
年６月12日公表）
昭和電工㈱及び日本石油化学㈱によるポリオレフィン樹脂事業の統合（平成
７年度事例１，平成８年５月30日公表）
三菱化成㈱と三菱油化㈱の合併（平成６年度事例１，平成７年６月15日公
表）

111
ポリプロピレングリコール（Ｐ
ＰＧ）

全国
三井化学㈱及び住友化学工業㈱の事業統合（平成14年度事例６，平成15年５
月30日公表）

112 メタパラクレゾール 全国
三井化学㈱及び住友化学工業㈱の事業統合（平成14年度事例６，平成15年５
月30日公表）

113
メチルメタアクリレート・ブタ
ジエン・スチレン樹脂（ＭＢＳ
樹脂）

全国
日本合成ゴム㈱及び三菱化学㈱によるＡＢＳ樹脂事業の統合（平成７年度事
例３，平成８年度５月30日公表）

114 レゾルシン 全国
三井化学㈱及び住友化学工業㈱の事業統合（平成14年度事例６，平成15年５
月30日公表）
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製品市場 地理的市場 該当事例２けた分類 ３けた分類

115 溶解アセチレン
東北地区

(当事会社の営
業地域）

東邦アセチレン㈱による仙台アセチレン㈱の株式取得（平成７年度事例５，
平成８年５月30日公表）

116 炭化水素系イオン交換膜 全国
旭化成工業㈱と㈱トクヤマによる炭化水素系イオン交換膜の共同生産会社の
設立（平成６年度事例３，平成７年６月15日公表）

117 酢酸エチル 全国
昭和電工㈱及び協和発酵工業㈱による酢酸エチルの共同生産会社の設立（平
成15年度事例２，平成16年５月31日公表）

118 二軸延伸ポリスチレンシート 全国
大日本インキ化学工業㈱と旭化成ライフ＆リビング㈱による二軸延伸ポリス
チレンシート事業の統合（平成16年度事例３，平成17年５月30日公表）

119 工業用発酵アルコール 全国
キリングループと協和発酵グループの資本提携（平成20年事例１，平成21年
６月９日公表）

120 ＫｒＦフォトレジストポリマー 全国
ダウグループとデュポングループの統合（平成28年度事例２，平成29年６月
14日公表）

121 ＫｒＦフォトレジスト 全国
ダウグループとデュポングループの統合（平成28年度事例２，平成29年６月
14日公表）

122
地域ブロッ

ク
ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱及び三井丸紅液化ガス㈱による液化石油ガス事業
の統合（平成22年事例８，平成23年６月21日公表）

123
全国及び地
域ブロック

コスモ石油㈱，昭和シェル石油㈱，住友商事㈱，東燃ゼネラル石油㈱等によ
るＬＰガス事業の統合（平成26年度事例５，平成27年６月10日公表）
出光興産㈱による昭和シェル石油㈱の株式取得及びＪＸホールディングス㈱
による東燃ゼネラル石油㈱の株式取得（平成28年度事例３，平成29年６月14
日公表）

124
地域ブロッ

ク
ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱及び三井丸紅液化ガス㈱による液化石油ガス事業
の統合（平成22年事例８，平成23年６月21日公表）

125
全国及び地
域ブロック

コスモ石油㈱，昭和シェル石油㈱，住友商事㈱，東燃ゼネラル石油㈱等によ
るＬＰガス事業の統合（平成26年度事例５，平成27年６月10日公表）
出光興産㈱による昭和シェル石油㈱の株式取得及びＪＸホールディングス㈱
による東燃ゼネラル石油㈱の株式取得（平成28年度事例３，平成29年６月14
日公表）

126
医薬品製造業 165

入浴剤 全国
アース製薬㈱による㈱バスクリンの株式取得（平成23年度事例１，平成24年
６月20日公表）

127 ＡＣＥ阻害剤 全国
三共㈱及び第一製薬㈱による共同持株会社設立（平成17年度事例４，平成18
年６月７日公表）

128 Ｇ－ＣＳＦ 全国
キリングループと協和発酵グループの資本提携（平成20年事例１，平成21年
６月９日公表）

129 インフルエンザワクチン 全国
山之内製薬㈱と藤沢薬品工業㈱の合併（平成16年度事例７，平成17年５月30
日公表）

130 かいよう治療剤 全国
山之内製薬㈱と藤沢薬品工業㈱の合併（平成16年度事例７，平成17年５月30
日公表）

131 眼科用抗アレルギー剤 全国
山之内製薬㈱と藤沢薬品工業㈱の合併（平成16年度事例７，平成17年５月30
日公表）

132 強心配糖体及びその配合剤 全国
山之内製薬㈱と藤沢薬品工業㈱の合併（平成16年度事例７，平成17年５月30
日公表）

133 抗精神病薬 全国
山之内製薬㈱と藤沢薬品工業㈱の合併（平成16年度事例７，平成17年５月30
日公表）

134 混合ワクチン類 全国
山之内製薬㈱と藤沢薬品工業㈱の合併（平成16年度事例７，平成17年５月30
日公表）

135 セファロスポリン系製剤 全国
山之内製薬㈱と藤沢薬品工業㈱の合併（平成16年度事例７，平成17年５月30
日公表）

136 繊維素溶解剤 全国
山之内製薬㈱と藤沢薬品工業㈱の合併（平成16年度事例７，平成17年５月30
日公表）

137 創傷治療剤 全国
三共㈱及び第一製薬㈱による共同持株会社設立（平成17年度事例４，平成18
年６月７日公表）

138 特定全身性止血剤 全国
三菱ウェルファーマ㈱と田辺製薬㈱との合併（平成19年度事例２，平成20年
６月13日公表）

139 破傷風トキソイド 全国
三菱ウェルファーマ㈱と田辺製薬㈱との合併（平成19年度事例２，平成20年
６月13日公表）

140 非ステロイド剤 全国
三共㈱及び第一製薬㈱による共同持株会社設立（平成17年度事例４，平成18
年６月７日公表）

141 ビタミンＢ６ 全国
三共㈱及び第一製薬㈱による共同持株会社設立（平成17年度事例４，平成18
年６月７日公表）

142 ビタミンＣ 全国
三共㈱及び第一製薬㈱による共同持株会社設立（平成17年度事例４，平成18
年６月７日公表）

143 セロトニン拮抗薬 全国
ノバルティス　アーゲーによるグラクソ・スミスクライン㈱からの事業譲受
け（平成26年度事例４，平成27年６月１０日公表）

144
Ｂ－ＲＡＦ変異腸性進行性黒色
腫を適応症トプロテイン

全国
ノバルティス　アーゲーによるグラクソ・スミスクライン㈱からの事業譲受
け（平成26年度事例４，平成27年６月１０日公表）

145 全身性抗ヒスタミン剤 全国
サノフィグループ及びベーリンガー・インゲルハイムグループによる事業交
換（平成28年度事例４，平成29年６月14日公表）

146 動物用解熱鎮痛消炎剤 全国
サノフィグループ及びベーリンガー・インゲルハイムグループによる事業交
換（平成28年度事例４，平成29年６月14日公表）

147 動物用循環器薬 全国
サノフィグループ及びベーリンガー・インゲルハイムグループによる事業交
換（平成28年度事例４，平成29年６月14日公表）

148
豚サーコウイルス感染症ワクチ
ン

全国
サノフィグループ及びベーリンガー・インゲルハイムグループによる事業交
換（平成28年度事例４，平成29年６月14日公表）

149
下垂体前葉ホルモンと類似体
（Ｈ１Ａ）

全国
㈱メディパルホールディングスによるＪＣＲファーマ㈱の株式取得（平成29
年度事例１，平成30年６月６日公表）

150 未熟児貧血用医薬品 全国
㈱メディパルホールディングスによるＪＣＲファーマ㈱の株式取得（平成29
年度事例１，平成30年６月６日公表）

151
静注用多価免疫グロブリン製剤
（Ｊ６Ｃ）

全国
武田薬品工業㈱によるシャイアー・ピーエルシーの株式取得（平成30年度事
例集３，令和元年６月19日公表）

152 抗インテグリン阻害薬 全国
武田薬品工業㈱によるシャイアー・ピーエルシーの株式取得（平成30年度事
例集３，令和元年６月19日公表）

153
その他の化学工業 169

ＡＮＦＯ爆薬 全国
旭化成ケミカルズ㈱及び日本化薬㈱の産業用火薬事業の統合（平成19年度事
例３，平成20年６月13日公表）

プロパン

ブタン
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製品市場 地理的市場 該当事例２けた分類 ３けた分類

154 一般爆薬 全国
旭化成ケミカルズ㈱及び日本化薬㈱の産業用火薬事業の統合（平成19年度事
例３，平成20年６月13日公表）

155 電気雷管 全国
旭化成ケミカルズ㈱及び日本化薬㈱の産業用火薬事業の統合（平成19年度事
例３，平成20年６月13日公表）

156 非電気雷管 全国
旭化成ケミカルズ㈱及び日本化薬㈱の産業用火薬事業の統合（平成19年度事
例３，平成20年６月13日公表）

157 ＳＳＰタイピングキット 全国
サーモフィッシャーサイエンティフィック・インクとライフテクノロジー
ズ・コーポレーションの統合（平成25年度事例２，平成26年６月11日公表）

158
バイオプロダクション顧客向け
血清

全国
サーモフィッシャーサイエンティフィック・インクとライフテクノロジー
ズ・コーポレーションの統合（平成25年度事例２，平成26年６月11日公表）

159
石油製品・石炭製

品製造業
17 石油精製業 171

石油製品全体 全国

エクソン・コーポレーションとモービル・コーポレーションの統合（平成11
年度事例10，平成12年６月２日公表）
日本石油㈱と三菱石油㈱の合併（平成10年度事例７，平成11年６月15日公
表）

160 Ａ重油 全国

エクソン・コーポレーションとモービル・コーポレーションの統合（平成11
年度事例10，平成12年６月２日公表）
日本石油㈱と三菱石油㈱の合併（平成10年度事例７，平成11年６月15日公
表）
出光興産㈱による昭和シェル石油㈱の株式取得及びＪＸホールディングス㈱
による東燃ゼネラル石油㈱の株式取得（平成28年度事例３，平成29年６月14
日公表）

161 Ｃ重油 全国

エクソン・コーポレーションとモービル・コーポレーションの統合（平成11
年度事例10，平成12年６月２日公表）
日本石油㈱と三菱石油㈱の合併（平成10年度事例７，平成11年６月15日公
表）
エクソン・グループによるゼネラル石油㈱の株式取得（平成９年度事例４，
平成10年６月12日公表）

162 アスファルト 全国

エクソン・コーポレーションとモービル・コーポレーションの統合（平成11
年度事例10，平成12年６月２日公表）
日本石油㈱と三菱石油㈱の合併（平成10年度事例７，平成11年６月15日公
表）

163 アスファルト 各ﾌﾞﾛｯｸ

エクソン・コーポレーションとモービル・コーポレーションの統合（平成11
年度事例10，平成12年６月２日公表）
日本石油㈱と三菱石油㈱の合併（平成10年度事例７，平成11年６月15日公
表）

164 全国

165 都道府県

166 全国

167 都道府県

168 原油 全国
エクソン・コーポレーションとモービル・コーポレーションの統合（平成11
年度事例10，平成12年６月２日公表）

169 ジェット燃料油 全国

エクソン・コーポレーションとモービル・コーポレーションの統合（平成11
年度事例10，平成12年６月２日公表）
日本石油㈱と三菱石油㈱の合併（平成10年度事例７，平成11年６月15日公
表）

170 潤滑油（高級） 全国
日本石油㈱と三菱石油㈱の合併（平成10年度事例７，平成11年６月15日公
表）

171 潤滑油（並級） 全国
日本石油㈱と三菱石油㈱の合併（平成10年度事例７，平成11年６月15日公
表）

172 全国

173 都道府県

174 ナフサ 全国

エクソン・コーポレーションとモービル・コーポレーションの統合（平成11
年度事例10，平成12年６月２日公表）
日本石油㈱と三菱石油㈱の合併（平成10年度事例７，平成11年６月15日公
表）
エクソン・グループによるゼネラル石油㈱の株式取得（平成９年度事例４，
平成10年６月12日公表）
新日本石油㈱と新日鉱ホールディングス㈱の経営統合（平成21年度事例２，
平成22年６月２日公表）

175 コークス製造業 174 ニードルコークス 全国
新日本石油㈱と新日鉱ホールディングス㈱の経営統合（平成21年度事例２，
平成22年６月２日公表）

176

プラスチック製品
製造業

18 プラスチックフィル
ム・シート・床材・

合成皮革製造業

182

農業用塩化ビニルフィルム 全国
シーアイ化成㈱によるチッソ㈱からの農業ハウス用被覆材事業の譲受け（平
成18年度事例3，平成19年6月19日公表）

177
ゴム製品製造業 19 タイヤ・チューブ製

造業
191

タイヤ（全体） 全国
住友ゴム工業㈱及びグッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー・カンパニーに
よるタイヤ事業に関する合弁事業（平成１１年度事例３，平成12年６月２日
公表）

178 市販用タイヤ 全国
住友ゴム工業㈱及びグッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー・カンパニーに
よるタイヤ事業に関する合弁事業（平成１１年度事例３，平成12年６月２日
公表）

