
第31類 類似商品・役務審査基準

第３１類 CLASS 31

２０Ｆ０１

審査基準 [ 6,19,20,21,24,26 類] 国際分類表 [ 6,19,20,21,24,26 類]

釣り用餌 fishing baits ２４Ｄ０１

審査基準 [ 28 類] 国際分類表 [ 20,28 類]

生き餌 live baits

［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

釣り用生き餌 fishing bait, live 310132

凍結乾燥された釣り用餌 freeze-dried fishing bait 310169

ホップ N hops ３１Ａ０６ 310073

審査基準 [ 32 類] 国際分類表 [ 32 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

ホップの実 hop cones 310038

【商品・サービス国際分類表〔第１１－２０２２版〕 類別表（注釈付き）】

未加工の農業、水産養殖業、園芸及び林業の生産物；

生及び未加工の穀物及び種子；

生鮮の果実及び野菜、生鮮のハーブ；

自然の植物及び花；

球根、苗及び種まき用の種子；

生きている動物；

動物用飼料及び飲料；

麦芽．

注釈

第31類には、主として、食用の処理をしていない陸産物及び海産物、生きている動植物及び飼料を含む。

この類には、特に、次の商品を含む：

未加工穀物；

生鮮の果実及び野菜（洗浄及びつや出ししたもの）；

飼料用植物絞りかす；

未加工の藻類；

製材前の木材；

ふ化用受精卵；

生のきのこ及び生のトリュフ；

動物用寝わら、例えば、ペット用芳香砂（寝わら）、ペット用砂敷き紙（寝わら）．

この類には、特に、次の商品を含まない：

医療用の培養微生物及び蛭（第5類）；

動物用の栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）及び医療用飼料（薬剤）（第5類）；

半加工木材（第19類）；

釣用擬似餌（第28類）；

米（第30類）；

たばこ（第34類）．

wreaths of natural flowers
for ceremonies or funerals

生花の花輪
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類似商品・役務審査基準 第31類

３２Ｃ０１

審査基準 [ 29 類] 国際分類表 [ 29 類]

N 310156

N 310137

N 310133

(注)

［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

310162

310136

310140

310134

310041

310155

310145

310168

310168

310154

310157

310135lobsters, liveロブスター（生きているものに
限る。）

molluscs, live軟体動物（生きているものに限
る。）

sea-cucumbers, liveなまこ（生きているものに限
る。）

salmon, liveさけ（生きているものに限
る。）

tuna, liveまぐろ（生きているものに限
る。）

herrings, liveにしん（生きているものに限
る。）

mollusks, live軟体動物（生きているものに限
る。）

mussels, liveい貝（生きているものに限
る。）

anchovy, liveアンチョビー（カタクチイワ
シ）（生きているものに限
る。）

blue mussels, liveムール貝（生きているものに限
る。）

shellfish, live甲殻類及び貝類（生きているも
のに限る。）

crustaceans, live甲殻類（生きているものに限
る。）

spiny lobsters, liveいせえび（生きているものに限
る。）

すっぽん（生きているものに限
る。）

sea basses, liveすずき（生きているものに限
る。）

crayfish, liveざりがに（生きているものに限
る。）

clams, liveはまぐり（生きているものに限
る。）

octopuses, liveたこ（生きているものに限
る。）

sea breams, liveたい（生きているものに限
る。）

edible aquatic animals, live食用魚介類（生きているものに限る。）

abalones, liveあわび（生きているものに限
る。）

short-necked clams, liveあさり（生きているものに限
る。）

ark-shells, live赤貝（生きているものに限
る。）

shrimps, prawns and lobsters,
live

えび（生きているものに限
る。）

sardines, liveいわし（生きているものに限
る。）

cuttlefish, squids and
calamaries, live

いか（生きているものに限
る。）

carp, liveこい（生きているものに限
る。）

crabs, liveかに（生きているものに限
る。）

oysters, live
牡
か
蠣
き
（生きているものに限

る。）

soft-shelled turtles, live
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第31類 類似商品・役務審査基準

海藻類 edible seaweeds, unprocessed ３２Ｃ０２

国際分類表 [ 22 類]

あおさ sea lettuce [Aosa seaweed]

昆布 kelp [Kombu seaweed]

天草 agar [Tengusa seaweed]

のり laver [Nori seaweed]

ひじき brown algae [Hijiki seaweed]

わかめ seaweed [Wakame]

N vegetables, fresh 310042

３２Ｄ０１

審査基準 [ 29 類]

キャベツ green cabbages, fresh

きゅうり N cucumbers, fresh 310037

さつまいも sweet potatoes, fresh

しいたけ mushrooms (Shiitake), fresh

しそ perilla leaves (Shiso), fresh

じゃがいも N potatoes, fresh 310110

しょうが gingers, fresh

大根 white radishes, fresh

たけのこ bamboo shoots, fresh

とうがらし peppers, fresh

とうもろこし（野菜） corn [fresh vegetables]

