○経 済産業省 令第百九 号

弘成

商標 法施行 令（昭和 三十五 年政令第 十九号 ）第二条 の規定 に基づき 、商標法 施行規 則の一 部を改正 する省
令 を次のよ うに定め る。
平 成二十 八年十二 月十二 日

世耕

- 1 -

経済産 業大臣

（二）

商標法 施行規則 の一部 を改正す る省令

商標法 施行規則 （昭和 三十五年 通商産 業省令 第十三号 ）の一部 を次の ように 改正する。

薬用化 粧水」 を

薬用せ っけん 」を「水 せっけん 」に改 め、同 項下欄第 四号

別表第 一類の 項下欄 第三号中 「のり及 び接着 剤（事務 用又は 家庭用の ものを 除く。） 」を「 工業用の り及
び接 着剤」 に改める。
別表 第三類 の項下欄 第一号 中「水せ っけん

中「 薬用ク リーム

リップク リーム 」を「 リップク リーム 」に改め 、

スキン ローシ ョン」を 「スキン ローシ ョン」に 、「ひ げそり用 化粧水

を 次のよう に改め る。

（三）

中 「オーデ コロン

「 ひげそり 用化粧 水」に 改め、同 号
同号

（六）

香 水類
オ ーデコロ ン

香水

固 形香水

粉末香 水

よう

金 属製靴 びょう

てんか粉

皮膚 軟化剤

金属製 靴保護 金具

寄生性 皮膚疾

毛髪用 剤

金属製帽 子掛け かぎ」に 改め、 同項下欄 第二十 二号の次 に次の 一

金属製 のきゃ たつ及 びはしご」 に、「

ビレ ット」 を「ビレ ット」に 改め、 同項下 欄第十

鎮痒剤

化の う性疾 患用剤

はぜろう 」に改 める。

つや出 し布」 を「つ や出し紙 」に改め る。

練 り香

別 表第三 類の項下欄 第十号 中「つ や出し紙

別 表第四 類の項下 欄第四 号中「は ぜろう」 を「ス キーワ ックス

鎮 痛剤
中「チ ンバー インコイル

消炎 剤

医療 用ベビー パウダ ー

を 次のよう に改める 。

収れ ん剤

医療 用ベビ ーオイ ル

別表第五 類の項下 欄第一 号
外皮用 薬剤
医療 用せっけ ん
殺菌 消毒剤

金属製靴 合わせ くぎ

号 を加える 。
二十三

金属製靴 くぎ

金 属製帽子 掛けかぎ 」を「 金属製 旗ざお

八号 中「金 属製のき ゃたつ 及びはし ご」を「 金属製 植物の 茎支持具

別表 第六類 の項下欄 第一号

患用 剤

（十）
（三）
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（六）
（十）

中「電 気溶接 機

中「 減速機」 を「クラ ッチ機 構

中 「切削

減速 機」に

耐磨耗 ダイヤモ ンド工具 」に改 め、同 項下欄第二 十八号

電気溶 接装置 」を「 電気溶接 機」に改 め、同 号

スマ ートフ ォン
中「消 毒用及 び滅菌用の 器具

お しゃぶ り」に 、「魔法 哺乳器

指サッ ク」を 「魔法哺乳 器」に

診療台 」を「診 療台」に 改め、 同項下 欄第二

くる み割り器 」を「 缶切」 に改め、 同項下欄 第六号 中

ベア リング 」を「 軸継ぎ手 」に改め 、同号

耐磨 耗工具」 を「切 削用ダイ ヤモンド 工具

別表 第七類の 項下欄 第一号
工具
中 「軸継 ぎ手

改 める。
缶切

チ ャコ削 り器」を「 チャコ 削り器 」に改め る。

別表第八 類の項下 欄第五 号中「 角砂糖挟 み
「糸通し 器

腕時 計型携 帯情報端 末

別表第 九類の項 下欄第 三十号の 次に次 の一号 を加える 。
三十一
別表 第十類 の項下欄 第一号

号中 「おし ゃぶり」 を「医 療用指サ ック

（八）

削り、同 項下欄第 十二号 を同項下 欄第十 一号とし 、同項 下欄第十 三号を 同項下 欄第十二号 とし、 同号を 次の

別 表第十 一類の項 下欄第 十号中「 冷凍機械 器具」 を「業 務用冷凍 機械器具 」に改 め、同 項下欄第 十一号を

改 める。

（二）

（四）
（四）
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（一）

化 学製品製 造用蒸留 装置

