
類似商品・役務審査基準 第１類

第１類 CLASS 1

化学品 chemicals ０１Ａ０１

審査基準 [ 2,3,4,19,30 類] 国際分類表 [ 2,3,4,5,15,19,29,30 類]

1 無機酸類 inorganic acids

亜硫酸 N sulfurous acid 010502

塩化スルホン酸 chlorosulphonic acid

塩酸 N hydrochloric acid 010185

過塩素酸 perchloric acid

混酸 mixed acids

硝酸 N nitric acid 010095

タングステン酸 N tungstic acid 010541

ほう酸 boric acid

よう素酸 N iodic acid 010367

硫酸 N sulfuric acid 010503

りん酸 N phosphoric acid 010433

2 アルカリ類 N alkalies 010037

アンモニア水 ammonia water

caustic potash [potassium
hydroxide]

か性カリ

【商品・サービス国際分類表〔第１１－２０２１版〕 類別表（注釈付き）】

工業用、科学用、写真用、農業用、園芸用及び林業用の化学品；

未加工人造樹脂、未加工プラスチック；

消火剤及び防火剤；

焼戻し剤及びはんだ付け剤；

獣皮用なめし剤；

工業用接着剤；

パテ及びその他のペースト状充填剤；

堆肥、肥料；

工業用及び科学用の生物学的製剤．

注釈

第1類には、主として、工業用、科学用及び農業用の化学品（他の類に属する商品の製造に用いられるものを含む。）を含

む。

この類には、特に、次の商品を含む：

感光紙；

タイヤ修理用合成物；

保存用塩（食品の保存に用いられるものを除く。）；

特定の食品工業用添加物、例えば、ペクチン、レシチン、酵素、化学保存剤；

化粧品製造用及び医薬品製造用の特定の成分、例えば、ビタミン、保存剤、酸化防止剤；

特定のろ過用剤、例えば、鉱物性物質から成るろ過用剤、植物性物質から成るろ過用剤及び粒状セラミック製ろ過用剤．

この類には、特に、次の商品を含まない：

未加工天然樹脂（第2類）、半加工樹脂（第17類）；

医療用及び獣医科用の化学剤（第5類）；

殺菌剤、除草剤及び有害動物駆除剤（第5類）；

文房具としての又は家庭用の接着剤（第16類）；

食品保存用の塩（第30類）；

根覆い用わら（第31類）．

3－1



第１類 類似商品・役務審査基準

か性ソーダ caustic soda

消石灰 slaked lime

水酸化アルミニウム aluminium hydroxide

水酸化カルシウム calcium hydroxide

水酸化セリウム cerium hydroxide

水酸化バリウム barium hydroxide

水酸化マグネシウム magnesium hydroxide

3 無機塩類 inorganic salts

(1)

亜塩素酸ソーダ sodium chlorite

塩化亜鉛 zinc chloride

塩化アルミニウム N aluminium chloride 010050

塩化アンモニウム ammonium chloride

塩化カリ potassium chloride

塩化カルシウム calcium chloride

塩化金 gold chloride

塩化銀 silver chloride

塩化クロム chromium chloride

塩化ジルコニウム zirconium chloride

塩化すず tin chloride

塩化セリウム cerium chloride

塩化そう鉛 bismuth chloride

塩化鉄 iron chloride

塩化パラジウム N palladium chloride 010415

塩化バリウム barium chloride

塩化マグネシウム N magnesium chloride 010383

塩化マンガン manganese chloride

塩化りん phosphorus chloride

塩素酸ソーダ sodium chlorate

過塩素酸アンモニウム ammonium perchlorate

甘こう N calomel [mercurous chloride] 010709

工業塩 industrial salts

合成氷晶石 synthetic cryolite

さらし粉 bleaching powder

次亜塩素酸ソーダ sodium hypochlorite

臭化アンモニウム ammonium bromide

臭化ソーダ sodium bromide

昇こう mercuric chloride

ふっ化アンモニウム ammonium fluoride

ふっ化カリ potassium fluoride

ふっ化カルシウム calcium fluoride

ふっ化セリウム cerium fluoride

ふっ化ソーダ sodium fluoride

ふっ化マグネシウム magnesium fluoride

よう化アルミニウム N aluminium iodide 010051

よう化カリ potassium iodide

よう化カルシウム calcium iodide

よう化銀 silver iodide

よう化ソーダ sodium iodide

(2) 硫酸塩 N sulfates 010555

亜硫酸ソーダ sodium sulphite

過硫酸アンモニウム ammonium persulfate

重亜硫酸ソーダ sodium bisulphite

halides and halogen acid
salts

ハロゲン化物及びハロゲン酸塩
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類似商品・役務審査基準 第１類

チオ硫酸ソーダ sodium thiosulfate

硫酸亜鉛 zinc sulphate

硫酸アルミニウム aluminium sulphate

硫酸アンモニウム ammonium sulphate

硫酸鉛 lead sulphate

硫酸カリ potassium sulphate

硫酸銀 silver sulphate

硫酸水銀 mercury sulphate

硫酸ソーダ sodium sulphate

硫酸第一鉄 ferrous sulphate

硫酸銅 copper sulphate

硫酸ニッケル nickel sulphate

硫酸バリウム N barium sulfate 010574

硫酸マグネシウム magnesium sulphate

(3) 硝酸塩 N nitrates 010572

亜硝酸銀 silver nitrite

亜硝酸そう鉛 bismuth nitrite

亜硝酸ソーダ sodium nitrite

亜硝酸バリウム barium nitrite

硝酸アルミニウム aluminium nitrate

硝酸アンモニウム N ammonium nitrate 010700

硝酸ウラン N uranium nitrate 010405

硝酸鉛 lead nitrate

硝酸カリ potassium nitrate

硝酸カルシウム calcium nitrate

硝酸銀 N silver nitrate 010569

硝酸水銀 mercury nitrate

硝酸そう鉛 bismuth nitrate

硝酸ソーダ（化学品） sodium nitrate [chemicals]

硝酸鉄 iron nitrate

硝酸テリウム thorium nitrate

硝酸バリウム barium nitrate

硝酸マンガン manganese nitrate

(4) りん酸塩 phosphates

二塩基性りん酸カリ dibasic potassium phosphate

メタりん酸マンガン manganese metaphosphate

りん酸アンモニウム ammonium phosphate

りん酸カリ potassium phosphate

りん酸カルシウム calcium phosphate

りん酸ソーダ sodium phosphate

りん酸マンガン manganese phosphate

(5) 炭酸塩 N carbonates 010146

重炭酸アンモニウム ammonium bicarbonate

重炭酸ソーダ sodium bicarbonate

炭酸アンモニウム ammonium carbonate

炭酸鉛 lead carbonate

炭酸カリ potassium carbonate

炭酸カルシウム calcium carbonate

炭酸ソーダ sodium carbonate

炭酸銅 copper carbonate

炭酸マグネシウム N magnesium carbonate 010147

炭酸マンガン manganese carbonate
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第１類 類似商品・役務審査基準

(6) けい酸塩及びほう酸塩 silicates and borates

過ほう酸ソーダ sodium perborate

けい酸亜鉛 zinc silicate

けい酸アルミニウム N aluminium silicate 010049

けい酸カリ potassium silicate

けい酸カルシウム calcium silicate

けい酸ソーダ sodium silicate

けいふっ化マグネシウム magnesium silicofluoride

けいふっ酸ソーダ sodium fluosilicate

テトラほう酸ソーダ sodium tetraborate

(7) シアン化物及びシアン酸塩 cyanides and cyanates

シアン化カリ potassium cyanide

シアン化カルシウム calcium cyanide

シアン化銀 silver cyanide

シアン化水素 hydrogen cyanide

シアン化ソーダ sodium cyanide

シアン酸カリウム potassium cyanate

(8)

アルミン酸塩 aluminate

アンチモン酸塩 antimonate

ウラン酸塩 uranate

塩化金ソーダ sodium gold chloride

過マンガン酸カリ potassium permanganate

過マンガン酸ソーダ sodium permanganate

クロム酸鉛 lead chromate

クロム酸ソーダ sodium chromate

重クロム酸アンモニウム ammonium bichromate

重クロム酸カリウム N bichromate of potassium 010119

重クロム酸ソーダ sodium bichromate

すず酸塩 stannate

タングステン酸ソーダ sodium tungstate

バナジウム酸アンモニウム ammonium vanadate

マンガン酸塩 N manganate 010384

モリブデン酸アンモニウム ammonium molybdate

モリブデン酸ソーダ sodium molybdate

(9)

アンモニウム明ばん ammonium alum

黄血塩 potassium ferrocyanide

カリ明ばん potassium alum

クロム明ばん N chrome alum 010188

赤血塩 potassium ferricyanide

ソーダ明ばん sodium alum

鉄明ばん iron alum

ふっ化ナトリウムアルミニウム sodium aluminium fluoride

マンガン明ばん manganese alum

硫酸ニッケルアンモニウム nickel ammonium sulphate

4 単体 chemical elements

(1) 非金属元素 non-metallic elements

アルゴン N argon 010082

硫黄（化学品） sulfur [chemicals]

