
第25類　類似商品・役務審査基準

第２５類 CLASS 25

N clothing* 250045

１７Ａ０１

コート N coats 250086

セーター類

ワイシャツ類

国際分類表 [ 10,26 類]

1

イブニングドレス evening dresses

学生服 school uniforms

子供服 children's wear

作業服 working clothing

【商品・サービス国際分類表〔第１２－２０２３版〕　類別表（注釈付き）】

被服、履物及び運動用特殊靴、帽子．

注釈

第25類には、主として、人用の被服、履物、帽子を含む。

この類には、特に、次の商品を含む：

被服、履物及び帽子の部品、例えば、カフス、ポケット、既製裏地、かかと及びかかと当て、バイザー、帽子の枠（骨

組）；

運動用の被服及び履物、例えば、スキー用手袋、運動用及び運動競技用シングレット、サイクリング競技用衣服、柔道衣及

び空手衣、フットボール靴、体操用靴、スキー靴；

仮装用衣服；

紙製被服、紙製帽子（被服）；

よだれ掛け又は胸当て（紙製のものを除く。）；

ポケットスクエア；

足部保温用マフ（電熱式のものを除く。）．

この類には、特に、次の商品を含まない：

靴製造用の小型製品、例えば、金属製靴くぎ及び金属製靴合わせくぎ（第6類）及び靴くぎ（金属製のものを除く。）及び靴

合わせくぎ（金属製のものを除く。）（第20類）、並びに裁縫用小物（付属品）及び被服、履物及び帽子用留具、例えば、

留め具、バックル、ジッパー、リボン、ハットバンド（帽子の山の下部に巻いたリボン革帯・細ひも等の環帯）、帽子及び

靴飾り（第26類）；

特殊な用途に供する被服、履物及び帽子、例えば、保護ヘルメット（スポーツ用を含む。）（第9類）、防火用被服（第9

類）、手術着（第10類）、整形外科用履物（第10類）、並びに特定のスポーツをするときに必須の被服及び履物、例えば、

野球用グローブ、ボクシング用グローブ、アイススケート靴（第28類）；

電熱式被服（第11類）；

電熱式足部保温用マフ（第11類）、折畳み式乳母車及び乳母車専用の足部保温用マフ（第12類）；

紙製のよだれ掛け又は胸当て（第16類）；

紙製ハンカチ（第16類）及び織物製ハンカチ（第24類）；

動物用被服（第18類）；

カーニバル用面（第28類）；

人形用被服（第28類）；

紙製パーティー用帽子（第28類）．

１７Ａ０１　１７Ａ０２
１７Ａ０３　１７Ａ０４

１７Ａ０７

被服

洋服 non-Japanese style
outerclothing

洋服 non-Japanese style
outerclothing
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類似商品・役務審査基準　第25類

ジャケット jackets

ジョギングパンツ jogging pants

スウェットシャツ sweat shirts

スウェットパンツ sweat pants

スーツ N suits 250056

スカート N skirts 250090

スキージャケット ski jackets

スキーズボン ski pants

ズボン N trousers 250064

スモック N smocks 250010

礼服 formalwear

2 コート N coats 250086

オーバーコート N overcoats 250115

トッパーコート N topcoats 250115

マント mantles

レインコート raincoats

3 セーター類 (注)

カーディガン cardigans

セーター N sweaters 250034

チョッキ vests and waistcoats

4 ワイシャツ類 (注)

開きんシャツ open-necked shirts

カフス N cuffs 250095

カラー collars for clothing

スポーツシャツ sport shirts

ブラウス blouses

ポロシャツ polo shirts

ワイシャツ shirts for suits

［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

250174

オーバーオール overalls 250010

織物製ジャケット（被服） stuff jackets [clothing] 250120

外衣 outerclothing 250066

裁判官・教授用職服 togas 250117

作業服 liveries 250093

サリー saris 250154

サロン sarongs 250166

ジャケット（被服） jackets [clothing] 250121

シャツフロント shirt fronts 250043

シャツ用ヨーク shirt yokes 250072

ジャンパードレス jumper dresses 250169

スコート skorts 250164

ズボン pants (Am.) 250064

装飾用袖口 wristbands [clothing] 250095

チャズブル chasubles 250035

釣り用ベスト fishing vests 250159

250198

取り外し可能なえり detachable collars 250050

ドレス dresses 250109

パーカ parkas 250143

半ズボン breeches for wear 250063

アルバ（ミサ用の白麻の司祭
服）

albs

デジタルセンサーを組み込んだ
スポーツウエア

sportswear incorporating
digital sensors
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第25類　類似商品・役務審査基準