化学 製品製造 用乾燥 装置

よう に改める 。
十二
装置

化 学製品 製造用換 熱器

化学製品 製造用蒸 煮装置

化学製 品製造用熱 交換器

化学 製品製造 用蒸発

別 表第十 一類の項 下欄第 十四号中 「暖冷房 装置」 を「業 務用暖冷 房装置」 に改め 、同号 を同項下 欄第十三

美容院用 頭髪乾 燥機

美容院用 頭髪蒸し 器

理 髪店用 洗髪台

号とし、 同項下欄 第十五 号を同項 下欄十 四号とし 、同項 下欄第十 六号を 同項下 欄第十五号 とし、 同号を 次の

タオル蒸 し器

ように改 める。
十五

上水 用浄水 装置

別表第 十一類 の項下 欄第十七 号を同項 下欄第 十六号と し、同 項下欄第 十八号 を同項下 欄第十 七号とし 、同

業務 用浄水装 置

号を 次のよ うに改める 。
十七

工 業用水 用浄水装 置

別 表第十 一類の項 下欄第 十九号を 同項下欄 第十八 号とし 、同項下 欄第二十 号を同 項下欄 第十九号 とし、同

項下欄第 二十一号 を同項 下欄第二 十号と し、同項 下欄第 二十二号 中「家 庭用浄 水器」を「 家庭用 浄水器 （電
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化 学物質 を充て んした保 温保冷具

湯た んぽ」 を「湯たん ぽ」に

気式 のものを 除く。） 」に改 め、同 号を同項 下欄第二 十一号 とし、 同項下欄 第二十三 号を同 項下欄第 二十二
号と し、同 項下欄第 二十四 号中「懐 炉灰

チェ ーンケ ース

中「ギヤ

チューブ」 を「チ ューブ 」に

中 「クラッ チ」を 「クラ ッチペダ ル」に改 め、同 項下欄 第五号

改 め、同号 を同項下 欄第二 十三号 とする。
別 表第十 二類の項 下欄第 四号

空気ポ ンプ」 を「空気 ポンプ 」に、「 チェー ン

中「軸 継ぎ手

ベアリ ング」を 「軸継 ぎ手」 に改め

改め、同 項下欄 第十号 中「陸上の 乗物用 の動力 機械（そ の部品 を除く。 ）」を 「陸上の 乗物用 の動力機 械器

クランク

（二）

ハン ドベル 」を「ハ ンドベル 」に改 める。

クリップ 」に、「 下げ札

シール 」を「

タンバリン 」を「 タンバ リン」に 、「トラ ンペッ ト」を 「ドラ

減 速機」に 改める 。

具（そ の部品を 除く。 ）」に改 め、同 項下欄 第十一号
中「 減速機」 を「ク ラッチ機 構
中「 太鼓

ト ランペ ット」に 、「ばち

別表 第十五 類の項下 欄第一号
ム用 スティ ック

中 「クリッ プ」を「 紙製ラ ベル

ラベル （布製の ものを 除く。 ）」を「指 サック 」に改 める。

別 表第十 六類の項下 欄第八 号
シ ール」に 、「指 サック

（一）

別表第十 九類の項 下欄第 十六号 中「吹付 け塗装用 ブース （金属製 のもの を除く 。）」を 「旗ざお （金属 製
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（二）
（一）

（四）

、同号

（二）

のも のを除く 。）

吹 付け塗 装用ブ ース（金 属製のも のを除 く。） 」に改め る。

家庭

バケ ツ」に

中「こ しょう

靴 びょう（ 金属製 の

ハンガー ボード 」を「ハ ンガー ボード」 に改め 、

魔 法瓶

こし器」 に改め、 同号

水筒

靴くぎ （金属製 のもの を除く 。）

扇 子」を 「扇子」 に、「旗 ざお

別表 第二十 類の項下 欄第九 号中「植 物の茎 支持具」 を「植 物の茎支 持具（金 属製の ものを 除く。） 」に、
「 スリーピ ングバッ グ

靴 合わせく ぎ（金 属製の ものを除 く。）

同 項下欄第 十三号 の次に 次の一号 を加える 。
十四

園 芸用の水 耕式植 物栽培 器」に改 める。
別表第二 十二類の 項下欄 第十三 号を次の ように改 める。
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靴保 護金具（ 金属製の ものを 除く。 ）

