
第44類 類似商品・役務審査基準

第４４類 CLASS 44

美容 N beauty salon services ４２Ｃ０１ 440020

理容 barbershops

審査基準 [ 45 類] 国際分類表 [ 41,45 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

エステティシャンによる美容 aesthetician services 440241

植毛 hair implantation 440180

爪の美容 manicuring 440151

【商品・サービス国際分類表〔第１１－２０２２版〕 類別表（注釈付き）】

医療サービス；

獣医サービス；

人又は動物に関する衛生及び美容；

農業、水産養殖業、園芸及び林業サービス．

注釈

第44類には、主として、人又は事業所が人及び動物に提供する、代替医療を含む医療ケア、衛生及び美容ケア、並びに農

業、水産養殖業、園芸及び林業の分野に関連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：

病院における医療；

遠隔医療；

歯科医業、検眼及びメンタルヘルスサービス；

病院における医療及び医療用研究室における診断及び治療目的の医療分析、例えば、Ｘ線検査及び血液サンプルの採取；

セラピー、例えば、物理療法又は理学療法による治療及び言語療法による治療；

薬局における助言及び薬剤師による調剤；

輸血用血液及びヒト組織の管理・提供；

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；

食事療法による健康指導及び栄養に関する助言；

温泉療法用施設の提供；

人工授精及び試験管内授精サービス；

動物の飼育；

動物の美容；

ボディピアスの穴あけ及び入れ墨；

庭の手入れに関するサービス、例えば、苗の育成、景観の設計、庭園の手入れ、芝生の手入れ；

花の芸術に関するサービス、例えば、花の飾り付け、花輪の作成；

雑草の除去、有害動物及び害虫の駆除（農業・水産養殖業・園芸・林業に関するもの）．

この類には、特に、次のサービスを含まない：

有害動物及び害虫の駆除（農業、水産養殖業、園芸及び林業用に関するものを除く。）（第37類）；

灌漑用機械器具の設置及び修理サービス（第37類）；

救急車による輸送（第39類）；

と殺及び剥製（第40類）；

木材の伐採及び加工（第40類）；

動物の調教サービス（第41類）；

運動のためのヘルスクラブの提供（第41類）；

医学用科学的研究サービス（第42類）；

動物の宿泊施設の提供（第43類）；

高齢者用入所施設の提供（介護を伴うものを除く。）（第43類）；

葬儀の執行（第45類）．
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類似商品・役務審査基準 第44類

頭髪に関する理容・美容 hairdressing 440034

頭髪の染毛 hair coloring services 440242

頭髪の染毛 hair colouring services 440242

頭髪の染毛 hair dyeing services 440242

日焼け施設の提供 solarium services 440201

美容師による美容 beautician services 440203

ボディワックスによる脱毛 depilatory waxing 440213

理髪店による理容 barber shop services 440249

入浴施設の提供 providing bath houses ４２Ｄ０１

 （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

440018

サウナの提供 sauna services 440200

サウナ風呂の提供 Turkish bath services 440019

庭園樹の植樹 garden tree planting ４２Ｌ０１

庭園又は花壇の手入れ garden or flower bed care

肥料の散布 fertilizer spreading

［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

440206

440115

440115

芝生の手入れ lawn care 440148

樹木の移植 transplanting of trees 440244

樹木の剪定 pruning of trees 440243

樹木への施術 tree surgery 440166

植物の栽培 cultivation of plants 440231

森林再生のための植林 reforestation services 440217

庭園の手入れ landscape gardening 440012

苗の育成 plant nursery services 440094

庭の手入れ gardening 440077

庭の手入れ horticulture 440072

ぶどうの栽培 viticulture services 440227

440228consultancy in the field of
viticulture

ぶどうの栽培に関する助言

aerial and surface spreading
of fertilizers and other
agricultural chemicals

空中及び地上での肥料及び農薬
の散布

(REMARKS) "Providing hot-
spring facilities" is
presumed to be similar to
"providing temporary
accommodation with hot-spring
facilities" in Class 43.