塩素 N chlorine 010183

キセノン N xenon 010551

complex salts and double
salts

錯塩及び複塩

metallates [metal salts of
acids]

金属酸塩
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類似商品・役務審査基準 第１類

クリプトン N krypton 010372

酸素 oxygen

臭素 bromine

水素 N hydrogen 010359

炭素 N carbon 010148

窒素 N nitrogen 010092

ネオン N neon 010401

ひ素 N arsenic 010084

ふっ素 N fluorine 010302

ヘリウム N helium 010344

ほう素 boron

よう素 iodine

ラドン N radon 010457

りん N phosphorus 010430

(2) 金属元素 metallic elements

カリウム N potassium 010447

カルシウム calcium

ナトリウム N sodium 010485

5 酸化物 oxides

(1) 非金属酸化物 non-metallic oxides

亜ひ酸 N arsenious acid 010085

過酸化水素 hydrogen peroxide

けい酸ゲル silica gel

炭酸ガス carbonic acid gas

無水りん酸 phosphoric anhydride

(2) 金属酸化物 metallic oxides

過酸化バリウム barium peroxides

酸化アルミニウム aluminium oxides [alumina]

酸化アンチモン N antimony oxide 010075

酸化ウラン N uranium oxide 010543

酸化鉛 N lead oxide 010441

酸化カルシウム calcium oxides

酸化銀 silver oxides

酸化クローム chromium oxides

酸化コバルト cobalt oxides

酸化ジルコニウム zirconium oxides [zirconia]

酸化水銀 mercury oxides

酸化すず tin oxides

酸化チタン titanium oxides

酸化鉄 iron oxides

酸化ニッケル nickel oxides

酸化マグネシウム magnesium oxides

二酸化マンガン N manganese dioxide 010124

6 硫化物 N sulfides 010486

重硫化カルシウム calcium bisulphide

二硫化炭素 N carbon disulfide 010149

硫化亜鉛 zinc sulphide

硫化アンチモン N antimony sulfide 010076

硫化アンモニウム ammonium sulphide

硫化カドミウム cadmium sulphide

硫化カルシウム calcium sulphide

sulphurous acid gas [sulphur
dioxide]

亜硫酸ガス
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第１類 類似商品・役務審査基準

硫化水銀 mercury sulphide

硫化すず tin sulphide

硫化ソーダ sodium sulphide

硫化鉄 iron sulphide

硫化バリウム barium sulphide

硫化りん phosphorus sulphide

7 炭化物 carbides

カルシウムカーバイド N calcium carbide 010152

タングステンカーバイド tungsten carbide

8 水 water for industrial purposes

重水 N heavy water 010253

蒸留水 N distilled water 010247

軟化水 soft water

9 空気 airs

圧縮空気 compressed air

液体空気 liquid air

10 芳香族 aromatics [chemicals]

アントラセン anthracene

ジフェニル diphenyl

ジフェニルメタン diphenylmethane

シメン N cymene 010230

スチルベン stilbene

スチロール styrene

トリフェニルメタン triphenylmethane

トルオール toluol [toluene]

ナフタリン N naphthalene 010399

フェナントレン phenanthrene

11 脂肪族 aliphatics

アセチレン N acetylene 010012

エタン N ethane 010280

エチレン ethylene

シクロヘキサン cyclohexane

シクロペンタン cyclopentane

ブタジエン butadiene

プロピレン propylene [propene]

メタン N methane 010394

12 有機ハロゲン化物 organic halogenides

エチレンクロールヒドリン ethylene chlorohydrin

塩化アリル allyl chloride

塩化エチル ethyl chloride

塩化ビニル vinyl chloride

塩化ベンジル benzyl chloride

塩化メチル methyl chloride

塩化メチレン methylene chloride

クロールナフタリン chloronaphthalene

クロールプロピレン chloropropylene

クロールベンゾール chlorobenzene

クロロプレン chloroprene

四塩化アセチレン N acetylene tetrachloride 010013

四塩化エタン tetrachloroethane

四塩化炭素 N carbon tetrachloride 010528

silicon carbide for
industrial purposes

炭化けい素
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類似商品・役務審査基準 第１類

ジクロールエタン dichloroethane

ジクロールベンゾール dichlorobenzene

トリクロールエチレン trichloroethylene

ふっ化塩化炭素 carbon fluorochloride

ブロムベンゾール bromobenzene

ブロモホルム bromoform

ヘキサクロールエタン hexachloroethane

ホスゲン phosgene

13 アルコール類 alcohols

アミルアルコール N amyl alcohol 010065

アラビトール arabitol

アリルアルコール allyl alcohol

エチルアルコール N ethyl alcohol 010041

エリスリトール erythritol

オレイルアルコール oleyl alcohol

グリコール N glycol 010337

グリセリン glycerine

けい皮アルコール cinnamyl alcohol

セチルアルコール cetyl alcohol

フーゼル油 fusel oil

ブタノール butanol

ベンジルアルコール benzyl alcohol

メチルアルコール methyl alcohol [methanol]

メルカプタン mercaptan

ラウリルアルコール lauryl alcohol

14 フェノール類 phenols

キシレノール xylenol

クレゾール cresol

石炭酸 carbolic acid

タンニン酸 N tannic acid 010511

チモール thymol

ニトロアミノフェノール nitroaminophenol

ニトロフェノール nitrophenol

ピクリン酸 N picric acid 010437

ヒドロキノン hydroquinone

没食子酸 gallic acid

レゾルシン resorcinol

15 エーテル類 ethers

アニソール anisole

エチルエーテル N ethyl ether 010282

エチレンオキサイド ethylene oxide

クロールメチルエーテル chloromethyl ether

ジイソプロピルエーテル diisopropyl ether

チオエーテル thioether

ベンジルエーテル benzyl ether

メチルエーテル N methyl ether 010284

16 アルデヒド類及びケトン類 aldehydes and ketones

アセタール acetal

アセトアルデヒド acetaldehyde [ethanal]

アセトフェノン acetophenone

アセトン N acetone 010011

オキシム oxime

キンヒドロン quinhydrone
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第１類 類似商品・役務審査基準

クロトンアルデヒド crotonaldehyde

セミカルバゾン semicarbazone

パラアルデヒド paraldehyde

ヒドラゾン hydrazone

ベンズアルデヒド benzaldehyde

ベンゾフェノン benzophenone

ホルムアルデヒド formaldehyde

17 有機酸及びその塩類 organic acids and their salts

アジピン酸 adipic acid

(注)

安息香酸 N benzoic acid 010112

アントラニル酸 N anthranilic acid 010070

オキシナフチオン酸ソーダ (注) sodium oxynaphthionate

ぎ酸 N formic acid 010310

ぎ酸塩 formate

吉草酸 valeric acid

クエン酸 citric acid

グルタミン酸 glutamic acid

クロトン酸 crotonic acid

ケトグリタール酸 ketoglutaric acid

コール酸 N cholic acid 010186

こはく酸 succinic acid

酢酸 acetic acid

酢酸塩 acetates

サルチル酸 salicylic acid

しゅう酸 N oxalic acid 010412

しゅう酸塩 N oxalates 010411

重酒石酸カリ potassium bitartrate

重酒石酸カリソーダ potassium sodium bitartrate

酒石酸 N tartaric acid 010515

酒石酸ソーダ sodium tartrate

スルファニル酸ソーダ sodium sulfanilate

セバシン酸 N sebacic acid 010474

トルオールスルフォクロライド toluenesulfonyl chloride

ナフチオン酸ソーダ sodium naphthionate

乳酸 N lactic acid 010373

フタール酸 phthalic acid

無水フタール酸 phthalic anhydride

メタアクリル酸 methacrylic acid

モノクロール酢酸 monochloroacetic acid

18 エステル類 esters

エチルフタレート ethyl phthalate

酢酸アミル N amyl acetate 010064

酢酸エステル acetic acid ester

酢酸オクチル octyl acetate

酢酸ビニル vinyl acetate

酢酸ブチル butyl acetate

酢酸メチル methyl acetate

ジエチルフタレート diethyl phthalate

ジメチルフタレート dimethyl phthalate

ジメチル硫酸 dimethyl sulphate

マロン酸エチル ethyl malonate

aminonaphthol toluidine
sulfonate

アミノナフトールスルホン酸ト
ルイジン
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類似商品・役務審査基準 第１類

19 窒素化合物 nitrogen compounds

アクリルニトリル acrylonitrile

アジキシンベンゾール azoxybenzene

アセトアニリド acetanilide

アゾベンゾール azobenzene

アニリン aniline

エチルアミン ethylamine

エチルウレタン ethyl urethane

クロールニトロアニリン chloronitroaniline

クロールニトロベンゾール chloronitrobenzene

ジシアンジアミド dicyandiamide

ジニトロナフタレン dinitronaphthalene

ジメチルアニリン dimethylaniline

ダイアニシジン dianisidine

チオ尿素 thiourea

トリエタノールアミン triethanolamine

トリジン tolidine

トルイジン toluidine

ナフチルアミン naphthylamine

ニトログリセリン nitroglycerin

ニトロセルローズ nitrocellulose

ニトロトルイジン nitrotoluidine

ニトロトルオール nitrotoluene

ニトロナフタレン nitronaphthalene

ニトロパラフィン nitroparaffin

ニトロベンゾール nitrobenzol [nitrobenzene]