179 新車用タイヤ 全国
住友ゴム工業㈱及びグッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー・カンパニーに
よるタイヤ事業に関する合弁事業（平成１１年度事例３，平成12年６月２日
公表）

180

窯業・土石製品製
造業

21 ガラス・同製品製造
業

211

板ガラス 全国
住友商事㈱と旭硝子㈱によるソーダ灰の輸入・販売事業の統合（平成15年度
事例６，平成16年５月31日公表）

181 チョップドストランド 全国
オーウェンスコーニングジャパン㈱による旭ファイバーグラス㈱の買収（平
成17年度事例５，平成18年６月７日公表）

エクソン・コーポレーションとモービル・コーポレーションの統合（平成11
年度事例10，平成12年６月２日公表）
日本石油㈱と三菱石油㈱の合併（平成10年度事例７，平成11年６月15日公
表）
新日本石油㈱と新日鉱ホールディングス㈱の経営統合（平成21年度事例２，
平成22年６月２日公表）
出光興産㈱による昭和シェル石油㈱の株式取得及びＪＸホールディングス㈱
による東燃ゼネラル石油㈱の株式取得（平成28年度事例３，平成29年６月14
日公表）

軽油

エクソン・コーポレーションとモービル・コーポレーションの統合（平成11
年度事例10，平成12年６月２日公表）
日本石油㈱と三菱石油㈱の合併（平成10年度事例７，平成11年６月15日公
表）
出光興産㈱による昭和シェル石油㈱の株式取得及びＪＸホールディングス㈱
による東燃ゼネラル石油㈱の株式取得（平成28年度事例３，平成29年６月14
日公表）

灯油

エクソン・コーポレーションとモービル・コーポレーションの統合（平成11
年度事例10，平成12年６月２日公表）
日本石油㈱と三菱石油㈱の合併（平成10年度事例７，平成11年６月15日公
表）
エクソン・グループによるゼネラル石油㈱の株式取得（平成９年度事例４，
平成10年６月12日公表）
出光興産㈱による昭和シェル石油㈱の株式取得及びＪＸホールディングス㈱
による東燃ゼネラル石油㈱の株式取得（平成28年度事例３，平成29年６月14
日公表）

ガソリン
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製品市場 地理的市場 該当事例２けた分類 ３けた分類

182 モバイル製品用ガラス基板 全国
ＨＯＹＡ㈱による日本板硝子㈱からの磁気ディスク用ガラス基板事業の譲受
け（平成15年度事例８，平成16年５月31日公表）

183
セメント・同製品製

造業
212

全国

184 各ﾌﾞﾛｯｸ

185 生コンクリート

共同販売を行っ
ている協同組合
の地区（販売地
域）又はその一
部

生コンクリート製造業者の共同生産会社の設立（平成７年度事例11，平成８
年５月30日公表）（平成６年度事例８，平成７年６月15日公表）

186
白色系セメント（白色セメン
ト、準白色セメント、高炉セメ
ント、高炉スラグ）

全国
秩父小野田㈱及び日本セメント㈱による白色セメントの共同生産会社の設立
（平成７年度事例７，平成８年５月30日公表）

187
建設用粘土製品製造

業
213

住宅用窯業サイディング 全国
松下電工㈱，松下電工外装㈱及び㈱クボタによる屋根材及び外壁材事業の統
合（平成15年度事例３，平成16年５月31日公表）

188 住宅用新生瓦及び粘土瓦 全国
松下電工㈱，松下電工外装㈱及び㈱クボタによる屋根材及び外壁材事業の統
合（平成15年度事例３，平成16年５月31日公表）

189
炭素・黒鉛製品製造

業
216

車載用ＬＩＢ用セパレータ 全国
旭化成㈱によるポリポアインターナショナルインクの株式取得（平成27年度
事２，平成28年６月８日公表）

190

その他の窯業・土石
製品製造業

219

全国

191
関東,甲信越
地区等

192

鉄鋼業 22 製鉄業 221

熱延鋼板 全国
新日本製鐵㈱と住友金属工業㈱の合併（平成23年度事例２，平成24年６月20
日公表）

193 Ｈ形鋼 全国
新日本製鐵㈱と住友金属工業㈱の合併（平成23年度事例２，平成24年６月20
日公表）

194 溶接ステンレス鋼管 全国
日新製鋼㈱及び日本金属工業㈱による経営統合（平成23年度事例３，平成24
年６月20日公表）

195 ステンレス厚中板 全国

日新製鋼㈱及び日本金属工業㈱による経営統合（平成23年度事例３，平成24
年６月20日公表）
新日本製鐵㈱と住友金属工業㈱によるステレンス事業の統合（平成14年度事
例８，平成15年５月30日公表）

196 ステンレス線材 全国
新日本製鐵㈱と住友金属工業㈱によるステレンス事業の統合（平成14年度事
例８，平成15年５月30日公表）

197 ステンレス熱延鋼帯 全国

日新製鋼㈱及び日本金属工業㈱による経営統合（平成23年度事例３，平成24
年６月20日公表）
新日本製鐵㈱と住友金属工業㈱によるステレンス事業の統合（平成14年度事
例８，平成15年５月30日公表）

198 ステンレス棒鋼 全国
新日本製鐵㈱と住友金属工業㈱によるステレンス事業の統合（平成14年度事
例８，平成15年５月30日公表）

199 ステンレス冷延鋼帯 全国

日新製鋼㈱及び日本金属工業㈱による経営統合（平成23年度事例３，平成24
年６月20日公表）
新日本製鐵㈱と住友金属工業㈱によるステレンス事業の統合（平成14年度事
例８，平成15年５月30日公表）

200 ステンレス冷延鋼板 全国
新日鐵住金㈱による日新製鋼㈱の株式取得（平成28年度事例５，平成29年６
月14日公表）

201 配管用鋼管 全国
日本鋼管㈱及び川崎製鉄㈱の持株会社の設立による事業統合（平成13年度事
例４，平成14年５月29日公表）

202 普通鋼平鋼 全国
新日本製鐵㈱による王子製鉄㈱の株式取得（平成19年度事例４，平成20年６
月13日公表）

203 無方向電磁鋼板 全国

新日本製鐵㈱と住友金属工業㈱の合併（平成23年度事例２，平成24年６月20
日公表）
日本鋼管㈱及び川崎製鉄㈱の持株会社の設立による事業統合（平成13年度事
例４，平成14年５月29日公表）

204 容器用鋼板 全国
日本鋼管㈱及び川崎製鉄㈱の持株会社の設立による事業統合（平成13年度事
例４，平成14年５月29日公表）

205 高炭素フェロマンガン 全国
日本電工㈱による中央電気工業㈱の株式取得（平成25年度事例３，平成26年
６月11日公表）

206 磁石向けフェロボロン 全国
日本電工㈱による中央電気工業㈱の株式取得（平成25年度事例３，平成26年
６月11日公表）

207 ネオジム磁石合金 全国
日本電工㈱による中央電気工業㈱の株式取得（平成25年度事例３，平成26年
６月11日公表）

208 ＳＣ合金 全国
日立金属㈱による㈱三徳の株式取得（平成29年度事例２，平成30年６月６日
公表）

209 軸受用小径シームレス鋼管 全国
新日鐵住金㈱による山陽特殊製鋼㈱の株式取得（平成30年度事例集４，令和
元年６月19日公表）

210 鉄鋼製電縫鋼管 全国
日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング㈱による㈱キャプティの株式取得
（平成30年度事例集４，令和元年６月19日公表）

211 鋼矢板 全国
新日本製鐵㈱と住友金属工業㈱の合併（平成23年度事例２，平成24年６月20
日公表）

212 軽量鋼矢板 全国
日鐵建材工業㈱及び住友金属建材㈱による道路・土木商品関連事業の統合
（平成18年度事例7，平成19年6月19日公表）

213 スチールコード 全国
Ｎ．Ｖ．ベカルトＳ．Ａ．によるブリヂストンメタルファ㈱の役員兼任（平
成７年度事例６，平成８年５月30日公表）

214 高抗張力鋼 全国
日本鋼管㈱及び川崎製鉄㈱の持株会社の設立による事業統合（平成13年度事
例４，平成14年５月29日公表）

215 中小形一般形鋼 全国
大阪製鐵㈱による東京鋼鐵㈱の株式取得（平成27年度事例３，平成28年６月
８日公表）

216 スパイラル溶接鋼管 全国
新日本製鐵㈱と住友金属工業㈱の合併（平成23年度事例２，平成24年６月20
日公表)

217 一般鉄筋 全国
合同製鐵㈱による朝日工業㈱の株式取得（平成30年度事例５，令和元年６月
19日公表）

218
鋼管製造業 223

普通線材 全国
新日本製鐵㈱及び㈱中山製鋼所による普通線材事業における生産の共同化
（平成17年度事例６，平成18年６月７日公表）

219

表面処理鋼材製造業 224

建材用カラー鋼鈑 全国
日鉄鋼板㈱及び住友金属建材㈱による建材薄板関連事業の統合（平成18年度
事例6，平成19年6月19日公表）

220 溶融めっき鋼板 全国
新日鐵住金㈱による日新製鋼㈱の株式取得（平成28年度事例５，平成29年６
月14日公表）

セメント（ポルトランドセメン
ト及び混合セメント）

秩父小野田㈱と日本セメント㈱の合併及び宇部興産㈱と三菱マテリアル㈱に
よるセメント事業の統合（平成10年度事例４，平成11年６月15日公表）
小野田セメント㈱と秩父セメント㈱との合併（平成６年度事例４，平成７年
６月15日公表）
住友セメント㈱と大阪セメント㈱との合併（平成６年度事例５，平成７年６
月15日公表）

石こうボード
チヨダウーテ㈱によるアドラ建材㈱，北海道アドラ建材㈱及び三井東圧西部
建材㈱からの石こうボード事業の譲受け（平成10年度事例９，平成11年６月
15日公表）

製鋼・製鋼圧延業 222
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製品市場 地理的市場 該当事例２けた分類 ３けた分類

221
溶融亜鉛－アルミニウム－マグ
ネシウム合金めっき鋼板

全国
新日鐵住金㈱による日新製鋼㈱の株式取得（平成28年度事例５，平成29年６
月14日公表）

222
非鉄金属製造業 23 非鉄金属第１次製

錬・精製業
231

亜鉛 全国
同和鉱業㈱及び三菱マテリアル㈱による亜鉛事業の統合（平成14年度事例
11，平成15年５月30日公表）

223 シリコンウエーハ 全国

㈱ＳＵＭＣＯによるコマツ電子金属㈱の株式取得（平成18年度事例5，平成19
年6月19日公表）
住友金属工業㈱及び三菱マテリアル㈱によるシリコンウエハー事業の統合
（平成13年度事例１，平成14年５月29日公表）

224
シリコンウエーハ（３００ｍ
ｍ）

全国
㈱ＳＵＭＣＯによるコマツ電子金属㈱の株式取得（平成18年度事例5，平成19
年6月19日公表）

225 電気銅地金 全国
三井金属鉱業㈱と住友金属鉱山㈱による伸銅品事業の統合（平成21年度事例
３，平成22年６月２日公表）

226 銅 全国
日鉱金属㈱と三井金属鉱業㈱の銅精錬関連事業に関する共同出資会社の設立
等（平成12年度事例13，平成13年５月23日公表）

227 ターゲット材向けタンタル粉等 世界全体
ジェイエックス・ メタルズ・ドイチェラント・ゲーエムベーハーによるエイ
チ・シー・スタルク・タンタラム・アンド・ニオビウム・ゲーエムベーハー
の株式取得（平成30年度事例６，令和元年６月19日公表）

228 233 アルミニウムペースト 全国
東洋アルミニウム㈱による昭和アルミパウダー㈱の株式取得（平成22年事例
5，平成23年６月21日公表）

229
アルミニウムパウダー
（粗いパウダー）

全国
東洋アルミニウム㈱による昭和アルミパウダー㈱の株式取得（平成22年事例
5，平成23年６月21日公表）

230
アルミニウムパウダー
（ファインパウダー）

全国
東洋アルミニウム㈱による昭和アルミパウダー㈱の株式取得（平成22年事例
5，平成23年６月21日公表）

231 アルミニウム圧延品の板類 全国
古河電気工業㈱及びスカイアルミニウム㈱等によるアルミニウム圧延事業の
統合（平成11年度事例７，平成12年６月２日公表）

232 アルミニウム圧延品の押出類 全国
古河電気工業㈱及びスカイアルミニウム㈱等によるアルミニウム圧延事業の
統合（平成11年度事例７，平成12年６月２日公表）

