
類似商品・役務審査基準 第８類

第８類 CLASS 8

ピンセット N tweezers ０１Ｃ０１ 080042

審査基準 [ 5,10,21 類] 国際分類表 [ 3,5,10,21 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

つめの甘皮用ピンセット cuticle tweezers 080101

０９Ａ０７

審査基準 [ 7,11,26 類] 国際分類表 [ 7,11,26 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

080161

くわ hoes [hand-held] ０９Ａ４１

鋤
すき digging forks [spading forks]

審査基準 [ 7,11 類] 国際分類表 [ 6,7,11 類]

【商品・サービス国際分類表〔第１１－２０２２版〕 類別表（注釈付き）】

手持ちの工具及び器具（手動式のもの）；

刃物類；

携帯用武器（火器を除く。）；

かみそり（電動式のものを含む。）．

注釈

第8類には、主として、掘削、形削り、切削及び穴あけのような作業を行うための手動式の手持工具及び器具を含む。

この類には、特に、次の商品を含む：

農業用、園芸用及び造園用の手持工具；

大工、芸術家、その他職人に使用される手動式の手持工具、例えば、ハンマー、のみ及び彫刻用工具；

手動式の手持工具の柄、例えば、ナイフ、大がま用のもの；

電気式及び非電気式の身繕い用及び身体のアート用の手持器具、例えば、かみそり、頭髪カール器、入れ墨用器具並びにマ

ニキュア用及びペディキュア用器具；

手動式ポンプ；

食卓用刃物類、例えば、洋食ナイフ、フォーク及びスプーン（貴金属製のものを含む。）．

この類には、特に、次の商品を含まない：

工作機械及び原動機によって駆動する器具（第7類）；

外科用刃物類（第10類）；

自転車のタイヤ用空気ポンプ（第12類）、ゲーム用ボール専用のポンプ（第28類）；

携帯武器（火器）（第13類）；

ペーパーナイフ及び文書用シュレッダー（事務用のもの）（第16類）；

その機能又は用途によって各類に分類されるものの柄、例えば、つえの柄、傘用柄（第18類）、ほうき用柄（第21類）；

給仕用具、例えば、角砂糖挟み、アイストング（氷ばさみ）、パイ取分け用へら及び給仕用レードル、並びに台所用器具、

例えば、バースプーン、すりこぎ、すりばち、くるみ割り器及びへら（第21類）；

フェンシング用武具（第28類）．

braiders [hand tools]組ひも機（手持工具に当たるも
のに限る。）

braiders [hand-held ones
only]

組ひも機（手持工具に当たるものに限
る。）

lawn rakes [hand-held ones
only]

レーキ（手持工具に当たるものに限る。）
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第８類 類似商品・役務審査基準

 （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

080185

080200

080184

すき spades [hand tools] 080111

根掘りぐわ mattocks 080142

080220

080109

０９Ａ６１

審査基準 [ 7 類] 国際分類表 [ 7,11 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

080056

電気アイロン electric flat irons １１Ａ０６

審査基準 [ 7,11 類] 国際分類表 [ 7,9,11,16,21 類]

１１Ａ０７

審査基準 [ 10,11,21,26 類] 国際分類表 [ 10,11,20,21,26 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

電気式つめやすり nail files, electric 080213

電気式毛髪編み機 hair braiders, electric 080281

手動利器（「刀剣」を除く。） bladed or pointed hand tools １３Ａ０１

国際分類表 [ 9,26 類]

1 はさみ類

園芸ばさみ gardening shears and scissors

metal-cutting scissors [tin
shears]

金切りばさみ

bladed or pointed hand tools
and swords

手動利器

electric razors and electric
hair clippers

電気かみそり及び電気バリカン

１３Ａ０１ １３Ａ０３

hoes [hand tools]くわ（手持工具に当たるものに
限る。）

(REMARKS) "Hoes [hand-held],
digging forks [spading
forks], lawn rakes [hand-held
ones only]" is presumed to be
similar to "hand tools [other
than "carpenters' inkpots,
razor strops, sharpening
steels and whetstones"]" in
class 8 and "anvils, swage
blocks" in class 6.