尿素（化学品） urea [chemicals]

パラアミノアセトアニリド para-aminoacetanilide

ヒドラゾベンゾール hydrazobenzene

フェニレンジアミン phenylenediamine

ヘキサメチレンジアミン hexamethylenediamine

ベンチジン benzidine

メチルアミン methylamine

ラクタム lactam

硫酸トリジン tolidine sulphate

硫酸トルイジン toluidine sulphate

硫酸ベンチジン benzidine sulphate

20 異節環状化合物 heterocyclic compounds

インドール indole

カルバゾール carbazole

キヌリン kynurine

チオフェン thiophene

ピリジン pyridine

ピリミジン pyrimidine

ピロール pyrrole

フラン furan

フルフロール furfural

21 炭水化物 N carbonic hydrates 010357

ガラクトーゼ galactose

キシローゼ xylose

グリコーゲン glycogen

セルローズ N cellulose 010155

デキストリン dextrin

マンノーゼ mannose

ラムノーゼ rhamnose
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第１類 類似商品・役務審査基準

22 アラビヤゴム gum arabic

クレオソート creosote

しょうのう camphor

しょうのう油 camphor oil

はっかのう (注) menthol [peppermint]

ボルネオール borneol

23 たんぱく質及び酵素 proteins and enzymes

アルブミン albumin

ウレアーゼ urease

グリアジン gliadin

グルテリン glutelin

グロブリン globulin

糖たんぱく glycoprotein

トリプシン trypsin

ヌクレオたんぱく nucleoprotein

プロタミン protamine

ペプシン pepsin

りんたんぱく phosphoprotein

24

塩化カコジル cacodyl chloride

ホスフィン phosphine

25 有機金属化合物 organometallic compounds

亜鉛エチル zinc ethyl

オルガノシロキサン organosiloxane

オルガノハロゲノシラン organohalogenosilane

四エチル鉛 tetraethyl lead

よう化亜鉛エチル ethyl zinc iodide

26

起泡剤 foaming agents

吸着剤 adsorbents

仕上げ助剤 finishing assistants

湿潤剤 moistening or wetting agents

消泡剤 defoaming agents

織布助剤 weaving assistants

浸透剤 penetrants

精練助剤 degumming assistants

染色助剤 dyeing assistants

乳化剤 N emulsifiers 010268

はっ水剤 water repellents

紡績助剤 spinning assistants

離型剤 N mould-release preparations 010237

peppermint oils [material for
chemical preparation]

はっか油（化学品）

fabric softeners, not for
laundry use

柔軟剤（洗濯用のものを除
く。）

surface-active agents
[surfactants]

界面活性剤

organophosphorus compounds
and organoarsenic compounds

有機りん化合物及び有機ひ素化
合物

decoloring agents
[decolorants]

脱色剤

degreasing agents, not for
household use

脱脂剤（家庭用のものを除
く。）

anti-static preparations, not
for household use

帯電防止剤（家庭用のものを除
く。）

dispersing agents
[dispersants]

分散剤
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類似商品・役務審査基準 第１類

27 化学剤 chemical agents

亜鉛めっき用剤 N galvanizing preparations 010324

化学用試剤 chemical reagents

かす除去剤 dregs eliminators

可塑剤 N plasticizers 010143

加炭剤 carburizing agents

N 010653

還元剤 reducing agents

金属溶接剤 metal welding flux

金属溶接助剤 metal welding assistants

鋼鉄焼き入れ剤 steel quenching agents

酸化剤 oxidizing agents

N 010288

触媒剤 catalytic agents

食物保存剤 food preservatives

清缶剤 anti-incrustants

セメント急結剤 cement set accelerators

セメント混合剤 cement blending agents

耐火剤 N fireproofing preparations 010294

耐水剤 water resistant agents

タイヤのパンク防止剤 anti-puncture preparations

鍛鋼剤 steel forging preparations

鋳造剤 casting preparations

中和剤 neutralizing agents

つや消し剤 delustering agents

展着剤 spreading agents

土壌安定剤 soil stabilizing agents

軟化剤 softening preparations

燃料節約剤 fuel saving agents

剥離剤 N ungluing preparations 010232

発熱剤 exothermic agents

発熱用コムパウンド heat generating compounds

はんだ付け用ペースト soldering fluxes

被服のひだ付け用剤 clothes pleating agents

不凍剤 N antifreeze 010072

防かび剤 mildew proofing agents

防湿剤 damp proofing agents

防縮剤 anti-shrink agents

ion-exchange resin membranes
[chemical preparation]

イオン交換樹脂膜

ion-exchange resins [chemical
preparation]

イオン交換樹脂

air entraining agents [AE
agents]

空気連行剤

vulcanisation accelerators
[chemical preparation]

加硫促進剤

wallpaper removing
preparations

壁紙剥離剤

battery anti-sulphurizing
agents

電池用硫化防止剤

fire extinguishing
compositions

消火剤

rubber processing
preparations

ゴム用処理剤

bleaching preparations, not
for laundry use

漂白剤（洗濯用のものを除
く。）

leather processing
preparations

皮革処理剤
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第１類 類似商品・役務審査基準

防しわ剤 anti-creasing agents

保温剤 heat retaining preparations

焼き戻し剤 N metal tempering preparations 010682

溶剤 solvents

冷凍剤 N refrigerants 010459

老化防止剤 anti-aging agents

ろ過清澄剤 filtering clarificants

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

亜鉛めっき用溶液 baths for galvanizing 010098

亜鉛めっき用溶液 galvanizing baths 010098

010690

010208

010620

油精製用化学剤 oil-purifying chemicals 010354

油漂白用化学品 oil-bleaching chemicals 010353

油分散剤 oil dispersants 010352

油分離剤 oil-separating chemicals 010233

油用化学添加剤 chemical additives for oils 010654

アルカリ金属 alkaline metals 010560

アルカリ金属塩 salts of alkaline metals 010561

010559

アルカロイド alkaloids* 010562

010669

アルコール alcohol* 010040

アルデヒド類 aldehydes* 010042

アルミナ alumina 010046

アルミニウム明ばん aluminium alum 010047

アンモニア ammonia* 010061

アンモニア明ばん ammonia alum 010063

アンモニウムアルデヒド ammonium aldehyde 010062

アンモニウム塩 ammoniacal salts 010060

アンモニウム塩 ammonium salts 010567

イオン交換体（化学剤） ion exchangers [chemicals] 010255

一酸化二窒素 nitrous oxide 010093

010210

010695

010684

010701

010320

010296

waterproofing chemical
compositions

防水剤

synthetic materials for
absorbing oil

油吸収用合成物質

dressing, except oils, for
skins

油以外の皮仕上剤

adjuvants, other than for
medical or veterinary
purposes

アジュバント（補助剤）（医療
用及び獣医科用のものを除
く。）

preservatives for use in the
pharmaceutical industry

医薬品工業用保存剤

alginates for the food
industry

アルギン酸塩（食品工業用添加
物）

alkaline iodides for
industrial purposes

アルカリ金属よう化物

vitamins for use in the
manufacture of
pharmaceuticals

医薬品製造用ビタミン

tea extracts for use in the
manufacture of
pharmaceuticals

医薬品製造用茶エキス

antioxidants for use in the
manufacture of
pharmaceuticals

医薬品製造用酸化防止剤

filtering preparations for
the beverages industry

飲料製造用ろ過剤

gallic acid for the
manufacture of ink

インキ製造用没食子酸
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類似商品・役務審査基準 第１類

エアゾール用圧縮不活性ガス propellant gases for aerosols 010026

010696

010698

010691

エーテル ethers* 010281

エステル esters* 010279

エチルアルコール vinic alcohol 010547

010107

エナメル着色用化学品 enamel-staining chemicals 010265

エナメル用乳白剤 opacifiers for enamel 010262

塩化アンモニウム sal ammoniac 010057

塩化アンモニウム溶液 sal ammoniac spirits 010678

塩化カルシウム lime chloride 010173

酸化クロム chromium oxide 010189

塩化物 chlorides 010554

塩基性没食子酸ビスマス basic gallate of bismuth 010126

塩基類 bases [chemical preparations] 010106

塩酸 spirits of salt 010058

塩酸塩 hydrochlorates 010184

010645

塩素酸塩 chlorates 010182

010475

010530

010362

織物用蛍光増白剤 textile-brightening chemicals 010091

010363

010286

カーバイド carbide 010151

010518

界面活性剤 tensio-active agents 010518

過塩素酸塩 perchlorates 010423

010299

010177

010602

010291

010178

010494

antioxidants for use in the
manufacture of food
supplements

栄養補助食品製造用酸化防止剤

chemicals, except pigments,
for the manufacture of enamel

エナメル製造用化学品（顔料を
除く。）

vitamins for use in the
manufacture of food
supplements

栄養補助食品製造用ビタミン

proteins for use in the
manufacture of food
supplements

栄養補助食品製造用たんぱく質

wetting preparations for use
in the textile industry

織物工業用加湿剤

salts [chemical preparations]塩類（化学品として用いられる
ものに限る。）

anti-boil preparations for
engine coolants

エンジン冷却液の沸騰防止剤

stain-preventing chemicals
for use on fabrics

織物用汚れ防止剤

textile-impregnating
chemicals

織物用浸透剤

textile-waterproofing
chemicals

織物防水用化学品

chemical preparations for
scientific purposes, other
than for medical or
veterinary use