233
アルミニウム圧延品の押出類の
棒

全国
古河電気工業㈱及びスカイアルミニウム㈱等によるアルミニウム圧延事業の
統合（平成11年度事例７，平成12年６月２日公表）

234
アルミニウム圧延品の押出類の
管

全国
古河電気工業㈱及びスカイアルミニウム㈱等によるアルミニウム圧延事業の
統合（平成11年度事例７，平成12年６月２日公表）

235 アルミニウム板 全国
日本軽金属㈱による東洋アルミニウム㈱の株式取得（平成８年度事例３，平
成９年６月16日公表）

236 アルミニウム箔 全国
日本軽金属㈱による東洋アルミニウム㈱の株式取得（平成８年度事例３，平
成９年６月16日公表）

237 黄銅条１種及び２種 全国
三井金属鉱業㈱と住友金属鉱山㈱による伸銅品事業の統合（平成21年度事例
３，平成22年６月２日公表）

238
電線・ケーブル製造

業
234

黄銅条３種 全国
三井金属鉱業㈱と住友金属鉱山㈱による伸銅品事業の統合（平成21年度事例
３，平成22年６月２日公表）

239 黄銅棒 全国
サンエツ金属㈱による新日東金属㈱からの事業の全部の譲受け（平成19年度
事例５，平成20年６月13日公表）

240 黄銅棒（快削黄銅線を含む） 全国
㈱ＣＫサンエツによる日本伸銅㈱の株式取得（平成26年度事例６，平成27年
６月10日公表）

241 黄銅線（快削黄銅線を除く） 全国
㈱ＣＫサンエツによる日本伸銅㈱の株式取得（平成26年度事例６，平成27年
６月10日公表）

242 純銅条 全国
三井金属鉱業㈱と住友金属鉱山㈱による伸銅品事業の統合（平成21年度事例
３，平成22年６月２日公表）

243 すず入り銅合金条 全国
三井金属鉱業㈱と住友金属鉱山㈱による伸銅品事業の統合（平成21年度事例
３，平成22年６月２日公表）

244 錫りフローめっき線 全国
㈱ＣＫサンエツによる日本伸銅㈱の株式取得（平成26年度事例６，平成27年
６月10日公表）

245 丹銅条１種～４種 全国
三井金属鉱業㈱と住友金属鉱山㈱による伸銅品事業の統合（平成21年度事例
３，平成22年６月２日公表）

246
２０万V未満電力ケーブル（建
設業・電線販売業向け）

全国
住友電気工業㈱グループ，日立電線㈱グループ及びタツタ電線㈱による建設
業・電線販売業向け合成樹脂絶縁電力電線・ケーブル等の事業の統合（平成
13年度事例12，平成14年５月29日公表）

247
ケーブル・合成樹脂絶縁電力電
線（建設業・電線販売業向け）

全国
住友電気工業㈱グループ，日立電線㈱グループ及びタツタ電線㈱による建設
業・電線販売業向け合成樹脂絶縁電力電線・ケーブル等の事業の統合（平成
13年度事例12，平成14年５月29日公表）

248
高圧・超高圧電力用電線（６６
ｋｖ以上）

全国

住友電気工業㈱と日立電線㈱による電力用電線の販売事業の統合（平成16年
度事例４，平成17年５月30日公表）
古河電気工業㈱と㈱フジクラによる電力用電線の製造事業及び販売事業の統
合（平成16年度事例５，平成17年５月30日公表）
日立電線㈱及び住友電気工業㈱の共同出資会社の設立による電力用電線事業
の統合（平成12年度事例８，平成13年５月23日公表）

249 鋼心アルミより線 全国

住友電気工業㈱と日立電線㈱による電力用電線の販売事業の統合（平成16年
度事例４，平成17年５月30日公表）
古河電気工業㈱と㈱フジクラによる電力用電線の製造事業及び販売事業の統
合（平成16年度事例５，平成17年５月30日公表）
日立電線㈱及び住友電気工業㈱の共同出資会社の設立による電力用電線事業
の統合（平成12年度事例８，平成13年５月23日公表）

250 中・低圧配電用電線 全国

住友電気工業㈱と日立電線㈱による電力用電線の販売事業の統合（平成16年
度事例４，平成17年５月30日公表）
古河電気工業㈱と㈱フジクラによる電力用電線の製造事業及び販売事業の統
合（平成16年度事例５，平成17年５月30日公表）
日立電線㈱及び住友電気工業㈱の共同出資会社の設立による電力用電線事業
の統合（平成12年度事例８，平成13年５月23日公表）

251
通信ケーブル（建設業・電線販
売業向け）

全国
住友電気工業㈱グループ，日立電線㈱グループ及びタツタ電線㈱による建設
業・電線販売業向け合成樹脂絶縁電力電線・ケーブル等の事業の統合（平成
13年度事例12，平成14年５月29日公表）

252
光ファイバーケーブル（建設
業・電線販売業向け）

全国
住友電気工業㈱グループ，日立電線㈱グループ及びタツタ電線㈱による建設
業・電線販売業向け合成樹脂絶縁電力電線・ケーブル等の事業の統合（平成
13年度事例12，平成14年５月29日公表）

253 光ファイバー複合架空地線 全国

住友電気工業㈱と日立電線㈱による電力用電線の販売事業の統合（平成16年
度事例４，平成17年５月30日公表）
古河電気工業㈱と㈱フジクラによる電力用電線の製造事業及び販売事業の統
合（平成16年度事例５，平成17年５月30日公表）

非鉄金属・同合金圧
延業（抽伸，押出し

を含む）
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製品市場 地理的市場 該当事例２けた分類 ３けた分類

254 加圧水型原子炉用燃料 全国

㈱東芝ほか２社によるWestinghouseグループの持株会社２社の株式取得（平
成18年度事例8，平成19年6月19日公表）
三菱グループとAREVA NP社による原子燃料事業の統合（平成20年事例２，平
成21年６月９日公表）

255 沸騰水型原子炉用燃料 全国

ゼネラル・エレクトリック・カンパニー，㈱日立製作所及び㈱東芝による原
子燃料事業の統合（平成11年度事例６，平成12年６月２日公表）
㈱東芝ほか２社によるWestinghouseグループの持株会社２社の株式取得（平
成18年度事例8，平成19年6月19日公表）
Westinghouse Electric UK社による原子燃料工業㈱の株式取得（平成20年度
事例３，平成21年６月９日公表）

256 タンタル製ターゲット材 世界全体
ジェイエックス・ メタルズ・ドイチェラント・ゲーエムベーハーによるエイ
チ・シー・スタルク・タンタラム・アンド・ニオビウム・ゲーエムベーハー
の株式取得（平成30年度事例６，令和元年６月19日公表）

257
金属製品製造業 24 暖房装置・配管工事

用附属品製造業
243

瞬間式給湯器
首都圏

（当事会社の
営業地域）

リンナイ㈱及び㈱ガスターによるガス給湯器の販売事業の統合（平成10年度
事例３，平成11年６月15日公表）

258 風呂・給湯器
首都圏

（当事会社の
営業地域）

リンナイ㈱及び㈱ガスターによるガス給湯器の販売事業の統合（平成10年度
事例３，平成11年６月15日公表）

259
建設用・建築用金属

製品製造業
244

アルミニウム箔 全国
日鐵建材工業㈱及び住友金属建材㈱による道路・土木商品関連事業の統合
（平成18年度事例7，平成19年6月19日公表）

260 ライナープレート 全国
日鐵建材工業㈱及び住友金属建材㈱による道路・土木商品関連事業の統合
（平成18年度事例7，平成19年6月19日公表）

261
金属素形材製品製造

業
245

アルミニウム板製品（一般材） 全国
古河スカイ㈱と住友軽金属工業㈱の合併（平成24年度事例３，平成25年６月
５日公表）

262
アルミニウム板製品（エンド・
タブ材）

全国
古河スカイ㈱と住友軽金属工業㈱の合併（平成24年度事例３，平成25年６月
５日公表）

263 アルミニウム箔製品（加工箔） 全国
古河スカイ㈱と住友軽金属工業㈱の合併（平成24年度事例３，平成25年６月
５日公表）

264 アルミニウム箔製品（一般箔） 全国
古河スカイ㈱と住友軽金属工業㈱の合併（平成24年度事例３，平成25年６月
５日公表）

265
アルミニウム箔製品（コンデン
サー用高純箔）

全国
古河スカイ㈱と住友軽金属工業㈱の合併（平成24年度事例３，平成25年６月
５日公表）

266 純銅管 全国
古河スカイ㈱と住友軽金属工業㈱の合併（平成24年度事例３，平成25年６月
５日公表）

267 鋼球 全国
日本精工㈱による㈱天辻鋼球製作所の株式取得（平成17年度事例７，平成18
年６月７日公表）

268
はん用機械器具製

造業
25 ボイラ・原動機製造

業
251

超臨界圧ボイラー 全国
三菱重工業㈱と㈱日立製作所の火力発電システム事業の統合（平成25年度事
例10，平成26年６月11日公表）

269 大型蒸気タービン 全国
三菱重工業㈱と㈱日立製作所の火力発電システム事業の統合（平成25年度事
例10，平成26年６月11日公表）

270
一般産業用機械・装

置製造業
253

エアガス等用ＰＬＣ（売切り） 全国
岩谷産業㈱による日本エア・リキードグループの低温機器事業の取得（平成
23年度事例４，平成24年６月20日公表）

271
エアガス等用ＰＬＣ（自社保
有）

全国
岩谷産業㈱による日本エア・リキードグループの低温機器事業の取得（平成
23年度事例４，平成24年６月20日公表）

272
エアガス等用ＴＬ・ＴＣ（売切
り）

全国
岩谷産業㈱による日本エア・リキードグループの低温機器事業の取得（平成
23年度事例４，平成24年６月20日公表）

273
エアガス等用ＴＬ・ＴＣ（自社
保有）

全国
岩谷産業㈱による日本エア・リキードグループの低温機器事業の取得（平成
23年度事例４，平成24年６月20日公表）

274 エアガス等用ＣＥ（売切り） 全国
岩谷産業㈱による日本エア・リキードグループの低温機器事業の取得（平成
23年度事例４，平成24年６月20日公表）

275 エアガス等用ＣＥ（自社保有） 全国
岩谷産業㈱による日本エア・リキードグループの低温機器事業の取得（平成
23年度事例４，平成24年６月20日公表）

276
水素ガス用ＴＬ・ＴＣ（売切
り）

全国
岩谷産業㈱による日本エア・リキードグループの低温機器事業の取得（平成
23年度事例４，平成24年６月20日公表）

277
水素ガス用ＴＬ・ＴＣ（自社保
有）

全国
岩谷産業㈱による日本エア・リキードグループの低温機器事業の取得（平成
23年度事例４，平成24年６月20日公表）

278 水素ガス用ＣＥ（売切り） 全国
岩谷産業㈱による日本エア・リキードグループの低温機器事業の取得（平成
23年度事例４，平成24年６月20日公表）

279 水素ガス用ＣＥ（自社保有） 全国
岩谷産業㈱による日本エア・リキードグループの低温機器事業の取得（平成
23年度事例４，平成24年６月20日公表）

280

その他のはん用機
械・同部分品製造業

259

玉軸受 全国
日本精工㈱による㈱天辻鋼球製作所の株式取得（平成17年度事例７，平成18
年６月７日公表）

281 ボールねじ 全国
日本精工㈱による㈱天辻鋼球製作所の株式取得（平成17年度事例７，平成18
年６月７日公表）

282 リニアガイド 全国
日本精工㈱による㈱天辻鋼球製作所の株式取得（平成17年度事例７，平成18
年６月７日公表）

283 コントロール・バルブ 全国
エマソン・エレクトリック・カンパニー及びペンテェア・ピーエルシーによ
るバルブ事業の統合（平成28年度事例６，平成29年６月14日公表）

284 アイソレーション・バルブ 全国
エマソン・エレクトリック・カンパニー及びペンテェア・ピーエルシーによ
るバルブ事業の統合（平成28年度事例６，平成29年６月14日公表）

285

生産用機械器具製
造業

26 建設機械・鉱山機械
製造業

262

小・中口径シールド掘進機 全国
ジャパントンネルシステムズ㈱及び三菱重工メカトロシステムズ㈱による
シールド掘進機事業の統合（平成28年度事例７，平成29年６月14日公表）

286 大口径シールド掘進機 全国
ジャパントンネルシステムズ㈱及び三菱重工メカトロシステムズ㈱による
シールド掘進機事業の統合（平成28年度事例７，平成29年６月14日公表）