「くわ 鋤
すき

レーキ（手持工具

に当たるものに限る。）」は、

「手動工具（「すみつぼ類・革

砥
と

・鋼砥
と

・砥
と

石」を除く。）」

及び第６類「かな床 はちの

巣」に類似と推定する。

agricultural forks [hand
tools]

農業用フォーク（手持工具に当
たるものに限る。）

weeding forks [hand tools]除草用フォーク（手持工具に当
たるものに限る。）

agricultural implements,
hand-operated

手動式農業用器具

lasts [shoemakers' hand
tools]

靴製造用靴型（手持工具に当た
るものに限る。）

lasts for shoe-making [hand-
held ones only]

靴製造用靴型（手持工具に当たるものに限
る。）

rakes [hand tools]レーキ（手持工具に当たるもの
に限る。）
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類似商品・役務審査基準 第８類

つめ切り nail clippers

つめはさみ nail scissors

はさみ刃 scissor blades

パンチ punches

洋ばさみ scissors

らしゃばさみ woolen shears

理髪用ばさみ hair cutting scissors

2 包丁類 kitchen knives

薄刃ぼうちょう thin-bladed kitchen knives

折り畳みナイフ folding knives

ガラス切り glass cutters

果物ナイフ N paring knives 080133

魚のうろこ取り用ナイフ N scaling knives 080095

削蹄
てい

刀 paring irons

刺し身ぼうちょう fish slicing kitchen knives

畳ぼうちょう Tatami mat choppers

彫刻刀 gravers

ドローナイフ drawknives

菜切りぼうちょう N vegetable knives 080291

肉切りぼうちょう N cleavers 080077

洋食ナイフ table knives

3 かみそり razors, non-electric

安全かみそり safety razors

かみそり刃 N razor blades 080148

西洋かみそり straight razors

日本かみそり Japanese razors

4 手動バリカン hand-operated hair clippers

5 さし類 edged scoops

魚さし fish scoops

米さし rice scoops

魚打ちかぎ gaffs

砂糖ざし sugar scoops

手かぎ hand hooks

肥料ざし fertilizer scoops

6 のみ類

かんな N planes 080071

きり drills, hand-operated

のこぎり saws [hand-operated]

のみ chisels [hand-operated]

7 まさかり類

おの axes

かま sickles and scythes

なた N hatchets 080137

まさかり broadaxes

Japanese chopping kitchen
knives

出刃ぼうちょう

lever table cutters [hand-
operated]

押し切り

Japanese grip scissors
[Japanese thread clippers]

握りばさみ
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第８類 類似商品・役務審査基準

8

センターポンチ center punches [hand-held]

ダイス dies [hand-held]

フライス milling cutters [hand-held]

やすり files [hand-held]

 （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

アイスピック ice picks 080128

あごひげ用はさみ beard clippers 080026

石目やすり（手持工具） rasps [hand tools] 080178

糸のこ jig-saws 080048

080084

園芸用植木ばさみ border shears 080112

大がま hainault scythes 080183

大がま scythes 080113

大がま用柄 scythe handles 080277

大がま用リング scythe rings 080114

大ばさみ shears 080060

080223

大ばさみの刃 shear blades 080061

080084

牡蠣の殻開けナイフ oyster openers 080143

かしめ用たがね caulking irons 080045

家畜用剪毛器 cattle shearers 080033

カッターナイフ cutters* 080076

カッターバー（手持工具） cutter bars [hand tools] 080009

080089

かんなの刃 plane irons 080177

かんな用刃 blades for planes 080119

080212

きり awls 080008

掘削用おの holing axes 080030

080108

小がま sickles 080189

採果用手動利器 fruit pickers [hand tools] 080079

削蹄刀 farriers' knives 080132

削蹄刀 paring irons [hand tools] 080039

080127

しゃくりかんな rabbeting planes 080135

手動式せん孔器 borers 080067

glaziers' diamonds [parts of
hand tools]

ガラス切り用ダイヤ小片（手持
工具の部品）

stamps [hand tools]押型（手持工具に当たるものに
限る。）

shearers [hand instruments]大ばさみ（手持工具に当たるも
のに限る。）

lawn clippers [hand
instruments]

芝刈ばさみ（手持工具に当たる
ものに限る。）

hollowing bits [parts of hand
tools]

くり抜き用ビット（手持工具用
のものに限る。）

instruments for punching
tickets

切符せん孔用器具

drills, hand-held toolsドリル（手持工具に当たるもの
に限る。）

taps, hand-held toolsタップ（手持工具に当たるもの
に限る。）

cutting tools [hand-held ones
only]

切削工具類（手持工具に当たる
ものに限る。）

stamping-out tools [hand
tools]

打抜き工具（手持工具に当たる
ものに限る。）

(REMARKS) "Table knives" is
presumed to be similar to
"spoons, forks [cutlery]".