トマト tomatoes, fresh

なす eggplants, fresh

人参 carrots, fresh

ねぎ leeks, fresh

パセリ parsley, fresh

ほうれんそう N spinach, fresh 310149

まつたけ Matsutake mushrooms, fresh

もやし bean sprouts, fresh

レタス N lettuce, fresh 310075

Chinese cabbages (Hakusai),
fresh

はくさい

Japanese edible ferns
(Zenmai), fresh

ぜんまい

flavoring leaves of Japanese
pepper tree (Sansho), fresh

さんしょう

Japanese edible brackens
(Warabi), fresh

わらび

Japanese edible horseradishes
(Wasabi), fresh

わさび

Japanese edible butterburs
(Fuki), fresh

ふき

young soybeans in the pod
(Eda-mame), fresh

枝豆

fresh vegetables, other than
tea leaves

野菜（「茶の葉」を除く。）

野菜

green beans (string beans),
fresh

さやいんげん

Japanese burdock roots
(Goboh), fresh

ごぼう

pumpkins (marrows and
squashes), fresh

かぼちゃ

３２Ｄ０１ ３２Ｄ０３
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類似商品・役務審査基準 第31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

アーティチョーク artichokes, fresh 310153

かぼちゃ squashes, fresh 310043

かぼちゃ vegetable marrows, fresh 310159

食用生花 edible flowers, fresh 310170

310164

生鮮のハーブ garden herbs, fresh 310070

生鮮の豆類 beans, fresh 310054

たまねぎ onions, fresh 310092

チコリー chicory, fresh 310030

チコリーの根 chicory roots 310029

生のえんどう peas, fresh 310109

生のきのこ mushrooms, fresh 310024

生のしょうが ginger, fresh 310171

生の大豆 soya beans, fresh 310172

生のトリュフ truffles, fresh 310121

生のにんにく garlic, fresh 310158

生のピーナッツ peanuts, fresh 310126

生のレンズ豆 lentils, fresh 310076

未加工のローカストビーン locust beans, raw 310022

リーキ leeks, fresh 310108

ルバーブ rhubarb, fresh 310116

茶の葉 tea leaves, unprocessed ３２Ｄ０３

糖料作物 sugar crops ３２Ｄ０２

砂糖きび sugar cane

てんさい sugar beet

［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

さとうきび sugarcane 310021

ビート beet, fresh 310015

果実 N fruit, fresh ３２Ｅ０１ 310062

審査基準 [ 29 類] 国際分類表 [ 29 類]

アーモンド almonds, fresh

いちご strawberries, fresh

オレンジ N oranges, fresh 310094

柿 Japanese persimmons, fresh

カシュウナッツ cashew nuts, fresh

くり chestnuts, fresh

くるみ walnuts, fresh

コーラナッツ cola nuts, fresh

ココナッツ coconuts, fresh

すいか watermelons, fresh

梨 pears, fresh

unprocessed sweet corn ears
[husked or unhusked]

スイートコーン
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第31類 類似商品・役務審査基準

バナナ bananas, fresh

びわ（果実） loquats, fresh

ぶどう N grapes, fresh 310115

ヘーゼルナッツ N hazelnuts, fresh 310087

松の実 pine nuts, fresh

メロン melons, fresh

桃 peaches, fresh

りんご apples, fresh

レモン N lemons, fresh 310032

［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

アーモンド（果実） almonds [fruits] 310125

柑橘類 citrus fruit, fresh 310002

コーラナッツ cola nuts 310074

コーラナッツ kola nuts 310074

ココナッツ coconuts 310034

生栗 chestnuts, fresh 310027

生のオリーブ olives, fresh 310093

ネズの実 juniper berries 310064

ベリー類 berries, fresh 310013

松の実 pine cones 310105

未加工のナッツ nuts, unprocessed 310004

盛り合わせた果実 arrangements of fresh fruit 310161

麦芽 malt, not for food ３２Ｆ１３

国際分類表 [ 30,32 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

310084

あわ foxtail millet, unprocessed ３３Ａ０１

きび proso millet, unprocessed

ごま sesame, unprocessed

そば（穀物） N buckwheat, unprocessed 310166

とうもろこし（穀物） corn [unprocessed grain]

籾
もみ

米 N rice, unprocessed 310144

もろこし sorghum, unprocessed

審査基準 [ 29,30 類] 国際分類表 [ 29,30 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