その他の非鉄金属製
造業

239

8



製品市場 地理的市場 該当事例２けた分類 ３けた分類

287

金属加工機械製造業 266

普通鋼を素材とする熱間薄板圧延
設備における各圧延設備用機械

全国
三菱日立製鉄機械㈱によるＩＨＩメタルテック㈱の圧延設備の製造販売事業
の吸収分割（平成25年度事例４，平成26年６月11日公表）

288
普通鋼を素材とする熱間厚板圧延
設備における各圧延設備用機械

全国
三菱日立製鉄機械㈱によるＩＨＩメタルテック㈱の圧延設備の製造販売事業
の吸収分割（平成25年度事例４，平成26年６月11日公表）

289
普通鋼を素材とする冷間圧延設備
における各圧延設備用機械

全国
三菱日立製鉄機械㈱によるＩＨＩメタルテック㈱の圧延設備の製造販売事業
の吸収分割（平成25年度事例４，平成26年６月11日公表）

290
ステンレスを素材とする熱間薄板
圧延設備における各圧延設備用
機械

全国
三菱日立製鉄機械㈱によるＩＨＩメタルテック㈱の圧延設備の製造販売事業
の吸収分割（平成25年度事例４，平成26年６月11日公表）

291
ステンレスを素材とする厚板圧延
設備における各圧延設備用機械

全国
三菱日立製鉄機械㈱によるＩＨＩメタルテック㈱の圧延設備の製造販売事業
の吸収分割（平成25年度事例４，平成26年６月11日公表）

292
普通鋼又はステンレスを素材とす
る厚板圧延設備における各圧延
設備用機械

全国
三菱日立製鉄機械㈱によるＩＨＩメタルテック㈱の圧延設備の製造販売事業
の吸収分割（平成25年度事例４，平成26年６月11日公表）

293
アルミニウムを素材とする冷間圧
延設備における各圧延設備用機
械

全国
三菱日立製鉄機械㈱によるＩＨＩメタルテック㈱の圧延設備の製造販売事業
の吸収分割（平成25年度事例４，平成26年６月11日公表）

294
銅を素材とする冷間圧延設備にお
ける各圧延設備用機械

全国
三菱日立製鉄機械㈱によるＩＨＩメタルテック㈱の圧延設備の製造販売事業
の吸収分割（平成25年度事例４，平成26年６月11日公表）

295
銅を素材とする箔圧延設備におけ
る各圧延設備用機械

全国
三菱日立製鉄機械㈱によるＩＨＩメタルテック㈱の圧延設備の製造販売事業
の吸収分割（平成25年度事例４，平成26年６月11日公表）

296 ターボ分子ポンプ 全国
㈱島津製作所による三菱重工業㈱のターボ分子ポンプ事業の統合（平成19年
度事例６，平成20年６月13日公表）

297 ＫｒＦ光源 全世界
エーエスエムエル・ホールディング・エヌ・ビーとサイマー・インクの統合
（平成24年度事例４，平成25年６月５日公表）

298 ＡｒＦ光源 全世界
エーエスエムエル・ホールディング・エヌ・ビーとサイマー・インクの統合
（平成24年度事例４，平成25年６月５日公表）

299 ＫｒＦ露光装置 全世界
エーエスエムエル・ホールディング・エヌ・ビーとサイマー・インクの統合
（平成24年度事例４，平成25年６月５日公表）

300 ＡｒＦ露光装置 全世界
エーエスエムエル・ホールディング・エヌ・ビーとサイマー・インクの統合
（平成24年度事例４，平成25年６月５日公表）

301 ＡｒＦ液浸露光装置 全世界
エーエスエムエル・ホールディング・エヌ・ビーとサイマー・インクの統合
（平成24年度事例４，平成25年６月５日公表）

302 ＡＴＭ 全国
㈱日立製作所とオムロン㈱による金融用端末事業の統合（平成15年度事例
10，平成16年５月31日公表）

303
遊技機用プリペイドカードシス
テム

全国
日本ゲームカード㈱及び㈱ジョイコシステムズによる経営統合（平成22年事
例６，平成23年６月21日公表）

304 飲料用自動販売機 全国
富士電機㈱による三洋電機自販機㈱の株式取得（平成13年度事例９，平成14
年５月29日公表）

305 業務用通信カラオケ事業 全国
㈱エクシングによる㈱ＢＭＢの株式取得（平成21年度事例５，平成22年６月
２日公表）

306 民生用通信カラオケ事業 全国
㈱エクシングによる㈱ＢＭＢの株式取得（平成21年度事例５，平成22年６月
２日公表）

307
273 ＬＰガス用マイコンメーター

（家庭用）
全国

リコーエレメックス㈱及び愛知時計電機㈱によるＬＰガス用マイコンメー
ター販売事業の統合（平成23年度事例５，平成24年６月20日公表）

308
ＬＰガス用マイコンメーター
（業務用）

全国
リコーエレメックス㈱及び愛知時計電機㈱によるＬＰガス用マイコンメー
ター販売事業の統合（平成23年度事例５，平成24年６月20日公表）

309 マイクロ／ポータブルＧＣ 全国
アジレント・テクノロジーズによるバリアン・インクの株式取得（平成22年
事例７，平成23年６月21日公表）

310 トリプル四重極ＧＣ－ＭＳ 全国
アジレント・テクノロジーズによるバリアン・インクの株式取得（平成22年
事例７，平成23年６月21日公表）

311 ＩＣＰ－ＭＳ 全国
アジレント・テクノロジーズによるバリアン・インクの株式取得（平成22年
事例７，平成23年６月21日公表）

312
マニュアルタイプのトータルス
テーション

全国
㈱トプコンによる㈱ソキアの株式取得（平成19年度事例８，平成20年６月13
日公表）

313
ＴＥ-ＳＥＭ(電界放出型電子
銃を搭載した走査型電子顕微
鏡)

全国
㈱日立ハイテクノロジーズによるエスアイアイ・ナノテクノロジー㈱の株式
取得（平成24年度事例５，平成25年６月５日公表）

314
ＦＥ-ＳＥＭ（熱電子銃を搭載
した走査型電子顕微鏡）

全国
㈱日立ハイテクノロジーズによるエスアイアイ・ナノテクノロジー㈱の株式
取得（平成24年度事例５，平成25年６月５日公表）

315
ＦＩＢ（集束イオンビーム加工
観察装置）

全国
㈱日立ハイテクノロジーズによるエスアイアイ・ナノテクノロジー㈱の株式
取得（平成24年度事例５，平成25年６月５日公表）

316
ＴＥ-ＳＥＭを搭載したＦＩＢ
-ＳＥＭ（集束イオン・電子
ビーム加工観察装置）

全国
㈱日立ハイテクノロジーズによるエスアイアイ・ナノテクノロジー㈱の株式
取得（平成24年度事例５，平成25年６月５日公表）

317
ＦＥ-ＳＥＭを搭載したＦＩＢ
-ＳＥＭ（集束イオン・電子
ビーム加工観察装置）

全国
㈱日立ハイテクノロジーズによるエスアイアイ・ナノテクノロジー㈱の株式
取得（平成24年度事例５，平成25年６月５日公表）

318

医療用機械器具・医
療用品製造業

274

ＰＴＣＡ用薬剤溶出ステント
（ＤＥＳ）

全国

Boston Scientific CorporationによるGuidant Corporationの株式取得（平
成18年度事例10，平成19年6月19日公表）
Johnson & JohnsonによるGuidant Corporationの株式取得（平成17年度事例
９，平成18年６月７日公表）

319
ＣＡＢＧ用内視鏡下血管採取シ
ステム（ＥＶＨ機器）

全国
Johnson & JohnsonによるGuidant Corporationの株式取得（平成17年度事例
９，平成18年６月７日公表）

320 人工股関節 全国
ジンマーとバイオメットの統合（平成26年度事例７，平成27年６月10日公
表）

321 人工膝関節（ＴＫＡ） 全国
ジンマーとバイオメットの統合（平成26年度事例７，平成27年６月10日公
表）

322 人工膝関節（ＵＫＡ） 全国
ジンマーとバイオメットの統合（平成26年度事例７，平成27年６月10日公
表）

323 人工肩関節 全国
ジンマーとバイオメットの統合（平成26年度事例７，平成27年６月10日公
表）

業務用機械器具製
造業

27 サービス用・娯楽用
機械器具製造業

272

計量器・測定器・分
折機器・試験機・測
量機械器具・理化学

機械器具製造業

半導体・フラットパ
ネルディスプレイ製

造装置製造業

267

9



製品市場 地理的市場 該当事例２けた分類 ３けた分類

324 人工比時関節 全国
ジンマーとバイオメットの統合（平成26年度事例７，平成27年６月10日公
表）

325 小型ＶＣＤ 全国
アボットラボラトリーズグループとセントジュードメディカルグループの合
併（平成28年度事例９，平成29年６月14日公表）

326 静止画用ＦＰＤ 全国
キヤノン㈱による東芝メディカルシステムズ㈱の株式取得（平成28年度事例
10，平成29年６月14日公表）

327 動画用ＦＰＤ 全国
キヤノン㈱による東芝メディカルシステムズ㈱の株式取得（平成28年度事例
10，平成29年６月14日公表）

328 ＰＡＣＳ 全国
キヤノン㈱による東芝メディカルシステムズ㈱の株式取得（平成28年度事例
10，平成29年６月14日公表）

329 ＨＩＳ 全国
キヤノン㈱による東芝メディカルシステムズ㈱の株式取得（平成28年度事例
10，平成29年６月14日公表）

330 ３Ｄワークステーション 全国
キヤノン㈱による東芝メディカルシステムズ㈱の株式取得（平成28年度事例
10，平成29年６月14日公表）

331 静止画用撮影装置 全国
キヤノン㈱による東芝メディカルシステムズ㈱の株式取得（平成28年度事例
10，平成29年６月14日公表）

332 動画用撮影装置 全国
キヤノン㈱による東芝メディカルシステムズ㈱の株式取得（平成28年度事例
10，平成29年６月14日公表）

333
電子部品・デバイ
ス・電子回路製造

28 電子デバイス製造業 281
ＡＳＩＣ／ＡＳＳＰ

全国又は全
世界

ＮＥＣエレクトロニクス㈱及び㈱ルネサステクノロジの合併（平成21年度事
例６，平成22年６月２日公表）

334 ＡＳＩＣ／ＡＳＳＰ及びＭＣＵ
全国又は全

世界
ＮＥＣエレクトロニクス㈱及び㈱ルネサステクノロジの合併（平成21年度事
例６，平成22年６月２日公表）

335
ＡＳＩＣ／ＡＳＳＰ，ＭＰＵ及
びＭＣＵ

全国又は全
世界

ＮＥＣエレクトロニクス㈱及び㈱ルネサステクノロジの合併（平成21年度事
例６，平成22年６月２日公表）

336 ＬＣＤドライバ 全世界
ＮＥＣエレクトロニクス㈱及び㈱ルネサステクノロジの合併（平成21年度事
例６，平成22年６月２日公表）

337 ＭＣＵ 全世界
ＮＥＣエレクトロニクス㈱及び㈱ルネサステクノロジの合併（平成21年度事
例６，平成22年６月２日公表）

338 ＭＰＵ
全国又は全

世界
ＮＥＣエレクトロニクス㈱及び㈱ルネサステクノロジの合併（平成21年度事
例６，平成22年６月２日公表）

339 ＳＲＡＭ 全世界
ＮＥＣエレクトロニクス㈱及び㈱ルネサステクノロジの合併（平成21年度事
例６，平成22年６月２日公表）

340 サイリスタ 全世界
ＮＥＣエレクトロニクス㈱及び㈱ルネサステクノロジの合併（平成21年度事
例６，平成22年６月２日公表）

341 ダイオード
全国又は全

世界
ＮＥＣエレクトロニクス㈱及び㈱ルネサステクノロジの合併（平成21年度事
例６，平成22年６月２日公表）

342 トランジスタ 全世界
ＮＥＣエレクトロニクス㈱及び㈱ルネサステクノロジの合併（平成21年度事
例６，平成22年６月２日公表）

343 光ピックアップ 全世界
ソニー㈱と日本電気㈱による光ディスクドライブ事業に係る合弁会社の設立
（平成17年度事例８，平成18年６月７日公表）

344 フロントエンドＬＳＩ 全世界
ソニー㈱と日本電気㈱による光ディスクドライブ事業に係る合弁会社の設立
（平成17年度事例８，平成18年６月７日公表）

345
プラズマ・ディスプレイ・パネ
ル

全国
富士通㈱及び㈱日立製作所によるプラズマ・ディスプレイ・パネル事業の統
合（平成11年度事例１，平成12年６月２日公表）

346
データセンター向けｘ８６サー
バー用ＣＰＵ

全世界
インテルコーポレーションとアルテラコーポレーションの統合（平成27年度
事例４，平成28年６月８日公表）

347
データセンター向けｘ８６サー
バー用ＦＰＧＡ

全世界
インテルコーポレーションとアルテラコーポレーションの統合（平成27年度
事例４，平成28年６月８日公表）

348 ＦＰＧＡ 全世界
インテルコーポレーションとアルテラコーポレーションの統合（平成27年度
事例４，平成28年６月８日公表）

349 ＣＰＬＤ 全世界
インテルコーポレーションとアルテラコーポレーションの統合（平成27年度
事例４，平成28年６月８日公表）

350 半導体受託製造サービス 全世界
インテルコーポレーションとアルテラコーポレーションの統合（平成27年度
事例４，平成28年６月８日公表）

351 ＲＦパワートランジスタ 全世界
エヌエックスピー・セミコンダクターズ・エヌブイとフリースケール・セミ
コンダクターズ・リミテッドの統合（平成27年度事例５，平成28年６月８日
公表）

352 ベースバンドチップ 全世界
クアルコム・リバー・ホールディングス・ビーブイによるエヌエックス
ピー・セミコンダクターズ・エヌブイの株式取得（平成29年度事例３，平成
30年６月６日公表）

353 ＦｅｌｉＣａ準拠ＮＦＣチップ 全世界
クアルコム・リバー・ホールディングス・ビーブイによるエヌエックス
ピー・セミコンダクターズ・エヌブイの株式取得（平成29年度事例３，平成
30年６月６日公表）

354 ＦｅｌｉＣａ準拠ＳＥチップ 全世界
クアルコム・リバー・ホールディングス・ビーブイによるエヌエックス
ピー・セミコンダクターズ・エヌブイの株式取得（平成29年度事例３，平成
30年６月６日公表）

355 ＦＣＳＡＮスイッチ用ＡＳＩＣ 全世界
ブロードコム・リミテッドとブロケード・コミュニケーションズ・システム
ズ・インクの統合（平成29年度事例４，平成30年６月６日公表）