「洋食ナイフ」は、「スプーン
フォーク」に類似と推定する。

reamers, hand-held toolsリーマ（手持工具に当たるもの
に限る。）
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類似商品・役務審査基準 第８類

080283

狩猟ナイフ hunting knives 080053

芯切り用はさみ wick trimmers [scissors] 080164

080230

セラミック製ナイフ ceramic knives 080266

せん孔器（手持工具） punches [hand tools] 080229

080062

センターポンチ centre punches [hand tools] 080175

剪定ナイフ pruning knives 080146

剪定ばさみ pruning scissors 080097

剪定ばさみ secateurs 080097

剪定用大ばさみ pruning shears 080098

大工用螺旋状きり carpenters' augers 080104

080066

080066

高枝剪定具 tree pruners 080100

080196

080139

080193

タップ回し tap wrenches 080063

多目的ナイフ multi-tool knives 080294

段ボール用カッター box cutters 080280

彫刻家用のみ sculptors' chisels 080271

彫刻針 engraving needles 080131

彫刻用工具（手持工具） graving tools [hand tools] 080043

接ぎ木用手動利器 grafting tools [hand tools] 080134

つめ切り nail nippers 080074

つめの甘皮用ニッパー cuticle nippers 080101

つめやすり emery files 080257

つめやすり nail files 080168

手斧 adzes [tools] 080141

080019

080222

共柄やすり needle files 080005

ドリルホルダー（手持工具） drill holders [hand tools] 080218

ドローナイフ drawing knives 080049

ナイフ knives* 080205

ナイフ（手持工具） blades [hand tools] 080149

ナイフ用柄 knife handles 080276

なた machetes 080154

なた鎌 bill-hooks 080188

080167

肉切り包丁 choppers being knives 080138

080236

肉切り用大型ナイフ carving knives 080293

instruments and tools for
skinning animals

動物の皮剥用手動利器

taps [hand tools]タップ（手持工具に当たるもの
に限る。）

hoop cutters [hand tools]たが用カッター（手持工具に当
たるものに限る。）

meat choppers being meat
knives

肉切り包丁

numbering punchesナンバリングポンチ（手持工具
に当たるものに限る。）

hair clippers for animals
[hand instruments]

動物用手動バリカン

perforating tools [hand
tools]

せん孔用工具（手持工具）

cutting tools [hand tools]切削工具類（手持工具に当たる
ものに限る。）

wine bottle foil cutters,
hand-operated

手動式ワインボトル用フォイル
カッター

priming irons [hand tools]たがね（手持工具に当たるもの
に限る。）

screw stocks [hand tools]ダイス回し（手持工具に当たる
ものに限る。）

dies [hand tools]ダイス（手持工具に当たるもの
に限る。）

3－145



第８類 類似商品・役務審査基準

肉削り用刀 fleshing knives 080236

ねじ切り板 annular screw plates 080020

080066

080012

080055

080151

のこぎり用ホルダー saw holders 080186

のこぎり用枠 frames for handsaws 080054

のみ chisels 080159

パイプカッター tube cutting instruments 080198

080075

はさみ scissors* 080040

ハンドドリル（手動式のもの） hand drills, hand-operated 080028

ビット（手持工具） bits [hand tools] 080197

ビット（手持工具の部品） bits [parts of hand tools] 080016

ピンポンチ pin punches 080180

080085

ペンナイフ penknives 080046

ほぞ穴用おの mortise axes 080030

ほぞ穴用のみ mortise chisels 080029

ホビーナイフ hobby knives [scalpels] 080264

まさかり axes 080069

丸のみ（手持工具） gouges [hand tools] 080129

ミンチ用ナイフ mincing knives 080236

胸当てぎり breast drills 080199

芽接ぎ用ナイフ budding knives 080099

木工ぎり（手持工具） gimlets [hand tools] 080124

もり harpoons 080140

やすり（工具） files [tools] 080227

弓のこぎり bow saws 080021

080194

リーマ reamers 080010

リーマ用ソケット reamer sockets 080011

漁用もり harpoons for fishing 080170

刀剣 N swords １３Ａ０３ 080208

サーベル sabres [sword]