科学用化学剤（医療用及び獣医
科用のものを除く。）

flowers of sulfur for
chemical purposes

化学用硫黄華

surface-active chemical
agents

界面活性剤

chemical reagents, other than
for medical or veterinary
purposes

化学用試剤（医療用及び獣医科
用のものを除く。）

ferments for chemical
purposes

化学用酵素

creosote for chemical
purposes

化学用クレオソート

bismuth subnitrate for
chemical purposes

化学用次硝酸ビスマス
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第１類 類似商品・役務審査基準

化学用臭素 bromine for chemical purposes 010585

010578

010219

010311

化学用よう素 iodine for chemical purposes 010365

花き保存剤 flower preservatives 010209

010179

過酸化バリウム baryta 010102

ガス浄化剤 gas purifying preparations 010275

010275

か性アルカリ caustic alkali 010038

カゼイン（食品工業用添加物） casein for the food industry 010677

活性炭 activated carbon 010025

活性炭 activated charcoal 010025

カテキュー catechu 010139

過ほう酸ソーダ perborate of soda 010421

010639

010522

ガラス着色用化学剤 glass-staining chemicals 010521

ガラスつや消し用化学品 glass-frosting chemicals 010386

ガラス用乳白剤 opacifiers for glass 010263

カリ水 potash water 010448

加硫剤 vulcanizing preparations 010549

過硫酸塩 persulfates 010424

加硫促進剤 vulcanization accelerators 010005

カルシウム塩 calcium salts 010510

ガロタンニン酸 gallotannic acid 010323

010215

010216

革仕上げ用油 oils for currying leather 010601

革仕上げ用化学品 leather-dressing chemicals 010223

皮仕上げ用処理剤 bate for dressing skins 010208

革修復用化学品 leather-renovating chemicals 010175

010349

010364

010224

革用マスチック mastic for leather 010192

010657

含水化合物 hydrates 010356

ガンビール gambier 010325

010679

010277

cream of tartar for chemical
purposes

化学用酒石英

bicarbonate of soda for
chemical purposes

化学用重炭酸ソーダ

preparations for the
purification of gas

ガス浄化剤

moderating materials for
nuclear reactors

核反応減速剤

formic aldehyde for chemical
purposes

化学用ホルムアルデヒド

currying preparations for
leather

革仕上剤

preparations for preventing
the tarnishing of glass

ガラス曇り止め剤

chemical intensifiers for
paper

紙強化剤

leather-waterproofing
chemicals

革防水用化学品

oils for preparing leather in
the course of manufacture

革製造用油

currying preparations for
skins

皮仕上剤

chemicals for the manufacture
of pigments

顔料製造用化学品

stem cells, other than for
medical or veterinary
purposes

幹細胞（医療用及び獣医科用の
ものを除く。）

leather-impregnating
chemicals

革用浸透剤

spirits of vinegar [dilute
acetic acid]

希酢酸
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類似商品・役務審査基準 第１類

キシレン xylene 010712

キシロール xylol 010711

希土類金属塩 salts from rare earth metals 010162

凝集剤 flocculants 010587

010138

金塩 gold salts 010409

金属着色用塩 salts for coloring metal 010207

金属着色用塩 salts for colouring metal 010207

金属用媒染剤 mordants for metals 010633

010081

掘削泥水 drilling muds 010136

010019

010019

グラフェン graphene 010715

グリコールエーテル glycol ether 010283

グリセリド glycerides 010336

010662

グルコシド glucosides 010335

グルテン（食品工業用添加物） gluten for the food industry 010670

クロトンアルデヒド crotonic aldehyde 010220

クロム塩 chrome salts 010190

クロム酸 chromic acid 010191

クロム酸塩 chromates 010187

けい酸塩 silicates 010481

010694

010687

010702

010332

血炭 blood charcoal 010168

ケトン ketones 010164

010020

010020

010001

010004

010369

010078

010564

010558

工業用塩類 salts for industrial purposes 010397

010597

silver salt solutions for
silvering

銀めっき用銀塩液

condensation-preventing
chemicals

凝縮防止用化学品

glucose for the food industryグルコース（食品工業用添加
物）

chemical additives to
drilling muds

掘削泥水用添加剤

additives, chemical, to
drilling muds

掘削泥水用添加剤

vitamins for use in the
manufacture of cosmetics

化粧品製造用ビタミン

tea extracts for use in the
manufacture of cosmetics

化粧品製造用茶エキス

antioxidants for use in the
manufacture of cosmetics

化粧品製造用酸化防止剤

chemical additives to motor
fuel

原動機燃料用化学添加剤

additives, chemical, to motor
fuel

原動機燃料用化学添加剤

getters [chemically active
substances]

ゲッター（化学的活性体）

isotopes for industrial
purposes

工業用アイソトープ

auxiliary fluids for use with
abrasives

研磨用補助液

combusting preparations
[chemical additives to motor
fuel]

原動機燃料用添加剤

ammonia [volatile alkali] for
industrial purposes

工業用アンモニア（揮発性アル
カリ）

alginates for industrial
purposes

工業用アルギン酸塩

gum arabic for industrial
purposes

工業用アラビアゴム

carbon black for industrial
purposes

工業用カーボンブラック
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第１類 類似商品・役務審査基準

010636

工業用化学品 industrial chemicals 010176

010414

010490

010591

010557

010029

010391

010558

010472

010199

010252

010614

010683

010454

010273

010272

010328

010688

010599

010413

010244

010642

010668

010638

010545

010593

010590

010580

010239

010704

hydrogen peroxide for
industrial purposes

工業用過酸化水素

seawater for industrial
purposes

工業用海水

preparations for stimulating
cooking for industrial
purposes

工業用加熱処理促進剤

casein for industrial
purposes

工業用カゼイン

caustic soda for industrial
purposes

工業用か性ソーダ

volatile alkali [ammonia] for
industrial purposes

工業用揮発性アルカリ（アンモ
ニア）

salts of precious metals for
industrial purposes

工業用貴金属塩

agar-agar for industrial
purposes

工業用寒天

glycerine for industrial
purposes

工業用グリセリン

citric acid for industrial
purposes

工業用クエン酸

soap [metallic] for
industrial purposes

工業用金属せっけん

quebracho for industrial
purposes

工業用ケブラチョ

glutamic acid for industrial
purposes

工業用グルタミン酸

glucose for industrial
purposes

工業用グルコース

solidified gases for
industrial purposes

工業用固形ガス

enzyme preparations for
industrial purposes

工業用酵素剤

enzymes for industrial
purposes

工業用酵素

oxygen for industrial
purposes

工業用酸素

cobalt oxide for industrial
purposes

工業用酸化コバルト

collagen for industrial
purposes

工業用コラーゲン

cream of tartar for
industrial purposes

工業用酒石英

magnetic fluid for industrial
purposes

工業用磁性流体

diastase for industrial
purposes

工業用ジアスターゼ

cellulose ethers for
industrial purposes

工業用セルロースエーテル

meat tenderizers for
industrial purposes

工業用食肉軟化剤

camphor, for industrial
purposes

工業用しょうのう

dehydrating preparations for
industrial purposes

工業用脱水剤

decolorants for industrial
purposes

工業用脱色剤

cellulose esters for
industrial purposes

工業用セルロースエステル

thymol for industrial
purposes

工業用チモール
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類似商品・役務審査基準 第１類

010570

010570

010024

010717

010609

010536

010676

010580

010426

010489

010703

010666

010135

010499

010385

010368

010673

010316

010664

010671

010045

鉱酸 mineral acids 010396

硬水軟化剤 water-softening preparations 010023

010660

酵素（食品工業用添加物） enzymes for the food industry 010661

光沢除去剤 polish removing substances 010238

010238

010381

骨炭 bone charcoal 010167

010640

ゴム保存剤 rubber preservatives 010145

ゴム溶剤 gum solvents 010234

コロジオン collodion* 010206

colour-brightening chemicals
for industrial purposes

工業用つや出し剤

color-brightening chemicals
for industrial purposes

工業用つや出し剤

emollients for industrial
purposes

工業用軟化剤

nanopowders for industrial
purposes

工業用ナノ粉末

gum tragacanth for industrial
purposes

工業用トラガカントゴム

bleaching preparations
[decolorants] for industrial
purposes

工業用漂白剤（脱色用のもの）

milk ferments for industrial
purposes

工業用の乳発酵用酵素

titanium dioxide for
industrial purposes

工業用二酸化チタン

flavonoids [phenolic
compounds] for industrial
purposes

工業用フラボノイド（フェノー
ル化合物）

caustics for industrial
purposes

工業用腐蝕剤

phenol for industrial
purposes

工業用フェノール

soot for industrial or
agricultural purposes

工業用又は農業用のすす

boric acid for industrial
purposes

工業用ほう酸

pectin for industrial
purposes

工業用ペクチン

lactose for industrial
purposes

工業用ラクトース

iodine for industrial
purposes

工業用よう化物

mangrove bark for industrial
purposes

工業用マングローブ樹皮

gluten for industrial
purposes

工業用グルテン

lecithin for industrial
purposes

工業用レシチン

lamp black for industrial
purposes

工業用ランプブラック

substances for removing
polish

光沢除去剤

enzyme preparations for the
food industry

酵素剤（食品工業用添加物）

chemical preparations for
facilitating the alloying of
metals

合金化促進剤

chemical intensifiers for
rubber

ゴム強化剤

brickwork preservatives,
except paints and oils

構築れんが用保存剤（ペイント
及び油を除く。）
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第１類 類似商品・役務審査基準