356 ＦＣＨＢＡ 全世界
ブロードコム・リミテッドとブロケード・コミュニケーションズ・システム
ズ・インクの統合（平成29年度事例４，平成30年６月６日公表）

357
電子部品製造業 282

インダクタ 全世界
㈱村田製作所による東光㈱の株式取得（平成25年度事例５，平成26年６月11
日公表）

358 コモンモードチョークコイル 全世界
㈱村田製作所による東光㈱の株式取得（平成25年度事例５，平成26年６月11
日公表）

359 磁気ヘッド 全世界

Seagate TechnologyによるMaxtor Corporationの子会社化（平成18年度事例
9，平成19年6月19日公表）
ＴＤＫ㈱によるアルプス電気㈱からの磁気ヘッド製造事業用の固定資産の譲
受け（平成19年度事例７，平成20年６月13日公表）

10



製品市場 地理的市場 該当事例２けた分類 ３けた分類

360 ＦＣＳＡＮスイッチ 全世界
ブロードコム・リミテッドとブロケード・コミュニケーションズ・システム
ズ・インクの統合（平成29年度事例４，平成30年６月６日公表）

361
記録メディア製造業 283

磁気ディスク 全世界
Seagate TechnologyによるMaxtor Corporationの子会社化（平成18年度事例
9，平成19年6月19日公表）

362
その他の電子部品・
デバイス・電子回路
製造業

289
誘電体フィルタ 全世界

㈱村田製作所による東光㈱の株式取得（平成25年度事例５，平成26年６月11
日公表）

363 エンタープライズＳＳＤ 全世界
ウェスタンデジタルコーポレーションとサンディスクコーポレーションの統
合（平成27年度事例６，平成28年６月８日公表）

364 ＳＡＳエンタープライズＳＳＤ 全世界
ウェスタンデジタルコーポレーションとサンディスクコーポレーションの統
合（平成27年度事例６，平成28年６月８日公表）

365
ＰＣＩｅエンタープライズＳＳ
Ｄ

全世界
ウェスタンデジタルコーポレーションとサンディスクコーポレーションの統
合（平成27年度事例６，平成28年６月８日公表）

366 ＮＡＮＤ 全世界
ウェスタンデジタルコーポレーションとサンディスクコーポレーションの統
合（平成27年度事例６，平成28年６月８日公表）

367 ＥＥＤＳＳ 全世界
デナリホールディングスインクとＥＭＣコーポレーションの統合（平成27年
度事例７，平成28年６月８日公表）

368 x８６サーバー 全世界
デナリホールディングスインクとＥＭＣコーポレーションの統合（平成27年
度事例７，平成28年６月８日公表）

369 サーバー用仮想化ソフトウェア 全世界
デナリホールディングスインクとＥＭＣコーポレーションの統合（平成27年
度事例７，平成28年６月８日公表）

370
電気機械器具製造

業
29 発電用・送電用・配

電用電気機械器具製
造業

291 開閉装置（電力会社を主たる
ユーザーとするもの）

全国
㈱東芝と三菱電機㈱の電力会社向け系統・変電設備事業の統合（平成13年度
事例７，平成14年５月29日公表）

371
系統制御システム（電力会社を
主たるユーザーとするもの）

全国
㈱東芝と三菱電機㈱の電力会社向け系統・変電設備事業の統合（平成13年度
事例７，平成14年５月29日公表）

372
系統保護システム（電力会社を
主たるユーザーとするもの）

全国
㈱東芝と三菱電機㈱の電力会社向け系統・変電設備事業の統合（平成13年度
事例７，平成14年５月29日公表）

373
遮断器（電力会社を主たるユー
ザーとするもの）

全国
㈱東芝と三菱電機㈱の電力会社向け系統・変電設備事業の統合（平成13年度
事例７，平成14年５月29日公表）

374 大容量電動機 全国
㈱東芝及び三菱電機㈱による大容量電動機の共同生産会社の設立（平成11年
度事例４，平成12年６月２日公表）

375 大形大容量電動機 全国
㈱東芝及び三菱電機㈱による大容量電動機の共同生産会社の設立（平成11年
度事例４，平成12年６月２日公表）

376 中・小形大容量電動機 全国
㈱東芝及び三菱電機㈱による大容量電動機の共同生産会社の設立（平成11年
度事例４，平成12年６月２日公表）

377 沸騰水型原子炉に係るプラント 全国

㈱東芝ほか２社によるWestinghouseグループの持株会社２社の株式取得（平
成18年度事例8，平成19年6月19日公表）
㈱日立製作所とGeneral Electric社による原子力事業の統合（平成19年度事
例１，平成20年６月13日公表）

378 沸騰水型原子炉に係る保守 全国

㈱東芝ほか２社によるWestinghouseグループの持株会社２社の株式取得（平
成18年度事例8，平成19年6月19日公表）
㈱日立製作所とGeneral Electric社による原子力事業の統合（平成19年度事
例１，平成20年６月13日公表）

379
変圧器（電力会社を主たるユー
ザーとするもの）

全国
㈱東芝と三菱電機㈱の電力会社向け系統・変電設備事業の統合（平成13年度
事例７，平成14年５月29日公表）

380
電池製造業 295 円筒形二酸化マンガンリチウム

電池（住宅用火災警報器用）
全国

パナソニック㈱による三洋電機㈱の株式取得（平成21年度事例７，平成22年
６月２日公表）

381 小型シール鉛蓄電池 全国
㈱ユアサコーポレーション及び日本電池㈱の経営統合（平成15年度事例５，
平成16年５月31日公表）

382 産業用鉛蓄電池 全国
㈱ユアサコーポレーション及び日本電池㈱の経営統合（平成15年度事例５，
平成16年５月31日公表）

383 ニッケル水素電池（自動車用） 全国
パナソニック㈱による三洋電機㈱の株式取得（平成21年度事例７，平成22年
６月２日公表）

384
二輪自動車用鉛蓄電池（新車
用）

全国
㈱ユアサコーポレーション及び日本電池㈱の経営統合（平成15年度事例５，
平成16年５月31日公表）

385
二輪自動車用鉛蓄電池（補修
用）

全国
㈱ユアサコーポレーション及び日本電池㈱の経営統合（平成15年度事例５，
平成16年５月31日公表）

386 リチウムイオン二次電池 全国
パナソニック㈱による三洋電機㈱の株式取得（平成21年度事例７，平成22年
６月２日公表）

387 リチウム二次電池 全国
三洋電機㈱によるジーエス・メルコテック㈱の株式取得（平成14年度事例
４，平成15年５月30日公表）

388
四輪自動車用鉛蓄電池（新車
用）

全国
㈱ユアサコーポレーション及び日本電池㈱の経営統合（平成15年度事例５，
平成16年５月31日公表）

389
四輪自動車用鉛蓄電池（補修
用）

全国
㈱ユアサコーポレーション及び日本電池㈱の経営統合（平成15年度事例５，
平成16年５月31日公表）

390
その他の電気機械器

具製造業
299

鋳造磁石 全国
日立金属㈱及び住友特殊金属㈱による永久磁石事業の統合（平成15年度事例
９，平成16年５月31日公表）

391 ネオジム焼結磁石 全国
日立金属㈱及び住友特殊金属㈱による永久磁石事業の統合（平成15年度事例
９，平成16年５月31日公表）

392 フェライト焼結磁石 全国
日立金属㈱及び住友特殊金属㈱による永久磁石事業の統合（平成15年度事例
９，平成16年５月31日公表）

393 ネオジム磁石 全国
日立金属㈱による㈱三徳の株式取得（平成29年度事例２，平成30年６月６日
公表）

394
情報通信機械器具

製造業
30 電子計算機・同附属

装置製造業
303 ＰＣ・家電向け３．５インチＨ

ＤＤ
全世界

ハードディスクドライブの製造販売業者の統合（平成23年度事例６，平成24
年６月20日公表）

395
ＰＣ・家電向け２．５インチＨ
ＤＤ

全世界
ハードディスクドライブの製造販売業者の統合（平成23年度事例６，平成24
年６月20日公表）

396
ビジネスクリティカル向け３．
５インチＨＤＤ

全世界
ハードディスクドライブの製造販売業者の統合（平成23年度事例６，平成24
年６月20日公表）

397
ミッションクリティカル向け
３．５インチＨＤＤ

全世界
ハードディスクドライブの製造販売業者の統合（平成23年度事例６，平成24
年６月20日公表）

398
ミッションクリティカル向け
２．５インチＨＤＤ

全世界
ハードディスクドライブの製造販売業者の統合（平成23年度事例６，平成24
年６月20日公表）

399 ３．５インチ外付けＨＤＤ 全国
ハードディスクドライブの製造販売業者の統合（平成23年度事例６，平成24
年６月20日公表）
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製品市場 地理的市場 該当事例２けた分類 ３けた分類

400 ２．５インチ外付けＨＤＤ 全国
ハードディスクドライブの製造販売業者の統合（平成23年度事例６，平成24
年６月20日公表）

401
２．５インチ型ハードディスク
ドライブ

全国
㈱日立製作所によるインターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポ
レーションのハードディスクドライブ事業の統合（平成14年度事例２，平成
15年５月30日公表）

402
３．５インチＳＣＳＩハード
ディスクドライブ

全国

Seagate TechnologyによるMaxtor Corporationの子会社化（平成18年度事例
9，平成19年6月19日公表）
㈱日立製作所によるインターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポ
レーションのハードディスクドライブ事業の統合（平成14年度事例２，平成
15年５月30日公表）

403 ＣＤ－Ｒ／ＲＷドライブ 全国
ソニー㈱と日本電気㈱による光ディスクドライブ事業に係る合弁会社の設立
（平成17年度事例８，平成18年６月７日公表）

404 ＤＶＤ±ＲＷドライブ 全国
ソニー㈱と日本電気㈱による光ディスクドライブ事業に係る合弁会社の設立
（平成17年度事例８，平成18年６月７日公表）

405 ＤＲＡＭ 全国

エルピーダメモリ㈱による三菱電機㈱のＤＲＡＭ事業の譲受け（平成14年度
事例７，平成15年５月30日公表）
日本電気㈱及び㈱日立製作所によるＤＲＡＭ事業に関する共同出資会社の設
立（平成11年度事例５，平成12年６月２日公表）

406
デスクトップパソコン向け及び
家電向けハードディスクドライ
ブ（３．５インチ）

全国
Seagate TechnologyによるMaxtor Corporationの子会社化（平成18年度事例
9，平成19年6月19日公表）

407 中小型ＴＦＴ液晶ディスプレイ 全世界
㈱ジャパンディスプレイによるソニーモバイルディスプレイ㈱，東芝モバイ
ルディスプレイ㈱及び㈱日立ディスプレイズの株式取得（平成23年度事例
７，平成24年６月20日公表）