ハンボック hanbok 250199

ピナフォアドレス pinafore dresses 250169

被服用えり collars [clothing] 250020

250034

250034

ベスト vests 250082

ベスト waistcoats 250082

ペリース pelisses 250103

ポンチョ ponchos 250165

レギンス leggings [trousers] 250168

寝巻き類 nightwear １７Ａ０２

下着 underwear [underclothing]

水泳着 swimwear [bathing suits]

水泳帽 swimming caps [bathing caps]

国際分類表 [ 10,26 類]

1 寝巻き類 nightwear

ナイトガウン night gowns

ネグリジェ negligees

パジャマ N pajamas 250108

バスローブ N bath robes 250127

2 下着 underwear [underclothing]

アンダーシャツ undershirts

コルセット N corsets [underclothing] 250078

コンビネーション combinations [clothing]

シュミーズ chemises

ズボン下 drawers and underpants

スリップ slips

パンツ panties, shorts and briefs

ブラジャー N brassieres 250114

ペチコート N petticoats 250144

3 水泳着 swimwear [bathing suits]

水泳帽 swimming caps [bathing caps]

［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

ガードル girdles 250079

吸汗性下着 sweat-absorbent underclothing 250054

吸汗性下着 sweat-absorbent underwear 250054

コースレット corselets 250055

コンビネーション（被服） combinations [clothing] 250053

下着 underclothing 250026

下着 underwear 250026

水泳着 bathing suits 250126

水泳着 swimsuits 250126

水泳パンツ bathing drawers 250125

水泳帽 bathing caps 250124

水泳用トランクス bathing trunks 250125

ズボン下 underpants 250112

スリップ slips [underclothing] 250146

プルオーバー型セーター及びプ
ルオーバー型シャツ

jumpers [pullovers]

寝巻き Japanese sleeping robes
[Nemaki]

プルオーバー型セーター及びプ
ルオーバー型シャツ

pullovers
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類似商品・役務審査基準　第25類

テディ（下着） teddies [underclothing] 250147

ドレスシールド dress shields 250017

ドレッシングガウン dressing gowns 250033

乳幼児用パンツ（下着） babies' pants [underwear] 250058

粘着性ブラジャー adhesive bras 250192

粘着性ブラジャー adhesive brassieres 250192

パジャマ pyjamas 250108

パンティ panties 250171

ボクサーショーツ boxer shorts 250023

ボディス（下着） bodices [lingerie] 250025

ボディス（下着） bodies [underclothing] 250147

キャミソール N camisoles １７Ａ０１　１７Ａ０２ 250022

タンクトップ tank-tops

ティーシャツ N tee-shirts 250155

国際分類表 [ 10,26 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

海浜用衣服 beach clothes 250104

250171

半袖シャツ類 short-sleeve shirts 250044

レオタード leotards 250180

ワイシャツ類及びシャツ shirts 250042

和服 Japanese traditional clothing １７Ａ０３

国際分類表 [ 26 類]

帯 sash bands for kimono [Obi]

長着 full-length kimonos [Nagagi]

はかま pleated skirts for formal
kimonos [Hakama]

半えり detachable neckpieces for
kimonos [Haneri]

だて巻き wrap belts for kimonos
[Datemaki]

羽織 short overcoat for kimono
[Haori]

羽織ひも string fasteners for haori
[Haori-himo]

腰巻 undershirts for kimonos
[Koshimaki]

じゅばん undershirts for kimonos
[Juban]

だて締め tightening-up strings for
kimonos [Datejime]

帯揚げ bustle holder bands for obi
[Obiage]

帯揚げしん bustles for obi-knots
[Obiage-shin]

腰ひも waist strings for kimonos
[Koshihimo]

ニッカーボッカー型のズボン及
びパンティ

knickers

3－381



第25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

着物 kimonos 250181

アイマスク N sleep masks １７Ａ０４ 250163

エプロン aprons [clothing]

えり巻き neck scarves

ゲートル puttees and gaiters

毛皮製ストール N fur stoles 250074

ショール N shawls 250032

スカーフ scarves [scarfs]

足袋 Japanese style socks [Tabi]

手袋 gloves and mittens [clothing]