010116

010117

コンクリート用接合剤 agglutinants for concrete 010030

サイズ剤 sizing preparations 010270

酢酸アルミニウム aluminium acetate* 010565

酢酸塩 acetates [chemicals]* 010007

酢酸カルシウム lime acetate 010171

酢酸鉛 lead acetate 010440

010309

010309

010308

010308

サリチル酸 salicylic acid 010468

酸化ジルコニウム zirconia 010556

酸化水銀 mercuric oxide 010389

酸性しゅう酸カリウム potassium dioxalate 010123

酸類 acids* 010014

次亜塩素酸ソーダ hypochlorite of soda 010360

次亜硫酸塩 hyposulfites 010361

シアン化物（青酸塩） cyanides [prussiates] 010228

四塩化物 tetrachlorides 010529

010243

010181

010181

010649

010649

脂肪漂白用化学品 fat-bleaching chemicals 010339

重クロム酸ソーダ bichromate of soda 010120

獣炭 animal carbon 010568

獣炭 animal charcoal 010068

獣炭を主成分とする化学品 animal carbon preparations 010165

縮じゅう剤 fulling preparations 010313

種子保存剤 seed preserving substances 010480

010514

010667

浄化剤 clarification preparations 010254

浄化剤 purification preparations 010254

浄水用化学剤 water-purifying chemicals 010608

焦性没食子酸 pyrogallic acid 010453

010582

concrete-aeration chemicalsコンクリートエアレーション用
化学剤

chemical additives to
fungicides

殺菌剤用添加剤

additives, chemical, to
fungicides

殺菌剤用添加剤

concrete preservatives,
except paints and oils

コンクリート保存剤（ペイント
及び油を除く。）

diagnostic preparations,
other than for medical or
veterinary purposes

識別剤（医療用及び獣医科用の
ものを除く。）

chemical additives to
insecticides

殺虫剤用添加剤

additives, chemical, to
insecticides

殺虫剤用添加剤

paste fillers for automobile
body repair

自動車の車体補修用ペースト状
充填剤

chemical substances for
analyses in laboratories,
other than for medical or
veterinary purposes

実験室用分析化学剤（医療用及
び獣医科用のものを除く。）

chemical preparations for
analyses in laboratories,
other than for medical or
veterinary purposes

実験室用分析化学剤（医療用及
び獣医科用のものを除く。）

cream of tartar for the food
industry

酒石英（食品工業用添加物）

tartar, other than for
pharmaceutical purposes

酒石（医薬用のものを除く。）

paste fillers for car body
repair

自動車の車体補修用ペースト状
充填剤

preparations of the
distillation of wood alcohol

蒸留木精
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類似商品・役務審査基準 第１類

触媒 catalysts 010154

010348

010044

水銀塩 mercury salts 010388

水酸化アルミニウム aluminium hydrate 010048

スカンポ塩 sorrel salt 010410

010105

スルホン酸 sulfonic acids 010501

生化学的触媒 biochemical catalysts 010122

青酸塩 prussiates 010228

010231

010231

010693

010697

010260

010658

精錬剤 degumming preparations 010234

010617

010380

石炭節約剤 coal saving preparations 010169

石油分散剤 petroleum dispersants 010351

010301

010195

010196

010592

010525

010530

010312

010021

洗浄用ガソリン添加剤 detergent additives to petrol 010021

010398

010398

ソーダ灰 calcined soda 010488

chemical substances for
preserving foodstuffs

食品保存用化学剤

oils for the preservation of
food

食品保存用油

grease-removing preparations
for use in manufacturing
processes

製造工程用の油脂除去剤

degreasing preparations for
use in manufacturing
processes

製造工程用の油脂除去剤

substances for preventing
runs in stockings

ストッキング用伝線防止剤

antistatic preparations,
other than for household
purposes

静電防止剤（家庭用のものを除
く。）

proteins for use in
manufacture

製造用たんぱく質

antioxidants for use in
manufacture

製造用酸化防止剤

masonry preservatives, except
paints and oils

石造物保存剤（ペイント及び油
を除く。）

damp-proofing chemicals,
except paints, for masonry

石造物防湿用化学剤（ペイント
を除く。）

biological tissue cultures,
other than for medical or
veterinary purposes

生物学的培養組織（医療用及び
獣医科用のものを除く。）

cement preservatives, except
paints and oils

セメント保存剤（ペイント及び
油を除く。）

cement-waterproofing
chemicals, except paints

セメント防水剤（ペイントを除
く。）

limestone hardening
substances

石灰岩硬化剤

moistening [wetting]
preparations for use in the
textile industry

繊維工業用湿潤（加湿）剤

fuller's earth for use in the
textile industry

繊維工業用酸性白土

cellulose derivatives
[chemicals]

セルロース誘導体（化学品とし
て用いられるものに限る。）

wetting preparations for use
in dyeing

染色用加湿剤

detergent additives to
gasoline

洗浄用ガソリン添加剤

fulling preparations for use
in the textile industry

繊維工業用縮じゅう剤

moistening [wetting]
preparations for use in
dyeing

染色用湿潤（加湿）剤
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ソーダ灰 soda ash 010100

010016

第二クロム酸塩 chromic salts 010477

010032

010032

010540

たばこ製造用添加剤 sauce for preparing tobacco 010471

010689

炭酸 carbonic acid 010150

炭酸カリウム potash 010446

炭酸カルシウム lime carbonate 010172

タンニン tannin 010508

たんぱく質（原料） protein [raw material] 010452

010699

タン皮 tan 010507

チオカルボアニリド thiocarbanilide 010533

010251

010251

010006

010006

010500

010500

010685

鋳造用結合剤 foundry binding substances 010306

鋳造用造型剤 foundry molding preparations 010307

鋳造用造型剤 foundry moulding preparations 010307

接ぎ木用マスチック grafting mastic for trees 010341

接ぎ木用ろう grafting wax for trees 010198

010631

鉄塩 iron salts 010290

電気泳動ゲル electrophoresis gels 010650

電池用塩類 salts for galvanic batteries 010261

電池用塩類 salts for galvanic cells 010261

010056

010056

動物性アルブミン（原料） animal albumen [raw material] 010069

010033

ドライアイス（二酸化炭素） dry ice [carbon dioxide] 010333

010575

compositions for repairing
inner tubes of tires

タイヤチューブ修理剤

acid proof chemical
compositions

耐酸性化学合成物

silicon carbide [raw
material]

炭化けい素（原料）

preservatives for tiles,
except paints and oils

タイル保存剤（ペイント及び油
を除く。）

compositions for repairing
inner tubes of tyres

タイヤチューブ修理剤

acidulated water for
recharging batteries

蓄電池充電用酸性液

acidulated water for
recharging accumulators

蓄電池充電用酸性液

proteins for the food
industry

たんぱく質（食品工業用添加
物）

liquids for removing sulfates
from accumulators

蓄電池用硫酸塩除去液

anti-frothing solutions for
batteries

蓄電池用消泡液

anti-frothing solutions for
accumulators

蓄電池用消泡液

compositions for the
manufacture of technical
ceramics

テクニカルセラミックス製造用
合成物

tea extracts for the food
industry

茶エキス（食品工業用添加物）

liquids for removing sulfates
from batteries

蓄電池用硫酸塩除去液

albumin [animal or vegetable,
raw material]

動物性又は植物性アルブミン
（原料）

ungluing agents [chemical
preparations for liquifying
starch]

でん粉液化用化学品（剥離剤）

starch-liquifying chemicals
[ungluing agents]

でん粉液化用化学品（剥離剤）

chemicals for the manufacture
of paints

塗料製造用化学品
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トルエン toluene 010538

トルエン toluol 010538

010071

010089

010089

010491

なめし剤 tanning substances 010509

なめし用油 oils for tanning leather 010350

なめし用スマック sumac for use in tanning 010504

二塩化すず bichloride of tin 010118

010317

ねじ切り用化学剤 compositions for threading 010295

燃料節約剤 fuel-saving preparations 010257

010656

乗物のエンジン用冷却剤 coolants for vehicle engines 010647

010017

麦芽アルブミン malt albumen 010035

バリウム化合物 barium compounds 010104

はんだ付け用化学品 soldering chemicals 010487

はんだ付け用融剤 soldering fluxes 010584

ビール保存剤 beer preserving agents 010619

010121

砒酸鉛 lead arsenate 010083

ビスコース viscose 010157

010692

ヒドラジン hydrazine 010358

010127

010127

フィルター用炭素 carbon for filters 010166

フェロシアン化物 ferrocyanides 010229

腐食剤 corrosive preparations 010214

ふっ化水素酸 hydrofluoric acid 010304

ふっ素化合物 fluorspar compounds 010303

ぶどう液用清澄剤 must-fining preparations 010200

ぶどう酒用清澄剤 wine finings 010205

010096

プラスチック分散剤 dispersions of plastics 010605

010232

010232

ペクチン（食品工業用添加物） pectin for the food industry 010665

ペルオキソ硫酸 persulfuric acid 010425

chemical preparations for
decarbonising engines

内燃機関用炭素除去剤

anti-knock substances for
internal combustion engines

内燃機関用アンチノック剤

chemical preparations for
smoking meat

肉くん製用化学剤

sodium salts [chemical
compounds]