408
Ｗｉｎｄｏｗｓ ＯＳを搭載し
た個人顧客向けノートパソコン

全国
レノボインターナショナルコーペラティフユーエーによる富士通クライアン
トコンピューティング㈱の株式取得（平成29年度事例５，平成30年６月６日
公表）

409
輸送用機械器具製

造業
31 自動車・同附属品製

造業
311

軽乗用車 全国
トヨタ自動車㈱によるダイハツ工業㈱の株式取得（平成10年度事例１，平成
11年６月15日公表）

410 小型乗用車 全国
トヨタ自動車㈱によるダイハツ工業㈱の株式取得（平成10年度事例１，平成
11年６月15日公表）

411 小型乗用車・軽乗用車 全国
トヨタ自動車㈱によるダイハツ工業㈱の株式取得（平成10年度事例１，平成
11年６月15日公表）

412 小型トラック 全国
トヨタ自動車㈱によるダイハツ工業㈱の株式取得（平成10年度事例１，平成
11年６月15日公表）

413 乗用車 全国
ルノー社による日産自動車㈱の株式取得（平成11年度事例９，平成12年６月
２日公表）

414 バス 全国
日野自動車㈱及びいすゞ自動車㈱のバスの製造事業の統合（平成14年度事例
１，平成15年５月30日公表）

415 ごみ収集車 全国
新明和工業㈱による富士重工業㈱のごみ収集車事業の譲受け（平成24年度事
例６，平成25年６月５日公表）

416 二輪自動車 全国
ヤマハ発動機㈱によるＫＹＢモーターサイクルサスペンション㈱の株式取得
（平成25年度事例６，平成26年６月11日公表）

417
フロント・フォーク（正立型・
純正品）

全国
ヤマハ発動機㈱によるＫＹＢモーターサイクルサスペンション㈱の株式取得
（平成25年度事例６，平成26年６月11日公表）

418
フロント・フォーク（倒立型・
純正品）

全国
ヤマハ発動機㈱によるＫＹＢモーターサイクルサスペンション㈱の株式取得
（平成25年度事例６，平成26年６月11日公表）

419
リア・クッション・ユニット
（加圧サブタンク付・純正品）

全国
ヤマハ発動機㈱によるＫＹＢモーターサイクルサスペンション㈱の株式取得
（平成25年度事例６，平成26年６月11日公表）

420
リア・クッション・ユニット
（加圧サブタンクなし・純正
品）

全国
ヤマハ発動機㈱によるＫＹＢモーターサイクルサスペンション㈱の株式取得
（平成25年度事例６，平成26年６月11日公表）

421
自動車用ドラムブレーキアッセ
ンブリ及びドラムインハット

全国
豊生ブレーキ工業㈱によるＡＨブレーキ㈱の株式取得（平成29年度事例６，
平成30年６月６日公表）

422 自動車用ブレーキドラム 全国
豊生ブレーキ工業㈱によるＡＨブレーキ㈱の株式取得（平成29年度事例６，
平成30年６月６日公表）

423 自動車用ブレーキキャリパー 全国
豊生ブレーキ工業㈱によるＡＨブレーキ㈱の株式取得（平成29年度事例６，
平成30年６月６日公表）

424 乗用車用スチールホイール 全国
トピー工業㈱によるリンテックス㈱の株式取得（平成29年度事例７，平成30
年６月６日公表）

425
バス・トラック用スチールホ
イール

全国
トピー工業㈱によるリンテックス㈱の株式取得（平成29年度事例７，平成30
年６月６日公表）

426
船舶製造・修理業，

舶用機関製造業
313

商船建造 全国
日立造船㈱と日本鋼管㈱の造船事業の統合（平成13年度事例11，平成14年５
月29日公表）

427 商船修理 全国
日立造船㈱と日本鋼管㈱の造船事業の統合（平成13年度事例11，平成14年５
月29日公表）

428 水上艦建造 全国
日立造船㈱と日本鋼管㈱の造船事業の統合（平成13年度事例11，平成14年５
月29日公表）

429 水上艦修理 全国
日立造船㈱と日本鋼管㈱の造船事業の統合（平成13年度事例11，平成14年５
月29日公表）

430 潜水艦建造 全国
日立造船㈱と日本鋼管㈱の造船事業の統合（平成13年度事例11，平成14年５
月29日公表）

431 潜水艦修理 全国
日立造船㈱と日本鋼管㈱の造船事業の統合（平成13年度事例11，平成14年５
月29日公表）

432 ケープ 全世界
ユニバーサル造船㈱と㈱アイ・エイチ・アイマリンユナイテッドの合併（平
成24年度事例７，平成25年６月５日公表）

433 ＶＬＣＣ 全世界
ユニバーサル造船㈱と㈱アイ・エイチ・アイマリンユナイテッドの合併（平
成24年度事例７，平成25年６月５日公表）

434 汎用型油圧式デッキクレーン 全国
㈱相浦機械による㈱ＩＨＩの舶用甲板機械事業の譲受け（平成29年度事例
８，平成30年６月６日公表）

435 中小型バルクキャリア 全国
㈱相浦機械による㈱ＩＨＩの舶用甲板機械事業の譲受け（平成29年度事例
８，平成30年６月６日公表）
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436
その他の製造業 32 他に分類されない製

造業
329 フエルト（大手・中堅製紙メー

カー向け）
全国

日本フエルト㈱，市川毛織㈱及び日本フイルコン㈱の事業統合（平成14年度
事例９，平成15年５月30日公表）

437
フエルト(中小製紙メーカー向
け）

全国
日本フエルト㈱，市川毛織㈱及び日本フイルコン㈱の事業統合（平成14年度
事例９，平成15年５月30日公表）

438 ベルト 全国
日本フエルト㈱，市川毛織㈱及び日本フイルコン㈱の事業統合（平成14年度
事例９，平成15年５月30日公表）

439 ワイヤー 全国
日本フエルト㈱，市川毛織㈱及び日本フイルコン㈱の事業統合（平成14年度
事例９，平成15年５月30日公表）

440
電気業 33 管理，補助的経済活

動を行う事業所
330 自由化分野の需要者向け電気の

小売業
中部電力区

域
中部電力㈱によるダイヤモンドパワー㈱の株式取得（平成26年度事例７，平
成26年６月11日公表）

441 託送供給事業
中部電力区

域
中部電力㈱によるダイヤモンドパワー㈱の株式取得（平成26年度事例７，平
成26年６月11日公表）

442

ガス業 34 ガス業 341

ＬＰガス卸売

広島呉地区（広
島市，呉市，東
広島市及び廿日
市市以南）
（当事会社の営
業地域）

広島ガスプロパン㈱ほか４社による共同出資会社の設立（平成８年度事例
４，平成９年６月16日公表）

443 ＬＰガス充填

広島呉地区（広
島市，呉市，東
広島市及び廿日
市市以南）
（当事会社の営
業地域）

広島ガスプロパン㈱ほか４社による共同出資会社の設立（平成８年度事例
４，平成９年６月16日公表）

444
通信業 37

国際通信 全国
第二電電㈱，ケイディディ㈱及び日本移動通信㈱の合併（平成12年度事例
10，平成13年５月23日公表）

445 長距離通信 全国
第二電電㈱，ケイディディ㈱及び日本移動通信㈱の合併（平成12年度事例
10，平成13年５月23日公表）

446
移動電気通信業 372

移動体通信
関東・信越等
９事業免許の
地区

第二電電㈱，ケイディディ㈱及び日本移動通信㈱の合併（平成12年度事例
10，平成13年５月23日公表）

447 ＭＶＮＯ（ＳＩＭ型） 全国
楽天㈱によるプラスワン・マーケティング㈱のＭＶＮＯ事業の吸収分割（平
成29年度事例９，平成30年６月６日公表）

448
電気通信に附帯する

サービス業
373

ＷＡＮサービス 全国
ＫＤＤＩ㈱と㈱パワードコムの合併（平成17年度事例10，平成18年６月７日
公表）

449 衛星による国内専用サービス 全国
ＮＴＴコミュニケーションズ㈱による日本サテライトシステムズ㈱の株式取
得（平成12年度事例６，平成13年５月23日公表）

450 音声会議システム 全国
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱によるアルカディン・インター
ナショナル・エス・エー・エスの株式取得（平成25年度事例８，平成26年６
月11日公表）

451 オペ付き音声会議システム 全国
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱によるアルカディン・インター
ナショナル・エス・エー・エスの株式取得（平成25年度事例８，平成26年６
月11日公表）

452 Ｗｅｂ会議システム 全国
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱によるアルカディン・インター
ナショナル・エス・エー・エスの株式取得（平成25年度事例８，平成26年６
月11日公表）

453
放送業 38 民間放送業 382 有料放送デジタル配信（伝送事

業）
全国

㈱スカイパーフェクト・コミュニケーションズとジェイサット㈱の経営統合
（平成18年度事例11，平成19年6月19日公表）

454
有料放送デジタル配信（プラッ
トフォーム事業）

全国
㈱スカイパーフェクト・コミュニケーションズとジェイサット㈱の経営統合
（平成18年度事例11，平成19年6月19日公表）

455

有線放送業 383

有料多チャンネル放送事業

ケーブルテ
レビ放送事
業者の営業
地域

ＫＤＤＩ㈱による㈱ジュピターテレコムの株式取得（平成24年度事例８，平
成25年６月５日公表）

456 業務店向け音楽放送・配信業 全国
㈱ＵＳＥＮ‐ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳによるキャンシステム㈱の株式取
得（平成30年度事例７，令和元年６月19日公表）

457
情報サービス業 39 情報処理・提供サー

ビス業
392

中古車情報提供サービス 北海道
㈱リクルートによる㈱エムジー・コーポレーションからの中古車情報提供
サービス事業の譲受け（平成20年度事例５，平成21年６月９日公表）

458
インターネット付

随サービス業
40 インターネット付随

サービス業
401

有料動画配信事業 全国
㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ及び㈱ドワンゴによる共同株式移転（平成26年度事例
８，平成27年６月10日公表）

459 有料動画提供事業 全国
㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ及び㈱ドワンゴによる共同株式移転（平成26年度事例
８，平成27年６月10日公表）

460 niconico 全国
㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ及び㈱ドワンゴによる共同株式移転（平成26年度事例
８，平成27年６月10日公表）

461 オンライン旅行予約サービス業 全国
ヤフー㈱による㈱一休の株式取得（平成27年度事例８，平成28年６月８日公
表）

462
オンライン飲食店予約サービス
業

全国
ヤフー㈱による㈱一休の株式取得（平成27年度事例８，平成28年６月８日公
表）

463 旅行予約メタサーチサービス業 全国
ヤフー㈱による㈱一休の株式取得（平成27年度事例８，平成28年６月８日公
表）

464
飲食店予約メタサーチサービス
業

全国
ヤフー㈱による㈱一休の株式取得（平成27年度事例８，平成28年６月８日公
表）

465 電子書籍出版業 全国
ヤフー㈱による㈱イーブックイニシアティブジャパンの株式取得（平成28年
度事例11，平成29年６月14日公表）

466 電子書籍小売業 全国
ヤフー㈱による㈱イーブックイニシアティブジャパンの株式取得（平成28年
度事例11，平成29年６月14日公表）

467 電子書籍取次業 全国
㈱メディアドゥによる㈱出版デジタル機構の株式取得（平成28年度事例12，
平成29年６月14日公表）

468
映像・音声・文字

情報制作業
41 映像情報制作・配給

業
411

映画の配給業 全国
ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニーとトゥエンティファースト・セン
チュリー・フォックス・インクの統合（平成30年度事例８，令和元年６月19
日公表）

469

鉄道業 42 鉄道業 421

鉄道
梅田～三宮
間の１０競

合区間

阪急ホールディングス㈱による阪神電鉄㈱の株式取得（平成18年度事例12，
平成19年6月19日公表）

470

道路旅客運送業 43 一般乗合旅客自動車
運送業

431

貸切バス 三重県
㈱三交ホールディングスによる名阪近鉄バス㈱の株式取得（平成19年度事例
９，平成20年６月13日公表）

固定電気通信業 371
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471
一般貸切旅客自動車

運送業
433

乗合バス 競合６区間
阪急ホールディングス㈱による阪神電鉄㈱の株式取得（平成18年度事例12，
平成19年6月19日公表）

472
水運業 45 外航海運業 451

不定期外航輸送・原油 全国
大阪商船三井船舶㈱とナビックスライン㈱の合併（平成10年度事例６，平成
11年６月15日公表）

473 不定期外航輸送・石炭 全国
大阪商船三井船舶㈱とナビックスライン㈱の合併（平成10年度事例６，平成
11年６月15日公表）

474 不定期外航輸送・チップ 全国
大阪商船三井船舶㈱とナビックスライン㈱の合併（平成10年度事例６，平成
11年６月15日公表）

475 不定期外航輸送・鉄鉱石 全国
大阪商船三井船舶㈱とナビックスライン㈱の合併（平成10年度事例６，平成
11年６月15日公表）

476 定期コンテナ船事業 航路
川崎汽船㈱，㈱商船三井及び日本郵船㈱による定期コンテナ船事業の統合
（平成29年度事例10，平成30年６月６日公表）

477
航空運輸業 46 航空運送業 461

都市間の直行便路線 -
カンタス・ジェットスターグループ及び日本航空㈱による共同出資会社の設
立（平成23年度事例８，平成24年６月20日公表）

478 国内航空旅客運送事業 全国
日本航空㈱及び㈱日本エアシステムの持株会社の設立による事業統合（平成
13年度事例10，平成14年５月29日公表）

479
伊丹空港発着の航空旅客運送事
業

全国
日本航空㈱及び㈱日本エアシステムの持株会社の設立による事業統合（平成
13年度事例10，平成14年５月29日公表）

480 国内各路線 全国
日本航空㈱及び㈱日本エアシステムの持株会社の設立による事業統合（平成
13年度事例10，平成14年５月29日公表）

481
羽田空港発着の航空旅客運送事
業

全国
日本航空㈱及び㈱日本エアシステムの持株会社の設立による事業統合（平成
13年度事例10，平成14年５月29日公表）

482
飲食料品卸売業 52 農畜産物・水産物卸

売業
521 買参人の移

動圏
東京新宿青果㈱と東京淀橋青果㈱の青果物卸売事業の統合（平成16年度事例
11，平成17年５月30日公表）

483
市場を中心とす
る半径５０キロ

圏内

群高青果㈱と群馬大同青果㈱との青果物卸売事業の統合（平成17年度事例
11，平成18年６月７日公表）

484
その他の卸売業 55 医薬品・化粧品等卸

売業
552

全国
㈱三星堂，クラヤ薬品㈱及び東京医薬品㈱の合併（平成11年度事例11，平成
12年６月２日公表）

485 各ﾌﾞﾛｯｸ

アルフレッサホールディングス㈱による丹平中田㈱の株式取得（平成22年事
例９，平成23年６月21日公表）
㈱三星堂，クラヤ薬品㈱及び東京医薬品㈱の合併（平成11年度事例11，平成
12年６月２日公表）
㈱メディセオ・パルタックホールディングスによる㈱コバショウの株式取得
（平成19年度事例10，平成20年６月13日公表）

486 都道府県

㈱スズケンによる沖縄薬品㈱の株式取得（平成16年度事例２，平成17年５月
30日公表）
㈱メディセオ・パルタックホールディングスによる㈱コバショウの株式取得
（平成19年度事例10，平成20年６月13日公表）

487 全国

488 各ﾌﾞﾛｯｸ

489

490
㈱スズケンによる沖縄薬品㈱の株式取得（平成16年度事例２，平成17年５月
30日公表）

491 全国

492 各ﾌﾞﾛｯｸ

493 都道府県

494 各ﾌﾞﾛｯｸ

495 都道府県

496

各種商品小売業 56 百貨店，総合スー
パー

561
店舗から半
径５ｋｍ

イオン㈱による㈱マルナカ及び㈱山陽マルナカの株式取得（平成23年度事例
９，平成24年６月20日公表）

497
店舗から半
径500ｍから

３ｋｍ

イオン㈱による㈱ダイエーの株式取得（平成25年度事例９，平成26年６月11
日公表）
マックスバリュ関東㈱と㈱マルエツ及び㈱カスミによる経営統合（平成26年
度事例９，平成27年６月10日公表）

