類似商品・役務審査基準

第４３類
【商品・サービス国際分類表〔第１１－２０２２版〕
飲食物の提供；
一時宿泊施設の提供．

第43類

CLASS 43
類別表（注釈付き）】

注釈
第43類には、主として、消費のための飲食物の用意に関連して提供されるサービス及び一時宿泊施設を提供するサービスを
含む。
この類には、特に、次のサービスを含む：
宿泊の予約の取次ぎ、例えば、ホテルの予約の取次ぎ；
動物の宿泊施設の提供；
会議室、テント及び可搬式建築物の貸与；
高齢者用入所施設の提供（介護を伴うものを除く。）；
保育所における乳幼児の保育；
食品の装飾、食品の彫刻；
調理用機械器具の貸与；
椅子・テーブル・テーブル用リネン・ガラス食器の貸与；
水たばこの喫煙施設の提供；
個々の需要に応じた料理人による飲食物の提供．
この類には、特に、次のサービスを含まない：
ホテルの事業の管理（第35類）；
住居用の不動産、例えば、家又はアパートの貸与サービス（第36類）；
室内清掃（第37類）；
旅行及び輸送の予約（第39類）；
他人のためのビールの醸造及びぶどう酒の醸造、受託によるパンの製造（第40類）；
食品のくん製、食品及び飲料の保存加工（第40類）；
例えば、全寮制学校、保育所、スポーツキャンプ、ディスコ及びナイトクラブにより提供される、宿泊又は飲食物の提供が
付随しうるものを含む、知識の教授及び指導並びに娯楽の提供（第41類）；
美術館の提供（第41類）；
予後保養所及び保養所・療養所における治療・介護・栄養の指導（第44類）；
ベビーシッティング、ペットの世話（第45類）．

宿泊施設の提供

providing temporary
accommodation

（備考） 「温泉施設を有する宿泊施設の
提供」は、第４４類「温泉施設
の提供」に類似と推定する。

(REMARKS) "Providing
temporary accommodation with
hot-spring facilities" is
presumed to be similar to
"providing hot-spring
facilities" in Class 44.

［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
一時宿泊施設の提供
rental of temporary
accommodation
キャンプ場施設の提供
providing campground
facilities
休暇用宿泊施設の提供
rental of holiday
accommodation
休暇用宿泊施設の提供
rental of vacation
accommodation
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４２Ａ０１

430028
430026
430205
430205
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下宿屋における宿泊施設の提供
ハーフウエーハウス（社会復帰
訓練所）による一時宿泊施設の
提供

boarding house services
temporary accommodation
provided by halfway houses

430066
430204

ホテルにおける宿泊施設の提供
ホリデイキャンプ用宿泊施設の
提供

hotel accommodation services
holiday camp services
[lodging]

430073
430145

民宿における宿泊施設の提供
モーテルの提供

tourist home services
motel services

430071
430183

宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ

accommodation bureaux
services [hotels, boarding
houses]

４２Ａ０２

審査基準 [ 39 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
宿泊施設の予約の取次ぎ
boarding house bookings
宿泊の予約の取次ぎ
temporary accommodation
reservations
ホテルその他の宿泊施設のあっ
accommodation bureau services
せん
[hotels, boarding houses]
ホテルの予約の取次ぎ

飲食物の提供

1

2

3

日本料理を主とする飲食物の提
供
うどん又はそばの提供

providing Japanese cuisine

うなぎ料理の提供
すしの提供
てんぷら料理の提供

providing cooked eels
providing Sushi
providing Tempura [Japanese
food]

とんかつ料理の提供

providing pork cutlets

西洋料理を主とする飲食物の提
供

providing European cuisine

イタリア料理の提供
スペイン料理の提供
フランス料理の提供
ロシア料理の提供

providing
providing
providing
providing

中華料理その他の東洋料理を主
とする飲食物の提供

providing Chinese or other
Oriental cuisine

インド料理の提供
広東料理の提供

providing Indian cuisine
providing Kwangtung style
Chinese cuisine
providing Sichuan style
Chinese cuisine
providing Shanghai style
Chinese cuisine
providing Beijing style
Chinese cuisine

四川料理の提供
上海料理の提供
北京料理の提供
4

アルコール飲料を主とする飲食
物の提供

430104
430162
430004

hotel reservations

providing foods and beverages

providing Udon or Soba
noodles

Italian cuisine
Spanish cuisine
French cuisine
Russian cuisine

providing alcoholic beverages
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国際分類表 [ 39 類]