仕込みづえ sword canes

短剣 N daggers 080246

日本刀 Japanese swords

ばん刀 non-Japanese swords [Bantoh]

［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

080022

サーベル sabres 080209

銃剣 bayonets 080025

刀剣のさや sword scabbards 080125

side arms, other than
firearms

携帯武器（火器を除く。）

augers [hand tools]螺旋状のきり（手持工具に当た
るものに限る。）

saws [hand tools]のこぎり（手持工具に当たるも
のに限る。）

extension pieces for braces
for screw taps

ねじタップのブレース用継ぎ足
し部品

screw-thread cutters [hand
tools]

ねじ切り工具（手持工具に当た
るものに限る。）

milling cutters [hand tools]フライス（手持工具に当たるも
のに限る。）

tube cutters [hand tools]パイプカッター（手持工具に当
たるものに限る。）

saw blades [parts of hand
tools]

のこぎりの刃（手持工具の部
品）
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類似商品・役務審査基準 第８類

１３Ｂ０１

審査基準 [ 6 類] 国際分類表 [ 6 類]

1 げんのう bushhammers [stone hammers]

つち mallets

ハンマー hammers [hand-operated]

2 ねじ回し類

スパナー spanners

ねじ回し screwdrivers, non-electric

モンキー adjustable spanners

3 こて troweling

左官用こて masons' trowels

烙
らく

印こて N branding irons 080122

4 万力 N vices 080244

5 やっとこ類

ニッパー nippers

プライヤー N pliers 080206

ペンチ cutting pliers

やっとこ N tongs 080207

6 つるはし類 picks

つるはし pickaxes and mattocks

ビータ tamping picks

7 ショベル類

角形ショベル spades

スコップ gardening trowels

丸形ショベル shovels

雪かき snow shovels

 （備考） (REMARKS) "Hand tools [other
than "carpenters' inkpots and
their accessories, razor
strops, sharpening steels and
whetstones"]" is presumed to
be similar to "hoes [hand-
held], digging forks [spading
forks], lawn rakes [hand-held
ones only]".

「手動工具（「すみつぼ類・革

砥
と

・鋼砥
と

・砥
と

石」を除く。）」

は、「くわ 鋤
すき

レーキ（手持

工具に当たるものに限る。）」

に類似と推定する。

carpenters' pincers [nail
pullers]

くぎ抜き

hand tools, hand operated,
other than bladed or pointed
hand tools

手動工具

soldering irons, non-
electric, non-gas operated

はんだごて

wrenches, hand-held toolsレンチ（手持工具に当たるもの
に限る。）

hand tools [other than
"carpenters' inkpots and
their accessories, razor
strops, sharpening steels and
whetstones"]

手動工具（「すみつぼ類・革砥
と

・鋼砥
と

・砥
と

石」を除く。）

１３Ｂ０１ １３Ｂ０２
１３Ｂ０３
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第８類 類似商品・役務審査基準