498 全国

499
市

（区，郡）

500 都県

501

東京都，埼
玉県，千葉
県の各地区
（商圏）

動物用医薬品
林薬品㈱とオーク薬品㈱との合併（平成９年度事例５，平成10年６月12日公
表）

スーパーマーケット業

大型総合量販店
㈱ダイエー，㈱忠実屋，㈱ユニードダイエー及び㈱ダイナハの合併（平成５
年度事例，平成６年７月27日）

総合スーパー及び食品スーパー
丸紅㈱による㈱ダイエー等への出資（平成17年度事例12，平成18年６月７日
公表）

医療用医薬品

㈱三星堂，クラヤ薬品㈱及び東京医薬品㈱の合併（平成11年度事例11，平成
12年６月２日公表）

都道府県

試薬
㈱スズケンによる沖縄薬品㈱の株式取得（平成16年度事例２，平成17年５月
30日公表）

青果物

一般用医薬品
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製品市場 地理的市場 該当事例２けた分類 ３けた分類

502

織物・衣服・身の
回り品小売業

57 呉服・服地・寝具小
売業

571

和服及び和装小物の店舗小売業
店舗から半
径３ｋｍ～

20ｋｍ

㈱ベルーナによるさが美グループホールディングス㈱の株式取得（平成30年
度事例９，令和元年６月19日公表）

503
飲食料品小売業 58 その他飲食料品小売

業
589

コンビニエンスストア業
店舗から半
径500ｍ

㈱ファミリーマートとユニーグループ・ホールディングス㈱の経営統合（平
成27年度事例９，平成28年６月８日公表）

504

機械器具小売業 59 機械器具小売業（自
動車，自転車を除

く）

593

家電量販店

愛知県，岐阜
県，三重県の
各地区（商

圏）

㈱エディオンによる㈱ミドリ電化の株式取得（平成16年度事例６，平成17年
５月30日公表）

505 家電量販店における家電小売業
店舗から半
径10ｋｍ

㈱ヤマダ電機による㈱ベスト電器の株式取得（平成24年度事例９，平成25年
６月５日公表）

506

その他の小売業 60 他に分離されない小
売業

609

ホームセンター業
店舗から半
径５ｋｍ

コーナン商事㈱による㈱ビーバートザンの株式取得（平成29年度事例11，平
成30年６月６日公表）

507

銀行業 62 銀行（中央銀行を除
く）

622

外国為替（インターバンク取
引）

全国

㈱第一勧業銀行，㈱富士銀行及び㈱日本興業銀行の持株会社の設立による事
業統合（平成12年度事例１，平成13年５月23日公表）
㈱三和銀行，㈱東海銀行，東洋信託銀行㈱の持株会社の設立による事業統合
（平成12年度事例４，平成13年５月23日公表）
㈱東京三菱銀行，三菱信託銀行㈱及び日本信託銀行㈱の持株会社の設立によ
る事業統合（平成12年度事例５，平成13年５月23日公表）
㈱住友銀行と㈱さくら銀行の合併等（平成12年度事例11，平成13年５月23日
公表）
㈱三菱銀行と㈱東京銀行との合併（平成７年度事例８，平成８年５月30日公
表）

508 外国為替（対顧客取引） 全国

㈱三菱東京フィナンシャル・グループと㈱ＵＦＪホールディングスの経営統
合（平成17年度事例13，平成18年６月７日公表）
㈱第一勧業銀行，㈱富士銀行及び㈱日本興業銀行の持株会社の設立による事
業統合（平成12年度事例１，平成１３年５月23日公表）
㈱三和銀行，㈱東海銀行，東洋信託銀行㈱の持株会社の設立による事業統合
（平成12年度事例４，平成13年５月23日公表）
㈱東京三菱銀行，三菱信託銀行㈱及び日本信託銀行㈱の持株会社の設立によ
る事業統合（平成12年度事例５，平成13年５月23日公表）
㈱住友銀行と㈱さくら銀行の合併等（平成12年度事例11，平成13年５月23日
公表）
㈱三菱銀行と㈱東京銀行との合併（平成７年度事例８，平成８年５月30日公
表）

509 全国

510

511

512
都道府県内

の地域

513 新潟県
㈱第四銀行及び㈱北越銀行による共同株式移転（平成29年度事例12，平成30年６
月６日公表）

514 長崎県
㈱ふくおかフィナンシャルグループによる㈱十八銀行の株式取得（平成30年度事例
10，令和元年６月19日公表）

515 経済圏

㈱第四銀行及び㈱北越銀行による共同株式移転（平成29年度事例12，平成30年６
月６日公表）
㈱ふくおかフィナンシャルグループによる㈱十八銀行の株式取得（平成30年度事例
10，令和元年６月19日公表）

516 長崎県
㈱ふくおかフィナンシャルグループによる㈱十八銀行の株式取得（平成30年度事例
10，令和元年６月19日公表）

517 株式売買 全国

㈱第一勧業銀行，㈱富士銀行及び㈱日本興業銀行の持株会社の設立による事
業統合（平成12年度事例１，平成１３年５月23日公表）
㈱三和銀行，㈱東海銀行，東洋信託銀行㈱の持株会社の設立による事業統合
（平成12年度事例４，平成13年５月23日公表）
㈱東京三菱銀行，三菱信託銀行㈱及び日本信託銀行㈱の持株会社の設立によ
る事業統合（平成12年度事例５，平成13年５月23日公表）
㈱住友銀行と㈱さくら銀行の合併等（平成12年度事例11，平成13年５月23日
公表）

518 株式引受 全国

㈱第一勧業銀行，㈱富士銀行及び㈱日本興業銀行の持株会社の設立による事
業統合（平成12年度事例１，平成１３年５月23日公表）
㈱三和銀行，㈱東海銀行，東洋信託銀行㈱の持株会社の設立による事業統合
（平成12年度事例４，平成13年５月23日公表）
㈱東京三菱銀行，三菱信託銀行㈱及び日本信託銀行㈱の持株会社の設立によ
る事業統合（平成12年度事例５，平成13年５月23日公表）
㈱住友銀行と㈱さくら銀行の合併等（平成12年度事例11，平成13年５月23日
公表）

519 金銭信託・金外信託 全国
中央三井トラスト・ホールディングス㈱及び住友信託銀行㈱による経営統合
（平成22年事例10，平成23年６月21日公表）

中小企業向け貸出し

貸出

㈱三菱東京フィナンシャル・グループと㈱ＵＦＪホールディングスの経営統
合（平成17年度事例13，平成18年６月７日公表）
㈱大和銀行，㈱近畿大阪銀行及び㈱奈良銀行並びに㈱あさひ銀行による経営
統合（平成13年度事例３，平成14年５月29日公表）
㈱第一勧業銀行，㈱富士銀行及び㈱日本興業銀行の持株会社の設立による事
業統合（平成12年度事例１，平成１３年５月23日）

都道府県

㈱西日本銀行と㈱福岡シティ銀行の合併（平成16年度事例１，平成17年５月
30日公表）
㈱北陸銀行と㈱北海道銀行の経営統合（平成15年度事例11，平成16年５月31
日公表）
㈱広島総合銀行及び㈱せとうち銀行の持株会社の設立による事業統合（平成
13年度事例13，平成14年５月29日公表）
㈱親和銀行及び㈱九州銀行の持株会社の設立による経営統合（平成13年度事
例14，平成14年５月29日公表）
㈱十六銀行による㈱岐阜銀行の優先株式の取得（平成20年度事例６，平成21
年６月９日公表）
㈱東京都民銀行及び㈱八千代銀行による共同株式移転（平成26年度事例10，
平成27年６月10日公表）
㈱肥後銀行及び㈱鹿児島銀行による共同株式移転（平成27年度事例10，平成
28年６月８日公表）

大企業・中堅企業向け貸出し
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製品市場 地理的市場 該当事例２けた分類 ３けた分類

520 金銭債権信託 全国

中央三井トラスト・ホールディングス㈱及び住友信託銀行㈱による経営統合
（平成22年事例10，平成23年６月21日公表）
㈱三菱東京フィナンシャル・グループと㈱ＵＦＪホールディングスの経営統
合（平成17年度事例13，平成18年６月７日公表）
㈱第一勧業銀行，㈱富士銀行及び㈱日本興業銀行の持株会社の設立による事
業統合（平成12年度事例１，平成１３年５月23日公表）
㈱三和銀行，㈱東海銀行，東洋信託銀行㈱の持株会社の設立による事業統合
（平成12年度事例４，平成13年５月23日公表）
㈱住友銀行と㈱さくら銀行の合併等（平成12年度事例11，平成13年５月23日
公表）

521 債券売買 全国

㈱西日本銀行と㈱福岡シティ銀行の合併（平成16年度事例１，平成17年５月
30日公表）
㈱北陸銀行と㈱北海道銀行の経営統合（平成15年度事例11，平成16年５月31
日公表）

522 債券引受 全国

㈱広島総合銀行及び㈱せとうち銀行の持株会社の設立による事業統合（平成
13年度事例13，平成14年５月29日公表）
㈱親和銀行及び㈱九州銀行の持株会社の設立による経営統合（平成13年度事
例14，平成14年５月29日公表）
㈱北洋銀行及び㈱札幌銀行の持株会社の設立による事業統合（平成12年度事
例３，平成13年５月23日公表）
㈱北洋銀行による㈱北海道拓殖銀行の営業譲受け（平成10年度事例８，平成
11年６月15日公表）
㈱十六銀行による㈱岐阜銀行の優先株式の取得（平成20年度事例６，平成21
年６月９日公表）

523 証券代行 全国

中央三井トラスト・ホールディングス㈱及び住友信託銀行㈱による経営統合
（平成22年事例10，平成23年６月21日公表）
㈱三菱東京フィナンシャル・グループと㈱ＵＦＪホールディングスの経営統
合（平成17年度事例13，平成18年６月７日公表）
三井信託銀行㈱と中央信託銀行㈱の合併（平成11年度事例12，平成12年６月
２日公表）

524 財形信託 全国

㈱三菱東京フィナンシャル・グループと㈱ＵＦＪホールディングスの経営統
合（平成17年度事例13，平成18年６月７日公表）
㈱東京三菱銀行，三菱信託銀行㈱及び日本信託銀行㈱の持株会社の設立によ
る事業統合（平成12年度事例５，平成13年５月23日公表）
㈱三和銀行，㈱東海銀行，東洋信託銀行㈱の持株会社の設立による事業統合
（平成12年度事例４，平成13年５月23日公表）
㈱住友銀行と㈱さくら銀行の合併等（平成12年度事例11，平成13年５月23日
公表）

525 証券投資信託 全国

中央三井トラスト・ホールディングス㈱及び住友信託銀行㈱による経営統合
（平成22年事例10，平成23年６月21日公表）
㈱三菱東京フィナンシャル・グループと㈱ＵＦＪホールディングスの経営統
合（平成17年度事例13，平成18年６月７日公表）

526 信託 全国

㈱三菱東京フィナンシャル・グループと㈱ＵＦＪホールディングスの経営統
合（平成17年度事例13，平成18年６月７日公表）
㈱大和銀行，㈱近畿大阪銀行及び㈱奈良銀行並びに㈱あさひ銀行による経営
統合（平成13年度事例３，平成14年５月29日公表）
㈱第一勧業銀行，㈱富士銀行及び㈱日本興業銀行の持株会社の設立による事
業統合（平成12年度事例１，平成１３年５月23日公表）
㈱三和銀行，㈱東海銀行，東洋信託銀行㈱の持株会社の設立による事業統合
（平成12年度事例４，平成13年５月23日公表）
㈱東京三菱銀行，三菱信託銀行㈱及び日本信託銀行㈱の持株会社の設立によ
る事業統合（平成12年度事例５，平成13年５月23日公表）
㈱住友銀行と㈱さくら銀行の合併等（平成12年度事例11，平成13年５月23日
公表）
三井信託銀行㈱と中央信託銀行㈱の合併（平成11年度事例12，平成12年６月
２日公表）

527 年金信託 全国

中央三井トラスト・ホールディングス㈱及び住友信託銀行㈱による経営統合
（平成22年事例10，平成23年６月21日公表）
㈱三菱東京フィナンシャル・グループと㈱ＵＦＪホールディングスの経営統
合（平成17年度事例13，平成18年６月７日公表）
㈱東京三菱銀行，三菱信託銀行㈱及び日本信託銀行㈱の持株会社の設立によ
る事業統合（平成12年度事例５，平成13年５月23日公表）

528 不動産信託 全国
㈱第一勧業銀行，㈱富士銀行及び㈱日本興業銀行の持株会社の設立による事
業統合（平成12年度事例１，平成１３年５月23日公表）

529 包括信託 全国

中央三井トラスト・ホールディングス㈱及び住友信託銀行㈱による経営統合
（平成22年事例10，平成23年６月21日公表
㈱三菱東京フィナンシャル・グループと㈱ＵＦＪホールディングスの経営統
合（平成17年度事例13，平成18年６月７日公表）

530 有価証券信託 全国

中央三井トラスト・ホールディングス㈱及び住友信託銀行㈱による経営統合
（平成22年事例10，平成23年６月21日公表）
㈱三菱東京フィナンシャル・グループと㈱ＵＦＪホールディングスの経営統
合（平成17年度事例13，平成18年６月７日公表）
㈱第一勧業銀行，㈱富士銀行及び㈱日本興業銀行の持株会社の設立による事
業統合（平成12年度事例１，平成13年５月23日公表）