「温泉施設の提供」は、第４３
類「温泉施設を有する宿泊施設
の提供」に類似と推定する。

providing hot-spring
facilities

温泉施設の提供

aerial and surface spreading
of fertilisers and other
agricultural chemicals

空中及び地上での肥料及び農薬
の散布

tree planting for carbon
offsetting purposes

カーボンオフセットを目的とし
た植林

public bath services for
hygiene purposes

公衆浴場の提供
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第44類 類似商品・役務審査基準

雑草の防除 weed killing ４２Ｍ０１

［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

雑草の除去 weed killing 440171

４２Ｍ０２

［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

440220

440168

景観の設計 N landscape design ４２Ｎ０１ 440199

審査基準 [ 42 類] 国際分類表 [ 42 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

景観の設計 landscape architecture 440245

４２Ｖ０１

カイロプラクティック N chiropractic 440032

きゅう moxibustion

整体 bodywork therapy

はり治療 N acupuncture 440235

［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

アロマテラピーの提供 aromatherapy services 440193

マッサージ massage 440086

医業 medical practice ４２Ｖ０２

医療情報の提供 providing medical information

健康診断 physical examination

歯科医業 N dentistry services 440113

国際分類表 [ 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

440256

医療看護 nursing, medical 440153

医療施設における医療 health center services 440209

医療施設における医療 health centre services 440209

cultured cell bank services
for medical transplantation

移植用の培養細胞の管理・提供

preparation and dispensing of
medications

調剤

treatment for dislocated
joints, sprain, bone
fractures [judo-seifuku]

柔道整復

massage and therapeutic
Shiatsu massage

あん摩・マッサージ及び指圧

vermin exterminating for
agriculture, aquaculture,
horticulture and forestry

有害動物の駆除（農業・水産養
殖業・園芸・林業に関するも
の）

pest control services for
agriculture, aquaculture,
horticulture and forestry

害虫の駆除（農業・水産養殖
業・園芸又は林業に関するも
の）

vermin exterminating [for
agriculture, aquaculture,
horticulture or forestry]

有害動物の防除（農業・水産養殖業・園芸
又は林業に関するものに限る。）

3－542



類似商品・役務審査基準 第44類

440254

440226

医療補助 medical assistance 440087

440225

入れ墨 tattooing 440197

遠隔医療 telemedicine services 440198

音楽療法による治療 music therapy 440253

温泉療法用施設の提供 health spa services 440202

440257

緩和ケア palliative care 440218

矯正歯科医業 orthodontic services 440214

芸術療法による治療 art therapy 440252

形成外科医業 plastic surgery 440156

検眼 opticians' services 440092

言語療法による治療 speech therapy 440211

440240

440255

作業療法による治療 occupational therapy 440246

サナトリウムにおける医業 sanatorium services 440106

440260

440215

助産 midwife services 440152

精神分析 services of a psychologist 440185

ダンス療法による治療 dance therapy 440251

注意欠如・多動症の検査 ADHD screening services 440259

440259

注意力欠如障害の検査 ADD screening services 440258

440258

動物介在療法による治療 animal-assisted therapy 440224

ヒト組織の管理・提供 human tissue bank services 440221

病院における医療 hospital services 440059

病院における医療 medical clinic services 440021

440097

440097

ホスピスにおける医業 hospice services 440147

ボディピアスの穴あけ body piercing 440216

440204

薬局における助言 pharmacy advice 440154

輸血用血液の管理・提供 blood bank services 440133

予防接種 vaccination services 440262

preparation of prescriptions
by pharmacists

薬剤師による調剤

physiotherapy物理療法又は理学療法による治
療

physical therapy物理療法又は理学療法による治
療

Attention Deficit Disorder
screening services

注意力欠如障害の検査

Attention Deficit
Hyperactivity Disorder
screening services

注意欠如・多動症の検査

medical advice for
individuals with disabilities

障害者への医療に関する助言

diagnosis of visual
processing disorders

視覚処理障害の診断

medical treatment using
cultured cells

細胞培養を利用した治療

regenerative medicine
services

再生医療による治療

learning disability screening
services

学習障害の検査

medical analysis services for
diagnostic and treatment
purposes provided by medical
laboratories