ナトリウム塩（化合物）

engine-decarbonising
chemicals

内燃機関用炭素除去剤

beer-clarifying and
preserving agents

ビール用の清澄剤及び保存剤

finishing preparations for
use in the manufacture of
steel

鋼製造用仕上剤

genes of seeds for
agricultural production

農産用種子の遺伝子

moistening [wetting]
preparations for use in
bleaching

漂白用湿潤（加湿）剤

wetting preparations for use
in bleaching

漂白用加湿剤

vitamins for the food
industry

ビタミン（食品工業用添加物）

separating and unsticking
[ungluing] preparations

分離剥離剤

unsticking and separating
preparations

分離剤

oenological bactericides
[chemical preparations for
use in wine making]

ぶどう酒醸造用殺菌化学剤
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ペルオクソ炭酸塩 percarbonates 010422

ベンゼン benzene 010713

ベンゼン系の酸類 benzene-based acids 010110

010111

ベンゾール benzol 010714

010003

010523

未加工塩 salt, raw 010476

010008

明ばん alum 010052

無水アンモニア anhydrous ammonia 010066

無水酢酸 acetic anhydride 010010

無水物 anhydrides 010067

010708

メタノール wood alcohol 010131

メチルベンゼン methyl benzene 010577

メチルベンゾール methyl benzol 010576

010130

010133

010133

没食子 gallnuts 010319

焼入れ剤 metal hardening preparations 010249

焼なまし剤 metal annealing preparations 010393

冶金用セメント cement [metallurgy] 010158

湯あか形成防止剤 anti-incrustants 010073

湯あか除去剤 disincrustants 010240

010635

有毒ガス中和剤 toxic gas neutralizers 010403

010604

よう化アルブミン iodised albumen 010034

溶接用化学品 welding chemicals 010487

溶接用保護ガス protective gases for welding 010326

よう素処理塩 iodised salts 010366

ラクトース（原料） lactose [raw material] 010674

010672

010648

離型用剤 mold-release preparations 010237

リチア（酸化リチウム） lithia [lithium oxide] 010378

硫酸エーテル sulfuric ether 010285

硫酸銅 blue vitriol 010225

硫酸銅 copper sulfate [blue vitriol] 010225

010621

anti-tarnishing chemicals for
windows

窓ガラス曇り止め用化学剤

salt for preserving, other
than for foodstuffs

保存用塩（食品の保存に用いら
れるものを除く。）

benzene derivativesベンゼン誘導体（化学品として
用いられるものに限る。）

tan-wood木材より抽出したタンニンエキ
ス

chemical coatings for
ophthalmic lenses

めがねレンズのコーティング用
化学剤

acetate of cellulose,
unprocessed

未処理酢酸セルローズ

descaling preparations, other
than for household purposes

湯あか除去剤（家庭用のものを
除く。）

wood vinegar [pyroligneous
acid]

木酢液

pyroligneous acid [wood
vinegar]

木酢液

radiator flushing chemicalsラジエーター（冷却器）のス
ラッジ除去用化学剤

lactose for the food industryラクトース（食品工業用添加
物）

preparations for the
separation of greases

油脂分離剤

ceramic materials in
particulate form, for use as
filtering media

粒状セラミック製ろ過剤
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010080

りん脂質 phosphatides 010429

冷凍剤 cryogenic preparations 010221

010015

010246

レシチン（原料に限る。） lecithin [raw material] 010588

010663

010377

ろう付け剤 brazing preparations 010137

ろう付け用融剤 brazing fluxes 010583

010612

010613

010610

010611

ワックス漂白用化学品 wax-bleaching chemicals 010128

010343

ワニス用溶剤 solvents for varnishes 010606

０１Ａ０２

審査基準 [ 3,16 類] 国際分類表 [ 3,5,16 類]

デキストリンのり N dextrin [size] 010242

水ガラス N water glass [soluble glass] 010544

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

010618

壁紙用接着剤 adhesives for paperhanging 010203

壁紙用接着剤 adhesives for wallpaper 010203

壁タイル用接着剤 adhesives for wall tiles 010573

革用にかわ leather glues 010222

chemical condensation
preparations

冷媒

tree cavity fillers
[forestry]

林業用樹木空洞充てん剤

preparations for preventing
the tarnishing of lenses

レンズ曇り止め剤

lecithin for the food
industry

レシチン（食品工業用添加物）

renovating preparations for
phonograph records

レコード盤修復剤

filtering materials of
unprocessed plastics

ろ過剤（未加工プラスチックか
ら成るものに限る。）

filtering materials of
vegetable substances

ろ過剤（植物性物質から成るも
のに限る。）

filtering materials of
mineral substances

ろ過剤（鉱物性物質から成るも
のに限る。）

glue and adhesives for
industrial purposes

工業用のり及び接着剤

gurjun balsam for use in the
manufacture of varnish

ワニス製造用のガージャンバル
サム（芳香性樹脂）

filtering materials of
chemical substances

ろ過用剤（化学剤）

rubber cements for industrial
purposes

工業用ゴムのり

casein glue for industrial
purposes

工業用カゼインのり

gum arabic glue for
industrial purposes

工業用アラビヤのり

animal glue for industrial
purposes

工業用にかわ

starch paste for industrial
purposes

工業用でん粉のり

gelatine glue for industrial
purposes

工業用ゼラチン

isinglass, other than for
stationery, household or
alimentary purposes

アイシングラス（文房具、家庭
用及び食用のものを除く。）

latex glue for industrial
purposes

工業用ラテックスのり

plastic adhesives for
industrial purposes

工業用プラスチック接着剤
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010615

010616

010002

010330

工業用にかわ glue for industrial purposes 010600

010194

010202

010077

タイヤ用マスチック製接着剤 mastic for tires 010193

タイヤ用マスチック製接着剤 mastic for tyres 010193

010079

010079

010079

010079

010566

鳥もち birdlime 010334

履物用接着剤 cement for footwear 010170

ビラ張り用接着剤 adhesives for billposting 010028

010022

０１Ｂ０２

審査基準 [ 5 類] 国際分類表 [ 5 類]

植物育成剤 plant rearing preparations

土壌改良剤 soil improving agents

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

010395

010347

010346

枯葉剤 defoliants 010236

010719

010634

adhesives for industrial
purposes

工業用接着剤

gums [adhesives] for
industrial purposes

工業用ゴムのり

gluten [glue], other than for
stationery or household
purposes

グルテン（にかわ）（文房具及
び家庭用のものを除く。）

size for finishing and
priming

仕上げ用及び下塗り用のり

cement for mending broken
articles

壊れた物の修理用接着剤

gelatine for industrial
purposes

工業用ゼラチン

glutinous preparations for
tree-grafting

接ぎ木用接着剤

glutinous preparations for
tree-banding

接ぎ木用接着剤

size for use in the textile
industry

繊維工業用のり

starch paste [adhesive],
other than for stationery or
household purposes

でん粉のり（接着剤）（文房具
及び家庭用のものを除く。）

glutinous tree-grafting
preparations

接ぎ木用接着剤

glutinous tree-banding
preparations

接ぎ木用接着剤

plant hormones
[phytohormones]

植物ホルモン剤

plant growth regulating
preparations

植物成長調整剤類

adhesive preparations for
surgical bandages

包帯用接着剤

horticultural chemicals,
except fungicides,
herbicides, insecticides and
parasiticides

園芸用農薬（殺菌剤、除草剤、
殺虫剤及び寄生生物駆除剤を除
く。）

chemical preparations to
prevent mildew

うどん粉病予防剤

germination inhibitors [anti-
sprouting agents]

発芽抑制剤

plant growth regulating
preparations

植物生長調製剤

chemical preparations to
prevent diseases affecting
cereal plants

穀類植物に影響を与える病気の
予防剤

hormones for hastening the
ripening of fruit

果実の熟成促進用ホルモン

3－24



類似商品・役務審査基準 第１類

010720

010586

010053

010031

010546

010404

010404

010571

010505

肥料 N fertilizers ０２Ａ０１ 010271

1 化学肥料 chemical fertilizers

塩安 ammonium chloride fertilizer

塩化カリ肥料 potassium chloride fertilizer

けいカリ肥料 calcium silicate fertilizer

硝安 ammonium nitrate fertilizer

硝酸ソーダ（肥料） sodium nitrate [fertilizers]

焼成カリ肥料 calcined potassium fertilizer

石灰窒素 calcium cyanamides

チリ硝石 chili saltpeter

トーマスりん肥 thomas phosphatic fertilizer

尿素（肥料） urea [fertilizers]