531 全国

532

533

預金

㈱三菱東京フィナンシャル・グループと㈱ＵＦＪホールディングスの経営統
合（平成17年度事例13，平成18年６月７日公表）
㈱大和銀行，㈱近畿大阪銀行及び㈱奈良銀行並びに㈱あさひ銀行による経営
統合（平成13年度事例３，平成14年５月29日公表）
㈱第一勧業銀行，㈱富士銀行及び㈱日本興業銀行の持株会社の設立による事
業統合（平成12年度事例１，平成１３年５月23日公表）
㈱三和銀行，㈱東海銀行，東洋信託銀行㈱の持株会社の設立による事業統合
（平成12年度事例４，平成13年５月23日公表）
㈱東京三菱銀行，三菱信託銀

都道府県 ㈱西日本銀行と㈱福岡シティ銀行の合併（平成16年度事例１，平成17年５月
30日公表）
㈱北陸銀行と㈱北海道銀行の経営統合（平成15年度事例11，平成16年５月31
日公表）
㈱広島総合銀行及び㈱せとうち銀行の持株会社の設立による事業統合（平成
13年度事例13，平成14年５月29日公表）
㈱親和銀行及び㈱九州銀行の持株会社の設立による経営統合（平成13年度事
例14，平成14年５月29日公表）
㈱北洋銀行及び㈱札幌銀行の持株会社の設立による事業統合（平成12年度事
例３，平成13年５月23日公表）
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製品市場 地理的市場 該当事例２けた分類 ３けた分類

534 預金
都道府県内

の地域

535

貸金業，クレジッ
トカード業等非預

金信用機関

64 クレジットカード
業，割賦金融業

643

クレジットカード業 全国
㈱三菱東京フィナンシャル・グループと㈱ＵＦＪホールディングスの経営統
合（平成17年度事例13，平成18年６月７日公表）

536

金融商品取引業，
商品先物取引業

65 金融商品取引業 651

インターバンク市場（短期金融
市場）

全国
日本短資㈱，山根短資㈱及び名古屋短資㈱の合併（平成12年度事例12，平成
13年５月23日公表）

537 オープン市場（短期金融市場） 全国
日本短資㈱，山根短資㈱及び名古屋短資㈱の合併（平成12年度事例12，平成
13年５月23日公表）

538 株式ブローカー・セリング
鳥取県

（当事会社の
営業地域）

大山証券㈱と日の丸証券㈱との合併（平成９年度事例８，平成10年６月12日
公表）

539 公社債ブローカー・セリング
鳥取県

（当事会社の
営業地域）

大山証券㈱と日の丸証券㈱との合併（平成９年度事例８，平成10年６月12日
公表）

540 投資信託ブローカー・セリング
鳥取県

（当事会社の
営業地域）

大山証券㈱と日の丸証券㈱との合併（平成９年度事例８，平成10年６月12日
公表）

541

補助的金融業等 66 補助的金融業，金融
附帯業

661
東証，大証及びジャスダックが
開設する新興市場における上場
関連業務

全国
㈱大阪証券取引所と㈱ジャスダック証券取引所による新興市場の統合（平成
20年度事例７，平成21年6月9日公表）

542
東証，大証及びジャスダックが
開設する株式市場における流通
関連業務

全国
㈱大阪証券取引所と㈱ジャスダック証券取引所による新興市場の統合（平成
20年度事例７，平成21年6月9日公表）

543 本則市場における上場関連業務 全国
㈱東京証券取引所グループと㈱大阪証券取引所の統合（平成24年度事例10，
平成25年６月５日公表）

544 新興市場における上場関連業務 全国
㈱東京証券取引所グループと㈱大阪証券取引所の統合（平成24年度事例10，
平成25年６月５日公表）

545 株式の売買関連業務 全国
㈱東京証券取引所グループと㈱大阪証券取引所の統合（平成24年度事例10，
平成25年６月５日公表）

546 国債の売買関連業務 全国
㈱東京証券取引所グループと㈱大阪証券取引所の統合（平成24年度事例10，
平成25年６月５日公表）

547
転換社債型新株予約権付社債の
売買関連業務

全国
㈱東京証券取引所グループと㈱大阪証券取引所の統合（平成24年度事例10，
平成25年６月５日公表）

548 ＥＴＦの売買関連業務 全国
㈱東京証券取引所グループと㈱大阪証券取引所の統合（平成24年度事例10，
平成25年６月５日公表）

549
日本株に関する株価指数先物取
引の売買関連業務

全世界
㈱東京証券取引所グループと㈱大阪証券取引所の統合（平成24年度事例10，
平成25年６月５日公表）

550
日本株に関する株価指数オプ
ション取引の売買関連業務

全世界
㈱東京証券取引所グループと㈱大阪証券取引所の統合（平成24年度事例10，
平成25年６月５日公表）

551
保険業（保険媒介
代理業，保険サー
ビス業を含む）

67 生命保険業 671
団体信用生命保険 全国

明治生命保険相互会社及び安田生命保険相互会社の合併（平成15年度事例
１，平成16年５月31日公表）

552 団体定期保険 全国
明治生命保険相互会社及び安田生命保険相互会社の合併（平成15年度事例
１，平成16年５月31日公表）

553

損害保険業 672

海上・運送保険 全国

三井海上火災保険㈱と住友海上火災保険㈱の合併（平成13年度事例２，平成
14年５月29日公表）
東京海上火災保険㈱及び日動火災海上保険㈱の経営統合（平成13年度事例
６，平成14年５月29日公表）
安田火災海上保険㈱及び日産火災海上保険㈱の合併（平成13年度事例８，平
成14年５月29日公表）

554 火災保険 全国

三井海上火災保険㈱と住友海上火災保険㈱の合併（平成13年度事例２，平成
14年５月29日公表）
東京海上火災保険㈱及び日動火災海上保険㈱の経営統合（平成13年度事例
６，平成14年５月29日公表）
安田火災海上保険㈱及び日産火災海上保険㈱の合併（平成13年度事例８，平
成14年５月29日公表）
三井住友海上火災保険㈱，あいおい損害保険㈱及びニッセイ同和損害保険㈱
による経営統合並びに㈱損害保険ジャパン及び日本興亜損害保険㈱による経
営統合（平成21年度事例８，平成22年６月２日公表）

555 損害保険（全体） 全国

三井海上火災保険㈱と住友海上火災保険㈱の合併（平成13年度事例２，平成
14年５月29日公表）
東京海上火災保険㈱及び日動火災海上保険㈱の経営統合（平成13年度事例
６，平成14年５月29日公表）
安田火災海上保険㈱及び日産火災海上保険㈱の合併（平成13年度事例８，平
成14年５月29日公表）

556 自動車賠償責任保険 全国

三井海上火災保険㈱と住友海上火災保険㈱の合併（平成13年度事例２，平成
14年５月29日公表）
東京海上火災保険㈱及び日動火災海上保険㈱の経営統合（平成13年度事例
６，平成14年５月29日公表）
安田火災海上保険㈱及び日産火災海上保険㈱の合併（平成13年度事例８，平
成14年５月29日公表）

557 自動車保険 全国

三井海上火災保険㈱と住友海上火災保険㈱の合併（平成13年度事例２，平成
14年５月29日公表）
東京海上火災保険㈱及び日動火災海上保険㈱の経営統合（平成13年度事例
６，平成14年５月29日公表）
安田火災海上保険㈱及び日産火災海上保険㈱の合併（平成13年度事例８，平
成14年５月29日公表）
三井住友海上火災保険㈱，あいおい損害保険㈱及びニッセイ同和損害保険㈱
による経営統合並びに㈱損害保険ジャパン及び日本興亜損害保険㈱による経
営統合（平成21年度事例８，平成22年６月２日公表）

例３，平成13年５月23日公表）
㈱北洋銀行による㈱北海道拓殖銀行の営業譲受け（平成10年度事例８，平成
11年６月15日公表）
㈱十六銀行による㈱岐阜銀行の優先株式の取得（平成20年度事例６，平成21
年６月９日公表）
㈱東京都民銀行及び㈱八千代銀行による共同株式移転（平成26年度事例10，
平成27年６月10日公表）
㈱肥後銀行及び㈱鹿児島銀行による共同株式移転（平成27年度事例10，平成
28年６月８日公表）
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製品市場 地理的市場 該当事例２けた分類 ３けた分類

558 傷害保険 全国

三井海上火災保険㈱と住友海上火災保険㈱の合併（平成13年度事例２，平成
14年５月29日公表）
東京海上火災保険㈱及び日動火災海上保険㈱の経営統合（平成13年度事例
６，平成14年５月29日公表）
安田火災海上保険㈱及び日産火災海上保険㈱の合併（平成13年度事例８，平
成14年５月29日公表）
三井住友海上火災保険㈱，あいおい損害保険㈱及びニッセイ同和損害保険㈱
による経営統合並びに㈱損害保険ジャパン及び日本興亜損害保険㈱による経
営統合（平成21年度事例８，平成22年６月２日公表）

559 賠償責任保険 全国

三井海上火災保険㈱と住友海上火災保険㈱の合併（平成13年度事例２，平成
14年５月29日公表）
東京海上火災保険㈱及び日動火災海上保険㈱の経営統合（平成13年度事例
６，平成14年５月29日公表）
安田火災海上保険㈱及び日産火災海上保険㈱の合併（平成13年度事例８，平
成14年５月29日公表）

560
物品賃貸業 70 各種物品賃貸業 701

航空機リース業 世界全体
オリックス・アビエーション・システムズ・リミテッドによるアボロン・
ホールディングス・リミテッドの株式取得（平成30年度事例11，令和元年６
月19日公表）

561
広告業 73 広告業 731

広告業 全国
㈱博報堂，㈱大広及び㈱読売広告社の経営統合（平成15年度事例４，平成16
年５月31日公表）

562
技術サービス業

（他に分類されな
いもの）

74 749 超臨界圧火力発電プラント供給
事業

全国
三菱重工業㈱と㈱日立製作所の火力発電システム事業の統合（平成25年度事
例10，平成26年６月11日公表）

563
大型ＧＴＣＣ発電プラント供給
事業

全国
三菱重工業㈱と㈱日立製作所の火力発電システム事業の統合（平成25年度事
例10，平成26年６月11日公表）

564
宿泊業 75 旅館，ホテル 751

フルサービスホテル業 市区町村
小田急電鉄㈱による㈱ヒューマニックホールディングスの株式取得（平成30
年度事例12，令和元年６月19日公表）

565 リミテッドサービスホテル業 市区町村
小田急電鉄㈱による㈱ヒューマニックホールディングスの株式取得（平成30
年度事例12，令和元年６月19日公表）

566 旅館業 市区町村
小田急電鉄㈱による㈱ヒューマニックホールディングスの株式取得（平成30
年度事例12，令和元年６月19日公表）

567
洗濯・理容・美

容・浴場業
78 洗濯業 781

ホテルリネン 徳島県
ワタキューセイモア㈱による東邦セールス㈱の株式取得（平成22年事例11，
平成23年６月21日公表）

568 病院リネン
四国ブロッ

ク
ワタキューセイモア㈱による東邦セールス㈱の株式取得（平成22年事例11，
平成23年６月21日公表）

569
医療業 83 医療に附帯するサー

ビス業
836

受託臨床検査事業
地域ブロッ

ク
㈱ビー・エム・エル及び㈱岸本医科学研究所による経営統合（平成22年事例
12，平成23年６月21日公表）

570
社会保障・社会福

祉・介護事業
85 老人福祉・介護事業 854

有料老人ホーム事業 都道府県
損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱による㈱メッセージの株式取得
（平成27年度事例11，平成28年６月８日公表）

571
サービス付き高齢者向け住宅事
業

都道府県
損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱による㈱メッセージの株式取得
（平成27年度事例11，平成28年６月８日公表）

572 訪問介護事業 市区町村
損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱による㈱メッセージの株式取得
（平成27年度事例11，平成28年６月８日公表）

573 通所介護事業 市区町村
損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱による㈱メッセージの株式取得
（平成27年度事例11，平成28年６月８日公表）

574 居宅介護支援事業 市区町村
損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱による㈱メッセージの株式取得
（平成27年度事例11，平成28年６月８日公表）

575
廃棄物処理業 88 産業廃棄物処理業 882 焼却施設による産業廃棄物の中

間処理業
関東地方

ＪＦＥ環境㈱と東京臨海リサイクルパワー㈱の合併（平成30年度事例13，令
和元年６月19日公表）

576
職業紹介・労働者

派遣業
91 職業紹介業 911 観光関連施設業向け有料職業紹

介業
全国

小田急電鉄㈱による㈱ヒューマニックホールディングスの株式取得（平成30
年度事例12，令和元年６月19日公表）

577
労働者派遣業 912 観光関連施設業向け労働者派遣

業
全国

小田急電鉄㈱による㈱ヒューマニックホールディングスの株式取得（平成30
年度事例12，令和元年６月19日公表）

578
分類不能の産業 99 分類不能の産業 999

金及びプラチナの積立事業 全国
田中貴金属工業㈱による三菱商事㈱の金及びプラチナ積立事業の吸収分割
（平成24年度事例11，平成25年６月５日公表）

その他の技術サービ
ス業
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