［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

石割り用ハンマー stone hammers 080047

園芸用移植ごて trowels [gardening] 080086

型押し用手動工具 embossers [hand tools] 080105

家畜用烙印用具 cattle marking tools 080031

家畜用烙印用具 livestock marking tools 080031

かなてこ crow bars 080250

080090

木づち（手持用具） mallets [hand instruments] 080155

緊急時用ハンマー emergency hammers 080290

080263

くい打ち器（手持用具） rams [hand tools] 080211

くぎ締め nail punches 080050

080023

くぎ抜き（手動式のもの） nail pullers, hand-operated 080023

080034

工具用ベルト（ホルダー） tool belts [holders] 080247

080262

小銭受け money scoops 080162

採掘用手動工具 diggers [hand tools] 080204

左官用こて trowels 080087

080147

地面突き棒（手持用具） earth rammers [hand tools] 080083

080052

080160

手動式ジャッキ lifting jacks, hand-operated 080024

ショベル（手持工具） shovels [hand tools] 080110

080187

スパナー（手持工具） spanners [hand tools] 080064

石工用ハンマー masons' hammers 080158

080228

大ハンマー sledgehammers 080157

080176

突き棒（手持用具） rammers [hand tools] 080172

つめ車（手持工具） ratchets [hand tools] 080065

つるはし pickaxes 080044

つるはし picks [hand tools] 080171

てこ levers 080153

電線被覆剥ぎ工具（手持工具） wire strippers [hand tools] 080259

留め継ぎ箱（手持工具） miter boxes [hand tools] 080253

留め継ぎ箱（手持工具） mitre boxes [hand tools] 080253

取付万力（手持器具） bench vices [hand implements] 080261

080282

080195screwdrivers, non-electricねじ回し（電動式のものを除
く。）

stirring sticks for mixing
paint

塗料混合用撹拌棒

foundry ladles [hand tools]鋳造用とりべ（手持工具に当た
るものに限る。）

fulling tools [hand tools]縮じゅう用工具（手持工具に当
たるものに限る。）

clamps for carpenters or
coopers

締め具（大工用又はおけ屋用の
もの）

non-electric caulking gunsコーキングガン（電気式のもの
を除く。）

punch pliers [hand tools]穿孔用プライヤー（手持工具に
当たるものに限る。）

hackles [hand tools]すきぐし（手持工具に当たるも
のに限る。）

metal band stretchers [hand
tools]

手動式金属バンド伸張器具

expanders [hand tools]管広げ用具（手持工具に当たる
ものに限る。）

nail drawers [hand tools]くぎ抜（手持工具に当たるもの
に限る。）

nail extractors, hand-
operated

くぎ抜き（手動式のもの）

metal wire stretchers [hand
tools]

金属製ワイヤ用伸張具（手持工
具）
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類似商品・役務審査基準 第８類

ハンマー hammers [hand tools] 080156

080081

びしゃん bushhammers 080036

びしゃん pickhammers 080036

フィッシュテープ（手持工具） draw wires [hand tools] 080258

フィッシュテープ（手持工具） fish tapes [hand tools] 080258

080163

080172

080014

マーリンスパイク marline spikes 080103

080051

万力 vises 080244

溝堀用手動工具 ditchers [hand tools] 080234

モールディング用鉄製器具 molding irons 080120

モールディング用鉄製器具 moulding irons 080120

やっとこ nippers 080207

やっとこ pincers 080207

080182

リベットハンマー（手持工具） riveting hammers [hand tools] 080038

レンチ（手持工具） wrenches [hand tools] 080064

１３Ｂ０２

(注)

大工用コンパス (注) carpenters' compasses

革砥
と razor strops [leather strops] １３Ｂ０３

鋼砥
と

N sharpening steels 080037

審査基準 [ 3 類] 国際分類表 [ 3 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

エメリーボード emery boards 080267

大がま用砥石 scythe stones 080115

回転砥石（手持工具） grindstones [hand tools] 080201

080201

革砥 leather strops 080006

革砥 razor strops 080082

革砥 stropping instruments 080091

sharpening wheels [hand
tools]

回転砥石（手持工具）

whetstones [sharpening
stones]砥

と
石

marking snap string to be
reeled out of Sumi-tsubo
[Tsubo-ito]

つぼ糸

riveters [hand tools]リベッタ（手持工具に当たるも
のに限る。）

fullers [hand tools]丸へし（手持工具に当たるもの
に限る。）

spatulas [hand tools]へら（手持工具に当たるものに
限る。）

Japanese style carpenters'
inkpots [Sumi-tsubo]

すみつぼ

Indian ink for blacking
Tsubo-ito [Nawa-zumi]

縄墨

carpenters' inkpots and their
accessories

すみつぼ類

pestles for pounding [hand
tools]

粉砕用乳棒（手持工具）

mortars for pounding [hand
tools]

粉砕用乳鉢（手持工具）

ladles [hand tools]ひしゃく及び取瓶（手持工具に
当たるものに限る。）
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第８類 類似商品・役務審査基準

研磨用鉄砥 glazing irons 080118

080118

080002

080092

金剛砂製グラインダー emery grinding wheels 080226

080268

砥石 sharpening stones 080003

砥石 whetstones 080115

砥石ホルダー whetstone holders 080068

ナイフ用鋼砥 knife steels 080037

刃研磨用具 blade sharpening instruments 080093

１９Ａ０５

缶切 can openers, non-electric

スプーン N spoons* 080080

N 080248

N 080249

フォーク forks [cutlery]