430105

４２Ｂ０１
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5

茶・コーヒー・ココア・清涼飲
料又は果実飲料を主とする飲食
物の提供

第43類

providing tea, coffee, cocoa,
carbonated drinks or fruit
juice beverages

［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
うどん及びそばの提供
udon and soba restaurant
services
カフェテリアにおける飲食物の
cafeteria services
提供
簡易食堂における飲食物の提供
喫茶店における飲食物の提供
軽食堂における飲食物の提供
ケーキの装飾
ケータリング（飲食物）
個々の需要に応じた料理人によ
る飲食物の提供
食事の支度に関する情報の提供
及び助言

430196
430025

canteen services
cafe services
snack-bar services
cake decorating
food and drink catering
personal chef services

430027
430024
430108
430198
430010
430200
430199

食品に関するレビューの提供
（飲食店で提供される飲食物に
関する情報の提供）

information and advice in
relation to the preparation
of meals
food reviewing services
[provision of information
about food and drinks]

食品の装飾
食品の彫刻
セルフサービス式レストランに
おける飲食物の提供

decorating of food
food sculpting
self-service restaurant
services

430197
430193
430107

バーにおける飲食物の提供
レストランにおける飲食物の提
供

bar services
restaurant services

430138
430102

和食の提供

washoku restaurant services

430195

動物の宿泊施設の提供

N

boarding for animals

430208

430134

４２Ｖ０４

審査基準 [ 44,45 類]

国際分類表 [ 44,45 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
動物の一時収容
animal pound services

保育所における乳幼児の保育

430203

preschooler and infant care
at daycare centers

４２Ｗ０１

審査基準 [ 45 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
保育所における乳幼児の保育
day-nursery [creche] services

高齢者用入所施設の提供（介護を伴うもの
を除く。）

N

retirement home services

430098

４２Ｗ０２

審査基準 [ 44 類]

会議室の貸与
展示施設の貸与

N

rental of meeting rooms
rental of facilities for
exhibitions

［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
可搬式更衣室の貸与
rental of portable dressing
rooms

3－537

国際分類表 [ 45 類]

４２Ｘ１０

430013
国際分類表 [ 44 類]

430187

430207
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布団の貸与
まくらの貸与
毛布の貸与

rental of Futon and quilts
rental of pillows
rental of blankets

４２Ｘ１２

家庭用電気式ホットプレートの貸与

rental of electric hot plates
for household purposes
rental of electric toasters
for household purposes
rental of microwave ovens for
household purposes

４２Ｘ１３

家庭用電気トースターの貸与
家庭用電子レンジの貸与

審査基準 [ 40 類]

国際分類表 [ 37,40,44 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
照明用器具の貸与
rental of lighting apparatus*

業務用加熱調理機械器具の貸与

rental of cooking equipment
for industrial purposes
rental of kitchen sinks
incorporating integrated
worktops for commercial use
rental of kitchen sinks for
commercial use

業務用調理台の貸与

業務用流し台の貸与

430192

４２Ｘ２４

審査基準 [ 37 類]

家庭用加熱器（電気式のものを除く。）の
貸与

rental of non-electric
cooking heaters for household
purposes
rental of kitchen sinks
incorporating integrated
worktops for household
purposes

家庭用調理台の貸与

家庭用流し台の貸与

rental of kitchen sinks for
household purposes

食器の貸与

rental of dishes

カーテンの貸与
家具の貸与
壁掛けの貸与
敷物の貸与

rental
rental
rental
rental

N

of
of
of
of

curtains
furniture
wall hangings
floor coverings

４２Ｘ２７

４２Ｘ２８

430210

［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
オフィス家具の貸与
rental of office furniture

おしぼりの貸与
タオルの貸与

(注)
(注)

rental of wet wipes
rental of towels

3－538

国際分類表 [ 37 類]

430211

４２Ｘ２９

類似商品・役務審査基準

［参考］第43類のその他のアルファベット順一覧表掲載の表示
一時宿泊施設の提供のための受
reception services for
付及び案内（鍵の授与）
temporary accommodation
[conferment of keys]
一時宿泊施設の提供のための受
reception services for
付及び案内（到着及び出発の管
temporary accommodation
理）
[management of arrivals and
departures]

#

テントの貸与
飲料水ディスペンサーの貸与
調理用機械器具の貸与

#

流し台の貸与
椅子・テーブル・テーブル用リ
ネン・ガラス食器の貸与
可搬式建築物の貸与

#

水たばこの喫煙施設の提供

第43類

42A01 42A02

430202

42A01 42A02

430194

rental of tents
rental of drinking water
dispensers
rental of cooking apparatus

42X10 42X90

430189
430191

42X13 42X24
42X27

430190

rental of kitchen sinks
rental of chairs, tables,
table linen, glassware
rental of transportable
buildings*
hookah lounge services

42X24 42X27
42X27 42X28

430206
430186

42X90

430160

42Z99

430201
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42X13 42X24