えん麦 oats 310012

大麦 barley* 310095

穀物 grains [cereals] 310066

小麦 wheat 310061

スペルト小麦（未加工のもの） spelt, unprocessed 310178

310180

malt for brewing and
distilling

醸造用及び蒸留用麦芽

mandarin oranges
(tangerines), fresh

みかん

small spelt, unprocessed小さなスペルト小麦（未加工の
もの）

wheat, barley and oats,
unprocessed

麦

Japanese barnyard millet,
unprocessed

ひえ
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類似商品・役務審査基準 第31類

未加工のキノア quinoa, unprocessed 310165

未加工の食用亜麻仁 edible flaxseed, unprocessed 310160

未加工の食用亜麻仁 edible linseed, unprocessed 310160

未加工の食用ごま edible sesame, unprocessed 310120

ライ麦 rye 310118

３３Ａ０２

審査基準 [ 29,30 類] 国際分類表 [ 29,30 類]

飼料 N animal foodstuffs ３３Ｂ０１ 310007

審査基準 [ 5 類] 国際分類表 [ 5 類]

魚かす fish meal [animal feed]

合成飼料 synthetic animal feed

米ぬか rice bran [animal feed]

混合飼料 mixed animal feed

しょうゆかす（飼料） soy sauce cakes [animal feed]

大豆油かす soy bean meal [animal feed]

でん粉かす starch pulp [animal feed]

肉粉（飼料） meat scrap meal [animal food]

配合飼料 formula animal feed

ペットフード N pet food 310138

［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

油かす oil cake 310026

犬用ビスケット dog biscuits 310031

家きんの飼料用ひき割り小麦 groats for poultry 310069

310052

家畜用塩 salt for cattle 310014

310026

家畜用飼料 cattle food 310060

家畜用とうもろこし搾りかす maize cake for cattle 310083

家畜用菜種搾りかす rape cake for cattle 310036

酒の搾りかす draff 310049

310122

飼料 fodder 310060

飼料 forage 310060

310150

310150

飼料用あらびき粉 meal for animals 310088

310124

飼料用果実絞りかす fruit residue [marc] 310086

310143

飼料用酵母 yeast for animal consumption 310077

飼料用穀物 grains for animal consumption 310067

310152wheat germ for animal
consumption

飼料用小麦胚芽

fish meal for animal
consumption

飼料用魚粉

algarovilla for animal
consumption

飼料用アルガロビラ

cattle cake家畜用搾りかす（家畜用濃厚飼
料）

livestock fattening
preparations

家畜肥育用配合飼料

protein foodstuffs for animal
consumption

飼料用たんぱく

linseed for animal
consumption

飼料用亜麻仁

flaxseed for animal
consumption

飼料用亜麻仁

residue in a still after
distillation

蒸留残留物
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第31類 類似商品・役務審査基準

飼料用根菜類 roots for animal consumption 310114

310048

飼料用石灰 lime for animal forage 310028

310129

310129

310151

310151

飼料用ひき割り米 rice meal for forage 310053

310039

飼料用わら straw [forage] 310099

畜舎での肥育に用いる飼料 stall food for animals 310112

動物肥育用配合飼料 animal fattening preparations 310052

動物用噛み餌 edible chews for animals 310141

動物用ピーナッツ飼料 peanut cake for animals 310128

動物用ひき割りピーナッツ peanut meal for animals 310127

鳥の餌用いかの甲 cuttle bone for birds 310097

鳥用餌 bird food 310035

ぬか類 bran 310016

配合飼料 strengthening animal forage 310059

ひき割り亜麻（飼料） flax meal [fodder] 310079

ぶどうの搾りかす marc 310086

ペット用飲料 beverages for pets 310142

干し草 hay 310058

マッシュ状飼料 mash for fattening livestock 310102

310111

種子類 seeds and bulbs ３３Ｃ０１

国際分類表 [ 29 類]

採油用種子類 oil seeds

［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

麻の種（未加工のもの） hemp seeds, unprocessed 310177

310025

球根 bulbs 310091

310065

種まき用の種子 plant seeds 310068

種まき用の種子 seeds for planting 310068

seeds for agricultural
purposes

農産用種子

bulbs for agricultural
purposes

農産用球根

spores and spawn for
agricultural purposes

種菌

seed germ for botanical
purposes

植物育成用の（種子）胚

mushroom spawn for
propagation

きのこの菌糸

bran mash for animal
consumption

飼料用マッシュ状ぬか類

linseed meal for animal
consumption

飼料用ひき割り亜麻仁

flaxseed meal for animal
consumption

飼料用ひき割り亜麻仁

seeds for horticultural
purposes

園芸用種子

bulbs for horticultural
purposes

園芸用球根

preparations for egg laying
poultry

卵用種の家きん用配合飼料

residual products of cereals
for animal consumption

飼料用の穀物かす

by-products of the processing
of cereals, for animal
consumption

飼料用の穀物かす

distillery waste for animal
consumption

飼料用蒸留かす
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類似商品・役務審査基準 第31類

花の球根 flower bulbs 310091

未加工のかぼちゃの種 unprocessed squash seeds 310176

未処理の穀物種子 cereal seeds, unprocessed 310023

木 N trees ３３Ｄ０１ 310008

草 grasses [plants]

