
第34類 類似商品・役務審査基準

第３４類 CLASS 34

たばこ N tobacco ２７Ａ０１ 340003

かぎたばこ N snuff 340033

かみたばこ N chewing tobacco 340012

紙巻たばこ N cigarettes 340020

葉たばこ leaf tobacco

葉巻たばこ N cigars 340013

［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

喫煙用薬草 herbs for smoking* 340028

シガリロ cigarillos 340025

340019

340040

電子たばこ N electronic cigarettes ２７Ａ０１ ２７Ｂ０１ 340039

国際分類表 [ 12,16 類]

【商品・サービス国際分類表〔第１１－２０２２版〕 類別表（注釈付き）】

たばこ及び代用たばこ；

紙巻たばこ及び葉巻たばこ；

電子たばこ及び喫煙者用の経口吸入器；

喫煙用具；

マッチ．

注釈

第34類には、主として、たばこ及び喫煙用具、並びにそれらの使用に関する特定の付属品及び容器を含む。

この類には、特に、次の商品を含む：

代用たばこ（医療用のものを除く。）；

電子たばこ用香味料（精油のみから成るものを除く。）、喫煙者用の経口吸入器；

喫煙用薬草；

かぎたばこ；

たばこ及び喫煙用具の使用に関する特定の付属品及び容器、例えば、喫煙用ライター、灰皿、刻みたばこ入れ、かぎたばこ

入れ、葉巻貯蔵箱．

この類には、特に、次の商品を含まない：

医療用巻たばこ（たばこの葉を用いていないものに限る。）（第5類）；

電子たばこ用バッテリー及び充電器（第9類）；

自動車用灰皿（第12類）．

cigarettes containing tobacco
substitutes, not for medical
purposes

代用たばこを含む紙巻きたばこ
（医療用のものを除く。）

Japanese shredded tobacco
[Kizami tobacco]

刻みたばこ

liquid solutions for use in
electronic cigarettes

電子たばこ用リキッド
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類似商品・役務審査基準 第34類

喫煙用具 smokers' articles ２７Ｂ０１

国際分類表 [ 12,16 類]

たばこ入れ tobacco pouches

たばこケース cigarette cases

たばこホルダー cigarette holders

たばこ盆 tobacco trays

たばこ用フィルター cigarette filters

灰皿 ashtrays

パイプ tobacco pipes

パイプ掃除器 tobacco pipe cleaners

葉巻たばこ用カッター N cigar cutters 340014

マッチ支持具 match holders

ライター石 lighter flints

［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

かぎたばこ入れ snuff boxes 340034

紙巻たばこ用チップ cigarette tips 340005

紙巻たばこ用パイプ cigarette holders 340022

340023

紙巻たばこ用フィルター cigarette filters 340006

紙巻たばこ用容器 cigarette cases 340016

340044

刻みたばこ入れ tobacco jars 340032

刻みたばこ入れ tobacco pouches 340004

喫煙者用たんつぼ spittoons for tobacco users 340037

喫煙者用の経口吸入器 oral vaporizers for smokers 340041

喫煙パイプ tobacco pipes 340009

340011

喫煙用ライター lighters for smokers 340007

340021

340008

灰皿 ashtrays for smokers 340036

340026

340030

340002tips of yellow amber for
cigar and cigarette holders

葉巻たばこ用及び紙巻たばこ用
のパイプのこはく製チップ

pipe racks for tobacco pipesパイプ立て（喫煙パイプ用のも
のに限る。）

pipe cleaners for tobacco
pipes

パイプクリーナー（喫煙パイプ
用のもの）

pocket machines for rolling
cigarettes

携帯用のたばこ紙巻き器

absorbent paper for tobacco
pipes

喫煙パイプ用吸収紙

gas containers for cigar
lighters

シガーライター用ガス容器

wicks adapted for cigarette
lighters

紙巻きたばこ用ライター専用の
芯

mouthpieces for cigarette
holders

紙巻たばこ用パイプの吸い口

liquefied gas cylinders for
cigarette lighters

ライター用液化ガス入りボンベ

lighters for smokers
[cigarette lighters]

ライター

pipes for mentholated tobacco
substitutes

ハッカパイプ

absorbent paper for tobacco
pipes

パイプ用吸収紙

pocket machines for rolling
cigarettes

たばこ紙巻き器

Asian long tobacco pipe
sheaths

きせる筒

Asian long tobacco pipes
[Kiseru]

きせる
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第34類 類似商品・役務審査基準

葉巻たばこ用パイプ cigar holders 340017

葉巻たばこ用容器 cigar cases 340015

葉巻貯蔵箱 humidors 340038

マッチ入れ match holders 340031

水パイプ hookahs 340045

ライター石 firestones 340027

マッチ N matches ２７Ｃ０１ 340001

安全マッチ safety matches

硫黄マッチ sulfur matches

パラフィンマッチ paraffin matches

［参考］第34類のその他のアルファベット順一覧表掲載の表示

# 04D01 340042

# 04D01 340042

# 04D01 340043

# 04D01 340043

# 紙巻たばこ用紙 cigarette paper 25A01 340024

# 紙巻たばこ用紙の束 books of cigarette papers 25A01 340010

マッチ箱 matchboxes 27B01 27C01 340035

flavourings, other than
essential oils, for use in
electronic cigarettes

電子たばこ用香味料（精油のみ
から成るものを除く。）

flavorings, other than
essential oils, for use in
electronic cigarettes

電子たばこ用香味料（精油のみ
から成るものを除く。）

flavourings, other than
essential oils, for tobacco

たばこ用香味料（精油のみから
成るものを除く。）

flavorings, other than
essential oils, for tobacco

たばこ用香味料（精油のみから
成るものを除く。）
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