審査基準 [ 16,21,24 類] 国際分類表 [ 6,9,16,20,21,24 類]

 （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

缶切（電気式のものを除く。） can openers, non-electric 080169

缶切（電気式のものを除く。） tin openers, non-electric 080169

果物の芯抜き器 fruit corers 080285

果物用分割器 fruit segmenters 080284

手動式果実用スライサー hand-operated fruit slicers 080296

手動式スライサー kitchen mandolines 080286

080295

080279

080073

080073

080278

食卓用フォーク table forks 080070

080251

肉切り用大型フォーク carving forks 080292

vegetable shredders, hand-
operated

手動式野菜用シュレッダー

vegetable peelers, hand-
operated

手動式野菜用皮むき器

hand-operated corn cob
strippers

手動式のトウモロコシの穂軸ス
トリッパー（コーン粒取り器）

egg slicers, non-electric卵スライサー（電動式でないも
の）

vegetable spiralizers, hand-
operated

手動式野菜用らせん状カッター

vegetable slicers, hand-
operated

手動式野菜用スライサー

non-electric planes for
flaking dried bonito blocks
[Katsuo-bushi planes]

かつお節削り器

egg slicers, non-electricエッグスライサー（電気式のものを除
く。）

ski edge sharpening tools,
hand-operated

手動式スキーエッジ用研ぎ具

(REMARKS) "Spoons, forks
[cutlery]" is presumed to be
similar to "table knives".

「スプーン フォーク」は、
「洋食ナイフ」に類似と推定す
る。

pizza cutters, non-electricピザカッター（電気式のものを除く。）

cheese slicers, non-electricチーズスライサー（電気式のものを除
く。）

sharpening instruments研磨用具（手持工具に当たるも
のに限る。）

abrading instruments [hand
instruments]

研磨用具（手持工具に当たるも
のに限る。）

polishing irons [glazing
tools]

研磨用鉄砥
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080297

ミートクロー meat claws 080287

野菜用チョッパー vegetable choppers 080136

チャコ削り器 dressmakers' chalk sharpeners １９Ｂ０３

審査基準 [ 16,20,21,26 類] 国際分類表 [ 3,11,16,20,21,26 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

080116

ひだ付けアイロン goffering irons 080117

１９Ｂ２９

火ばし fire tongs

審査基準 [ 21 類] 国際分類表 [ 6,21 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

080255

炉辺鉄具 fire irons 080181

護身棒 N bludgeons １９Ｂ４３ 080130

［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

警棒 police batons 080130

警棒 truncheons 080130

メリケンサック knuckle dusters 080015

メリケンサック punch rings [knuckle dusters] 080015

ひげそり用具入れ N shaving cases ２１Ｆ０１ 080166

ペディキュアセット N pedicure sets 080106

まつ毛カール器 N eyelash curlers 080252

マニキュアセット N manicure sets 080231

審査基準 [ 3,10,18,20,21,26 類] 国際分類表 [ 3,10,18,20,21,24,26 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

かみそり用容器 razor cases 080107

毛抜き hair-removing tweezers 080102

ピッケル ice axes ２４Ｃ０３

審査基準 [ 6,21,22,24,28 類] 国際分類表 [ 6,18,20,22,24,28 類]

水中ナイフ diving knives ２４Ｃ０４

水中ナイフ保持具 diving knife holders

審査基準 [ 9,22,25,28 類] 国際分類表 [ 9,25,28 類]

fire pans for carrying live
charcoal [Juno]

十能

irons [non-electric hand
tools]

アイロン（手持工具）（電気式
のものを除く。）

food processors, hand-
operated

フードプロセッサー（手動式の
もの）

fireplace bellows [hand
tools]

暖炉用ふいご（手持工具）

fireplace bellows [hand-
tools]

暖炉用ふいご（手持工具に当たるものに限
る。）

3－151



第８類 類似商品・役務審査基準

パレットナイフ N palette knives ２５Ｂ０１ 080013

審査基準 [ 2,16,17 類] 国際分類表 [ 2,4,6,9,14,16,17,18,20,21,24 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