芝 N turf, natural 310063

ドライフラワー dried flowers

苗 N seedlings 310072

苗木 saplings

花 flowers [natural]

牧草 pasture grass

盆栽 potted dwarfed trees [Bonsai]

1 木 N trees 310008

草 grasses [plants]

芝 N turf, natural 310063

ドライフラワー dried flowers

苗 N seedlings 310072

苗木 saplings

牧草 pasture grass

盆栽 potted dwarfed trees [Bonsai]

2 花 flowers [natural]

［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

アロエベラ（植物） aloe vera plants 310148

移植用芝 sod 310063

イヌハッカ catnip 310179

いらくさ nettles 310096

花粉（原料） pollen [raw material] 310057

潅木 bushes 310011

潅木 shrubs 310011

こしょうの木 peppers [plants] 310106

サウナ用の箒状の樺の木 birch sauna whisks 310175

自然の花 flowers, natural 310055

植物 plants 310071

装飾用乾燥植物 plants, dried, for decoration 310107

310056

大麻（植物） cannabis plants 310173

ばらの木 rose bushes 310117

ぶどうの木 vine plants 310104

未加工の大麻 cannabis, unprocessed 310174

やしの木 palm trees 310101

３３Ｄ０２

国際分類表 [ 5 類]

観賞魚 aquarium fish

live mammals, fish [not for
food], birds and insects

獣類・魚類（食用のものを除く。）・鳥類
及び昆虫類（生きているものに限る。）

flowers, dried, for
decoration

装飾用ドライフラワー

wreaths of natural flowers
for decoration

装飾用生花のリース
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第31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

蚕 silkworms 310119

310123

310163

310006

310167

肥育した家畜 bred stock 310050

見世物用動物 menagerie animals 310005

蚕種 N silkworm eggs ３３Ｄ０３ 310090

種繭 cocoons for silkworm breeding

種卵 eggs for hatching ３３Ｄ０４

［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

魚卵 fish spawn 310089

ふ化用受精卵 eggs for hatching, fertilised 310045

ふ化用受精卵 eggs for hatching, fertilized 310045

漆の実 Urushi tree seeds ３４Ｅ０１

国際分類表 [ 20 類]

未加工のコルク N rough cork ３４Ｅ０２ 310078

やしの葉 palm tree leaves, unworked

審査基準 [ 20 類] 国際分類表 [ 17,20,21 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

ココナッツの殻 coconut shell 310033

未加工の樹皮 raw barks 310139

310131

310100

［参考］第31類のその他のアルファベット順一覧表掲載の表示

# 樹幹 trunks of trees 07C01 310010

# 製材前の木材 unsawn timber 07C01 310017

# 未加工の木材 undressed timber 07C01 310019

# 動物用寝わら litter for animals 19B33 310080

# ペットのトイレ用砂 sand for pet toilets 19B33 310181

# 19B33 310146

# 19B33 310147

# 敷わら straw litter 19B33 34E03 310098

# 19B33 34E03 310081

ペット用芳香砂（寝わら）

sanded paper [litter] for
pets

ペット用砂敷き紙（寝わら）

palms [leaves of the palm
tree]

やしの葉

bagasses of cane [raw
material]

未加工のバガス

litter peat動物用・園芸用敷きわらピート
モス

aromatic sand [litter] for
pets

poultry, live家きん（生きているものに限
る。）

koi carp, live錦鯉（生きているものに限
る。）

live animals動物（生きているものに限
る。）

edible insects, live食用昆虫類（生きているものに
限る。）
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類似商品・役務審査基準 第31類

生花の花輪・リース wreaths of natural flowers 20F01 33D01 310044

# クリスマスツリー用の木 Christmas trees* 24A01 33D01 310009

魚（生きているものに限る。） fish, live 32C01 33D02 310103

32C02 33B01 310003

32C02 33B01 310003

とうもろこし maize 32D01 33A01 310082

# 未加工のカカオ豆 cocoa beans, raw 32D04 310020

# コプラ copra 32F04 310040

# 34D01 310018

# 根覆い用わら straw mulch 34E03 310046

wood chips for the
manufacture of wood pulp

パルプ製造用木材チップ

algae, unprocessed, for human
or animal consumption

未加工の食用又は飼料用の藻類

seaweed, unprocessed, for
human or animal consumption

未加工の食用又は飼料用の海藻
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