マンガン肥料 manganese fertilizer

硫安 ammonium sulphate fertilizer

硫酸カリ肥料 potassium sulphate fertilizer

2 天然肥料 natural fertilizers

海産肥料 marine fertilizer

グアノ N guano 010342

血粉 blood powder [fertilizer]

骨粉 bone meal [fertilizer]

搾油かす oil meal [fertilizer]

酒かす（肥料） Sake cake [fertilizer]

しょうゆかす（肥料） soy sauce cakes [fertilizer]

堆肥 compost [fertilizer]

肉粉（肥料） meat scrap meal [fertilizer]

soil conditioning
preparations

土壌改良剤

carbolineum for the
protection of plants

植物保護用カーボリニウム

biostimulants for plants植物の生物刺激剤（バイオス
ティミュラント）

chemical preparations to
prevent wheat blight

焼枯れ病（黒穂病）予防剤

chemical preparations to
prevent diseases affecting
vine plants

ぶどうの木に影響を与える病気
の予防剤

agricultural chemicals,
except fungicides,
herbicides, insecticides and
parasiticides

農薬（殺菌剤、除草剤、殺虫剤
及び寄生生物駆除剤を除く。）

chemicals for use in
forestry, except fungicides,
herbicides, insecticides and
parasiticides

林業用農薬（殺菌剤、除草剤、
殺虫剤及び寄生生物駆除剤を除
く。）

anti-sprouting preparations
for vegetables

野菜用発芽抑制剤

chemical preparations to
prevent wheat smut

焼枯れ病（黒穂病）予防剤

fused magnesium phosphate
fertilizer

溶成りん肥

double or triple
superphosphate fertilizer

重過りん酸石灰

calcium superphosphate
fertilizer

過りん酸石灰
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ぬか rice bran [fertilizer]

ピート N peat [fertilizer] 010539

ビールかす brewers' grain [fertilizer]

ふすま（肥料） wheat bran [fertilizer]

腐葉土 leaf mold [fertilizer]

3 複合肥料 complex fertilizers

配合肥料 mixed fertilizers

4

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

園芸用ピートポット peat pots for horticulture 010445

塩類（肥料） salts [fertilisers] 010478

塩類（肥料） salts [fertilizers] 010478

海草（肥料） seaweeds [fertilisers] 010043

海草（肥料） seaweeds [fertilizers] 010043

過りん酸塩（肥料） superphosphates [fertilisers] 010431

過りん酸塩（肥料） superphosphates [fertilizers] 010431

010141

010141

魚粉肥料 fish meal fertilisers 010659

魚粉肥料 fish meal fertilizers 010659

鉱さいけい酸質肥料 slag [fertilisers] 010428

鉱さいけい酸質肥料 slag [fertilizers] 010428

堆肥 compost 010622

窒素肥料 nitrogenous fertilisers 010094

窒素肥料 nitrogenous fertilizers 010094

動物性肥料 animal manure 010710

010589

ピート peat [fertiliser] 010539

肥料 fertilisers 010271

肥料 fertilising preparations 010293

肥料 fertilizing preparations 010293

010716

腐植土 humus 010355

腐植土から成る敷肥 humus top dressing 010641

010652

010686

010686

りん酸肥料 phosphates [fertilisers] 010427

りん酸肥料 phosphates [fertilizers] 010427

artificial plant-cultivation
soil made of mineral
materials

鉱物製の植物生育用人工土壌

artificial plant-cultivation
soil

植物生育用人工土壌

chemically converted compound
fertilizers

化成肥料

calcium cyanamide
[fertilizer]

カルシウムシアナミド（肥料）

calcium cyanamide
[fertiliser]

カルシウムシアナミド（肥料）

artificial plant-cultivation
soil made of plastic
materials

プラスチック製の植物生育用人
工土壌

expanded clay for hydroponic
plant growing [substrate]

水栽培用の発泡煉石

gypsum for use as a
fertilizer

肥料として使用される石こう

substrates for soil-free
growing [agriculture]

土壌不要の栽培用物質（農業用
のもの）

organic digestate
[fertilizer]

有機性消化残渣（肥料）

organic digestate
[fertiliser]

有機性消化残渣（肥料）
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陶磁器用釉
ゆう

薬 N ceramic glazings ０３Ｂ０２ 010160

国際分類表 [ 2 類]

塗装用パテ priming putty ０３Ｃ０１

審査基準 [ 2,3 類] 国際分類表 [ 2,3,4 類]

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

塗装用パテ oil cement [putty] 010655

高級脂肪酸 higher fatty acids ０５Ｅ０１

オレイン酸 N oleic acid 010407

ステアリン酸 N stearic acid 010497

パルミチン酸 palmitic acid

非鉄金属 (注) nonferrous metals ０６Ａ０２

審査基準 [ 2,6,14 類] 国際分類表 [ 2,6,14,17 類]

アクチニウム N actinium 010018

アメリシウム N americium 010054

アンチモン N antimony 010074

イッテルビウム N ytterbium 010552

イットリウム N yttrium 010553

ウラニウム N uranium 010542

エルビウム N erbium 010276

ガドリニウム N gadolinium 010318

ガリウム N gallium 010321

カリフォルニウム N californium 010142

キュリウム N curium 010226

サマリウム N samarium 010470

ジスプロシウム N dysprosium 010250

シリコン silicon [metal element]

水銀 N mercury 010387

スカンジウム N scandium 010473

ストロンチウム N strontium 010498

セシウム N caesium 010163

セリウム N cerium 010161

セレニウム N selenium 010479

そう鉛 bismuth

タリウム N thallium 010532

ツリウム N thulium 010534

テクネチウム N technetium 010516

テルビウム N terbium 010519

テルリウム N tellurium 010517

トリウム N thorium 010535

ネオジミウム N neodymium 010400

ネプツニウム N neptunium 010402

バークリウム N berkelium 010115

バリウム N barium 010101

フェルミウム N fermium 010159
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プラセオジミウム N praseodymium 010449

フランシウム N francium 010314

プルトニウム N plutonium 010442

プロトアクチニウム N protactinium 010451

プロメチウム N promethium 010450

ホルミウム N holmium 010345

ユーロピウム N europium 010287

ラジウム radium

ランタン N lanthanum 010375

リチウム N lithium 010379

ルビジウム N rubidium 010466

レニウム N rhenium 010463

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

010458

核分裂性化学元素 fissionable chemical elements 010180

カシオピウム（ルテチウム） cassiopium [lutetium] 010153

希土類元素 rare earths 010526

010297

ビスマス bismuth 010125

ポロニウム polonium 010443

ルテチウム（カシオピウム） lutetium [cassiopium] 010153

非金属鉱物 (注) non-metallic minerals ０６Ｂ０１

審査基準 [ 6,14,17,19,20 類] 国際分類表 [ 6,14,17,19,20 類]

鋳型砂 foundry sand

カオリン N kaolin 010370

滑石 talc

岩塩 N rock salt 010331

珪
けい

藻土 N diatomaceous earth 010632

酸性白土 acid clay

重晶石 barytes [barite]

硝石 saltpeter [salpetre]

天然黒鉛 natural graphite

ドロマイト dolomite

氷晶石 cryolite

ベントナイト N bentonite 010109

ボーキサイト N bauxite 010108

蛍石 fluorite [fluorspar]

マグネサイト N magnesite 010382

明ばん石 alunite

りん鉱 rock phosphate

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

鋳物砂 foundry sand 010467

カイナイト kainite 010140

カオリン china clay 010370

カオリン china slip 010370

かんらん石（ケイ酸塩鉱物） olivine [silicate mineral] 010408

珪藻土 kieselgur 010371

radium for scientific
purposes

科学用ラジウム

sulfur [non-metallic
minerals]

硫黄（非金属鉱物）

fissionable material for
nuclear energy

原子力核燃料
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010305

010248

重晶石 barytes 010495

硝石 salpetre 010469

硝石 saltpeter 010469

スピネル（酸化鉱物） spinel [oxide mineral] 010496

タルク talc [magnesium silicate] 010506

チタン石 titanite 010537

毒重石 witherite 010550

ローム loam 010527

１０Ｅ０１

青写真紙 N blueprint paper 010432

印画紙 photographic paper

感光剤 photographic sensitizers

乾板 photographic dry plates

現像薬 photographic developers

閃
せん

光粉 flash powder

定着剤 photographic fixers

フィルム unexposed photographic films

 （備考）

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

青写真布 blueprint cloth 010434

青写真用溶液 solutions for cyanotyping 010227

010406

感光紙 sensitized paper 010418

感光板 photosensitive plates 010213

鶏卵紙 albumenized paper 010036

ジアゾ感光紙 diazo paper 010245

010090

写真印画紙 photographic paper 010322

写真感光剤 photographic sensitizers 010436

写真感光乳剤 photographic emulsions 010267

010211

010027

010269

010212

写真用現像液 photographic developers 010435

graphite for industrial
purposes

工業用黒鉛

(REMARKS) "Chemical
compositions for developing,
printing and enlarging
photographs" is presumed to
be similar to "photographic
machines and apparatus" in
class 9.