食品保 存用ガ ラス瓶

を次 のよう に改める 。
米びつ

中 「こし 器」を「く るみ割 り器

こ しょう入 れ」に改 め、同 項下欄 第三号中 「バケツ 」を「 つや出 し布

（六）

ものを 除く。）

氷 冷蔵庫

別表第 二十一類 の項下 欄第二号
アイ スボック ス

（四）
（五）

改 め、同項 下欄第十 一号中 「家庭 園芸用の 水耕式植 物栽培 器」を「 化学物 質を充て んした 保温保冷 具

入れ 」を「 角砂糖挟 み

別表 第二十 一類の項 下欄第二 号

（四）

う

十三

羽

未 加工の 牛毛

ス リーピング バッグ

未 加工の たぬき の毛

未加 工の豚 毛

靴くぎ

別表 第二十 四類の項 下欄第 十二号の 次に次 の一号を 加える 。
十三
ロ中「靴 合わせ くぎ

地下足 袋底」を 「地下 足袋底」 に改め る。

別 表第二 十五類の 項下欄 第三号
靴保 護金具

未 加工の馬 毛

靴中敷き 」を「 靴中敷 き」に、 「靴びょ

裁 縫箱」に 改める 。
マット」 を「マッ ト」に 改める 。

別表第二 十六類 の項下 欄第六号 中「裁縫 箱」を 「糸通 し器
別表第 二十七類 の項下 欄第一号 中「尻 敷き

別表第 二十八 類の項 下欄第十 号を削り 、同項 下欄第十 一号を 同項下欄 第十号 とし、同 項下欄 第十二号 を同

ピー ナッツバ ター」 を「ピ ーナッツ バター

項下 欄第十 一号とし、 同項下 欄第十 三号を同 項下欄第 十二号 とする 。
別表 第二十 九類の項 下欄第 六号中「 チョコ レートス プレッ ド
」 に改める 。

チ ョコレー トスプ レッド

別 表第三 十類の項 下欄第 十九号の 次に次の 一号を 加える 。
二十
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（一）

別表 第三十一 類の項 下欄第一 号中「 そば

から

ま で以外 の部分 を次のよ うに改め る。

とうも ろこし （穀物 ）」に

ペッ トフード 」に改め 、同項 下欄第 十号中「ト マト」

とうもろこ し」を 「そば （穀物）

トマ ト」に改 める。

改め 、同項 下欄第七 号中「 配合飼料 」を「配 合飼料
を 「とうも ろこし（ 野菜）
別 表第三 十五類の 項下欄 第一号

前払式支 払手段 の発行

製材 用、木 工用又は 合板用の 機械器 具の修 理又は保 守」に改 め、同 項下欄第 九号中

、 園芸又は 林業に関 するも のを除 く。）」 に改める 。

別 表第四 十類の項 下欄第 十号中「 金属加工 機械器 具の貸 与」を「 業務用暖 冷房装 置の貸 与

製材用 、木

金属 加工機械

「有 害動物 の防除（ 農業、 園芸又は 林業に関 するも のを除 く。）」 を「有害 動物の 防除（ 農業、水産 養殖業

ンタ ーの修 理又は保守

別表第 三十七 類の項 下欄第五 号中「製 材用、 木工用又 は合板 用の機械 器具の 修理又は 保守」 を「３Ｄ プリ

十四

別表第三 十六類 の項下 欄第十四 号を次の ように 改める 。

広告業

（六）

器具の貸 与」に、 「製材 用、木工 用又は 合板用の 機械器 具の貸与 」を「 ３Ｄプ リンターの 貸与
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（一）

工用 又は合板 用の機械 器具の 貸与」 に、「暖 冷房装置 の貸与
の貸 与」に 改める。

廃棄 物圧縮装 置の貸与 」を「 廃棄物圧 縮装置

別 表第四 十二類の項 下欄第 五号中 「デザイ ンの考案 」を「 デザイ ンの考案 （広告に 関する ものを除 く。）
」 に改める 。

別表第四 十四類の 項下欄 第十号 中「有害 動物の防 除（農 業、園芸 又は林 業に関 するもの に限る。 ）」を 「

有害動物 の防除 （農業 、水産養殖 業、園 芸又は 林業に関 するも のに限る 。）」 に改める 。

別表第 四十五類 の項下 欄第十二 号中「 火災報 知器の貸 与」を「 火災報 知機の 貸与」に改 め、同 号の次 に次

十三

後見
則

この省 令は、 平成二 十九年一 月一日か ら施行 する。

（ 施行期 日）

附

の一号 を加え る。

１

（経過措 置）
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２

この省令 の施行前 にした 商標登 録出願及 び防護標 章登録 出願に 係る商品 及び役務 の区分 について は、な
お従 前の例 による。
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