医療用研究室における診断及び
治療目的の医療分析

medical screening医療のためのスクリーニング検
査

remote monitoring of medical
data for medical diagnosis
and treatment

医療診断及び治療のための医療
データの遠隔監視
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第44類 類似商品・役務審査基準

４２Ｖ０３

［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

440233

動物の飼育 N animal breeding ４２Ｖ０４ 440009

動物の治療 veterinary services

動物の美容 beautification for animals

審査基準 [ 43,45 類] 国際分類表 [ 43,45 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

獣医補助 veterinary assistance 440111

動物の美容 animal grooming 440131

ペットの美容 pet grooming 440173

介護 nursing care ４２Ｗ０２

審査基準 [ 43 類] 国際分類表 [ 43 類]

施設における介護 nursing care at facilities

訪問による介護 N home-visit nursing care 440229

植木の貸与 rental of potted plants ４２Ｘ０３

農業用機械器具の貸与 N farming equipment rental ４２Ｘ０５ 440084

［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

みつばちの巣箱の貸与 rental of beehives 440223

４２Ｘ０９

［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

医療用機械器具の貸与 medical equipment rental 440208

外科手術用ロボットの貸与 rental of surgical robots 440232

４２Ｘ１７rental of fishing equipment
and instruments

漁業用機械器具の貸与

rental of ultrasonic
diagnostic apparatus

超音波診断装置の貸与

rental of medical X-ray
apparatus

医療用Ｘ線装置の貸与

rental of medical apparatus
and instruments

医療用機械器具の貸与

dietary and nutritional
advice

栄養に関する助言

dietary and nutritional
guidance

栄養の指導
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類似商品・役務審査基準 第44類

４２Ｘ２３

芝刈機の貸与 rental of lawnmowers ４２Ｘ２６

［参考］第44類のその他のアルファベット順一覧表掲載の表示

# 41K01 41K02 440248

吸角療法による治療及び美容 cupping therapy 42C01 42V01 440236

セラピー therapy services 42V01 42V02 440205

代替医療による治療 alternative medicine services 42V01 42V02 440210

42V01 42V02 440195

42V01 42V02 440219
42V03 42W02

42V01 42V02 440043
42V03 42W02

42V01 42V02 440114
42V03 42W02

42V01 42V03 440237
42W02

健康管理に関する指導及び助言 health care 42V02 42V03 440060

健康管理に関する指導及び助言 health counseling 42V02 42V03 440212

健康管理に関する指導及び助言 health counselling 42V02 42V03 440212

健康評価 health assessment services 42V02 42V03 440247

42V02 42V04 440196

42V02 42V04 440196

42V02 42V04 440194

# 水産動植物の養殖 aquaculture services 42V04 42Z99 440207

42X05 42X26 440261

# 42X13 42X23 440230

# 42X90 440188

# 42X90 440250

# 42X90 440222

# 42X90 440239

# 花の飾りつけ flower arranging 42Z99 440143

# 花輪の作成 wreath making 42Z99 440037

rental of hydrogen water
generators for baths

浴槽用水素水生成機の貸与

rental of animals for
gardening purposes

庭の手入れを目的とする動物の
貸与

providing service animals to
individuals with disabilities

障害者のための介助動物の提供

rental of sanitary
installations

衛生設備の貸与

rental of hair styling
apparatus

ヘアスタイリング用機器の貸与

rental of gardening
implements

ガーデニング用具の貸与

artificial insemination
services

人工授精

in vitro fertilisation
services

試験管内受精

postnatal care services出生後のケア

in vitro fertilization
services

試験管内授精

nursing home services療養施設または看護施設におけ
る治療・介護・栄養の指導

convalescent home services予後保養所における治療・介
護・栄養の指導

rest home services保養所・療養所における治療・
介護・栄養の指導

rehabilitation for substance
abuse patients

薬物患者に対するリハビリテー
ション

providing community gardening
facilities

コミュニティガーデニング施設
の提供

rental of apparatus and
instruments for use in beauty
salons or barbers' shops

美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与
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