「写真材料」は、第９類「写真
機械器具」に類似と推定する。

chemical compositions for
developing, printing and
enlarging photographs

写真材料

dolomite for industrial
purposes

工業用ドロマイト

chemical preparations for use
in photography

写真用化学剤

self-toning paper
[photography]

自動調色紙（写真用のもの）

sensitized plates for offset
printing

オフセット印刷用感光板

sensitized cloth for
photography

写真用感光布

sensitized photographic
plates

写真用感光板

reducing agents for use in
photography

写真用還元剤
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010329

写真用調色液 toning baths [photography] 010099

010298

写真用定着剤 fixing baths [photography] 010097

写真用ペクチン pectin [photography] 010420

閃光用剤 flashlight preparations 010256

調色塩（写真用のもの） toning salts [photography] 010548

バライタ紙 baryta paper 010103

010292

010598

010598

010464

未露光フィルム sensitized films, unexposed 010581

２５Ａ０１

審査基準 [ 5,16,17,27 類] 国際分類表 [ 2,5,16,17,27,28,34 類]

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

化学試験紙 test paper, chemical 010278

光度測定紙 photometric paper 010417

010259

硝酸紙 nitrate paper 010416

リトマス試験紙 litmus paper 010419

人工甘味料 artificial sweeteners ３１Ａ０３

審査基準 [ 30 類] 国際分類表 [ 30 類]

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

サッカリン benzoic sulfimide 010113

サッカリン saccharin 010114

010607

３３Ａ０３

審査基準 [ 30 類] 国際分類表 [ 30 類]

ferrotype plates
[photography]

フェロタイプ板（写真用のも
の）

fixing solutions
[photography]

写真用定着液

gelatine for photographic
purposes

写真用ゼラチン

X-ray films, sensitized but
not exposed

未露光感光性Ｘ線フィルム

cinematographic films,
sensitized but not exposed

未露光映画用フィルム

cinematographic film,
sensitized but not exposed

未露光映画用フィルム

artificial sweeteners
[chemical preparations]

人工甘味料

reagent paper, other than for
medical or veterinary
purposes

試験紙（医療用及び獣医科用の
ものを除く。）

reagent paper [not for
medical purposes]

試験紙（医療用のものを除く。）

corn starch for industrial
purposes

工業用コーンスターチ

Japanese arrowroot powder for
industrial purposes [Kuzu-ko]

工業用くず粉

flour and starch for
industrial purposes

工業用粉類

sweet potato flour for
industrial purposes

工業用さつまいも粉

rice flour for industrial
purposes

工業用米粉

wheat flour for industrial
purposes

工業用小麦粉
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［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

工業用穀粉 flour for industrial purposes 010289

010512

010055

010444

原料プラスチック plastics [raw materials] ３４Ａ０１

審査基準 [ 17 類] 国際分類表 [ 17,20,21 類]

1

未加工エポキシ樹脂 N epoxy resins, unprocessed 010274

未加工けい素樹脂 silicone resins, unprocessed

未加工フェノール樹脂 phenolic resins, unprocessed

未加工ポリアミド樹脂 polyamide resins, unprocessed

未加工ポリエステル樹脂 polyester resins, unprocessed

未加工メラミン樹脂 melamine resins, unprocessed

2

未加工アクリル樹脂 N acrylic resins, unprocessed 010461

未加工ふっ素樹脂 fluorine resins, unprocessed

3

未加工セルロイド celluloids, unprocessed

4 未加工たんぱく質プラスチック protein plastics, unprocessed

未加工カゼイン樹脂 casein resins, unprocessed

pulse flour for industrial
purposes

工業用豆粉

buckwheat flour for
industrial purposes

工業用そば粉

potato flour for industrial
purposes

工業用じゃがいも粉

starch for industrial
purposes

工業用でん粉

tapioca flour for industrial
purposes

工業用タピオカ粉

barley flour for industrial
purposes

工業用麦粉

urea-formaldehyde resins,
unprocessed

未加工尿素樹脂

condensation plastics,
unprocessed

未加工縮合型プラスチック

potato flour for industrial
purposes

工業用のばれいしょの粉

polyethylene resins,
unprocessed

未加工ポリエチレン樹脂

polyurethane resins,
unprocessed

未加工ポリウレタン樹脂

polymerization plastics,
unprocessed

未加工重合型プラスチック

polyvinyl acetate resins,
unprocessed

未加工ポリ酢酸ビニル樹脂

polyvinyl chloride resins,
unprocessed

未加工ポリ塩化ビニル樹脂

polyvinylidene chloride
resins, unprocessed

未加工ポリ塩化ビニリデン樹脂

cellulose plastics,
unprocessed

未加工セルローズプラスチック

polypropylene resins,
unprocessed

未加工ポリプロピレン樹脂

polystyrene resins,
unprocessed

未加工ポリスチレン樹脂

cellulose acetate plastics,
unprocessed

未加工酢酸セルローズプラス
チック
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［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

シリコーン silicones 010484

010465

010465

プラスチゾル plastisols 010439

未加工合成樹脂 synthetic resins, unprocessed 010455

010455

未加工プラスチック plastics, unprocessed 010438

未加工ポリマー樹脂 polymer resins, unprocessed 010707

010603

パルプ (注) pulp ３４Ｄ０１

国際分類表 [ 31 類]

1 砕木パルプ groundwood pulp

ケミグランドパルプ chemiground wood pulp

ケミメカニカルパルプ chemi-mechanical pulp

特砕木パルプ special fine groundwood pulp

並砕木パルプ ordinary groundwood pulp

2 化学パルプ chemical pulps

亜硫酸パルプ sulphite pulp

クラフトパルプ kraft pulp [sulphate pulp]

セミケミカルパルプ semichemical pulp

ソーダパルプ soda pulp

レーヨンパルプ rayon pulp

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

製紙用パルプ paper pulp 010156

木材パルプ wood pulp 010132

［参考］第1類のその他のアルファベット順一覧表掲載の表示

01A01 01B02 010579

脂肪酸 fatty acids 01A01 05E01 010340

アスタチン astatine 01A01 06A02 010086

アルカリ土類金属 alkaline-earth metals 01A01 06A02 010039

01A01 06A02 010456

けい素 silicon 01A01 06A02 010483

原子炉用燃料 fuel for nuclear reactors 01A01 06A02 010087

メタロイド metalloids 01A01 06A02 010390

硫黄 sulfur 01A01 06B01 010493

ほう砂 borax 01A01 06B01 010134

01A01 33A03 010460

# 01A01 33D05 010009

# 01A01 33D05 010595

compositions for repairing
tyres

タイヤ修理用合成物

compositions for repairing
tires

タイヤ修理用合成物

生物学的製剤（医療用及び獣医
科用のものを除く。）

compositions for the
manufacture of phonograph
records

レコード盤製作用合成物

artificial resins,
unprocessed

未加工人造樹脂

bacteriological preparations
for acetification

酢化用バクテリア調製剤

by-products of the processing
of cereals for industrial
purposes

穀類の処理工程における副産物
（工業用のものに限る。）

radioactive elements for
scientific purposes

科学研究用放射性元素

bacteriological preparations,
other than for medical and
veterinary use

バクテリア調製剤（医療用及び
獣医科用のものを除く。）

biological preparations,
other than for medical or
veterinary purposes
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# 01A01 33D05 010594

# 01A01 33D05 010680

01A01 34A01 010718

02A01 06A02 010637

植物生育用土壌 soil for growing 02A01 06B01 010524

鉢植え用土壌 potting soil 02A01 06B01 010681

表土 topsoil 02A01 06B01 010705

# ガラス用パテ glaziers' putty 03C01 07A03 010651

# 煙突用化学洗浄剤 chimney cleaners, chemical 04A01 010174

# 04A01 010241

# トランスミッション液 transmission fluid 05B01 010644

# トランスミッションオイル transmission oil 05B01 010706

# パワーステアリング液 power steering fluid 05B01 010643

# ブレーキ液 brake fluid 05B01 010315

# 油圧回路液 fluids for hydraulic circuits 05B01 010197

# 05B01 010197

# 32F08 010374

# 32F08 010675

# 33D05 010596

# 34E09 34E10 010646
34E11

ceramic compositions for
sintering [granules and
powders]

粉末冶金用セラミック化合物
（細粒及び粉末）

cultures of microorganisms,
other than for medical and
veterinary use

培養微生物（医療用及び獣医科
用のものを除く。）

milk ferments for the food
industry

乳発酵用酵母（食品工業用添加
物）

milk ferments for chemical
purposes

乳発酵用酵母

liquids for hydraulic
circuits

preparations of
microorganisms, other than
for medical and veterinary
use

微生物調製剤（医療用及び獣医
科用のものを除く。）

bacterial preparations, other
than for medical and
veterinary use

バクテリア調製剤（医療用及び
獣医科用のものを除く。）

油圧回路液

detergents for use in
manufacturing processes

製造工程用洗浄剤

preparations of trace
elements for plants

植物用微量元素製剤

dendrimer-based polymers for
use in the manufacture of
capsules for pharmaceuticals

医療用薬剤用カプセル製造用の
デンドリマー系ポリマーからな
る化学品・ポリマー樹脂
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