芸術家用へら spatulas for use by artists 080270

［参考］第8類のその他のアルファベット順一覧表掲載の表示

バンカー用レーキ sand trap rakes 09A41 13B01 080254

# 09E25 11A07 080289

# 09E25 11A07 080242
21F01

# 10C01 080017

# 10D01 13A01 080256
13A02

# 10D01 13A01 080269
13A02

# ピアス用耳穴あけ器 ear-piercing apparatus 10D01 21F01 080241

# 10D01 21F01 080288

アイロン flat irons 11A06 19B03 080224

11A07 13A01 080214

11A07 13A01 080214

11A07 13A01 080219

11A07 13A01 080221

11A07 13A01 080179

カールごて crimping irons 11A07 21F01 080121

電気式マニキュアセット manicure sets, electric 11A07 21F01 080243

11A07 21F01 080126

ヘアアイロン curling tongs 11A07 21F01 080058

手動利器 edge tools [hand tools] 13A01 13A03 080192

ナイフ（武器） blades [weapons] 13A01 13A03 080150

刃物類 cutlery* 13A01 13A03 080078

13A01 13B01 080096

園芸用器具（手動式のもの） garden tools, hand-operated 13A01 13B01 080145

13A01 13B01 080088

13A01 13B01 080275

13A01 13B01 080235

13A01 13B01 080237

13A01 13B01 080072
13B02 13B03

13A01 19A05 080203

13A01 19A05 080059table cutlery [knives, forks
and spoons]

スプーン、フォーク及び洋食ナ
イフ

scrapers [hand tools]スクレイパー（手持工具に当た
るものに限る。）

handles for hand-operated
hand tools

手動式の手持工具用柄

apparatus for destroying
plant parasites, hand-
operated

手動式植物の寄生虫駆除具

silver plate [knives, forks
and spoons]

銀製のスプーン、フォーク及び
洋食ナイフ

hand tools, hand-operated手持工具（手動式のもの）

scraping tools [hand tools]スクレイパー（手持工具に当た
るものに限る。）

nail clippers, electric or
non-electric

電気式及び非電気式つめ切り

hair clippers for personal
use, electric and non-
electric

電気式及び非電気式散髪用バリ
カン

nail buffers, electric or
non-electric

つめ磨き（電動式のもの又は電
動式でないもの）

thistle extractors [hand
tools]

あざみ抜き（手持工具）

hand implements for hair
curling

頭髪カール器

razors, electric or non-
electric

電動式又は非電動式かみそり

apparatus for tattooing入れ墨用器具

squares [hand tools]直角定規（手持工具に当たるも
のに限る。）

depilation appliances,
electric and non-electric

電気式及び非電気式脱毛器具

fingernail polishers,
electric or non-electric

つめ磨き器（電動式のもの又は
電動式でないもの）

sterile body piercing
instruments

無菌のボディピアス用穴あけ器

tattoo needles入れ墨用針

laser hair removal apparatus,
other than for medical
purposes

レーザー脱毛器具（医療用のも
のを除く。）
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13A01 19A05 080059

13A01 19A05 080273

13A01 19A05 080272

# 19B54 080202

# 19B54 080144

# 19B54 080144

# 19B54 080144

# 手動式空気ポンプ air pumps, hand-operated 19B54 080265

# 19B54 080174

# 19B54 080232

# 19B99 080245

# スキー用スクレーパー scrapers for skis 24C01 080274

hand pumps*手動ポンプ（手持工具に当たる
ものに限る。）

guns, hand-operated, for the
extrusion of mastics

手動式マスチック噴霧器

guns [hand tools]手動式噴霧器（手持工具に当た
るものに限る。）

insecticide vaporizers [hand
tools]

殺虫剤用噴霧器（手持工具に当
たるものに限る。）

insecticide sprayers [hand
tools]

table knives, forks and
spoons for babies

乳児用の食卓用ナイフ、フォー
ク及びスプーン

tableware [knives, forks and
spoons]

スプーン、フォーク及び洋食ナ
イフ

殺虫剤用噴霧器（手持工具に当
たるものに限る。）

insecticide atomizers [hand
tools]

殺虫剤用噴霧器（手持工具に当
たるものに限る。）

syringes for spraying
insecticides

殺虫剤散布器

table knives, forks and
spoons of plastic

プラスチック製の食卓用ナイ
フ、フォーク及びスプーン
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