ネクタイ N neckties 250060

ネッカチーフ neckerchieves

バンダナ N bandanas [neckerchiefs] 250148

保温用サポーター (注) thermal supporters [clothing]

マフラー mufflers [clothing]

耳覆い ear muffs [clothing]

国際分類表 [ 16,18,24,26 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

アスコットタイ ascots 250157

エプロン（被服） aprons [clothing] 250096

吸汗性ソックス sweat-absorbent socks 250176

ゲートル gaiters 250062

ゲートルの革ひも gaiter straps 250083

サッシュ sashes for wear 250070

スカーフ scarfs 250069

スカーフ scarves 250069

ストッキング用かかと当て heelpieces for stockings 250008

ソックス socks 250036

250182

250194

手袋（被服） gloves [clothing] 250067

ネックゲートル neck gaiters 250021

ネックチューブ neck tube scarves 250021

美容・理髪用ケープ hairdressing capes 250177

250195

250195

ヘッドスカーフ headscarfs 250191

ヘッドスカーフ headscarves 250191

ペルリーヌ pelerines 250102

ボア（襟巻） boas [necklets] 250011

保温用マフ muffs [clothing] 250097

フェイスカバー（被服）（医療
用又は衛生用のものを除く。）

face coverings [clothing],
not for medical or sanitary
purposes

フェイスマスク（被服）（医療
用又は衛生用のものを除く。）

face masks [clothing], not
for medical or sanitary
purposes

足袋カバー slipcovers for Japanese style
socks [slipcovers for tabi]

袖付きよだれ掛け又は胸当て
（紙製のものを除く。）

bibs, sleeved, not of paper

タッチスクリーン装置用の保温
性のある手袋

thermal gloves for
touchscreen devices

靴下 socks and stockings other
than special sportswear
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類似商品・役務審査基準　第25類

ポケットスクエア pocket squares 250161

マニプルス maniples 250098

ミトン mittens 250187

耳覆い（被服） ear muffs [clothing] 250059

指なし手袋 fingerless gloves 250099

250128

レッグウォーマー leg warmers 250088

レッグウォーマー leggings [leg warmers] 250088

ナイトキャップ nightcaps １７Ａ０７

帽子 headgear for wear

［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

衣服用フード hoods [clothing] 250027

ウインプル wimples 250084

紙製帽子（被服） paper hats [clothing] 250162

司教冠 miters [hats] 250100

司教冠 mitres [hats] 250100

シャワーキャップ shower caps 250158

シルクハット top hats 250076

スカルキャップ skull caps 250024

ターバン turbans 250156

バイザー cap peaks 250030

バイザー（帽子） visors being headwear 250170

ベール veils [clothing] 250123

ベレー帽 berets 250009

帽子 caps being headwear 250012

帽子 hats 250046

帽子 headwear 250186

帽子の枠（骨組） hat frames [skeletons] 250028

マンティラ mantillas 250152

ガーター N garters ２１Ａ０１ 250038

靴下留め sock suspenders

N 250018

バンド waistbands

ベルト N belts [clothing] 250031

審査基準 [ 26 類]　国際分類表 [ 18,26 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

250018

ストッキング留め stocking suspenders 250039

ソックス留め sock suspenders 250037

マネーベルト money belts [clothing] 250160

ズボンつり braces [suspenders] for
clothing

サスペンダー suspenders [braces] for
clothing

よだれ掛け又は胸当て（紙製の
ものを除く。）

bibs, not of paper
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第25類　類似商品・役務審査基準

２２Ａ０１

国際分類表 [ 9 類]

1 雨靴 rain boots

革靴 leather shoes

サンダル靴 sandal[shoes]

スニーカー sneaker

婦人靴 women's shoes

防寒靴 winter boots

幼児靴 infants' shoes and boots

2

靴中敷き insoles for shoes and boots

靴用継ぎ目革 welts for shoes and boots

地下足袋底 rubber soles for Jikatabi

履物用甲革 N footwear uppers 250061

履物用つま先革 N tips for footwear 250016

半張り底 shoe soles for repair

［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

アンクルブーツ ankle boots 250175

エスパドリーユ espadrilles 250073

かかと heels 250131

ガロッシュ galoshes 250080

ガロッシュ goloshes 250080

木靴 wooden shoes 250110

靴の中敷き inner soles 250041

靴用甲革 boot uppers 250040

靴用ヒールプロテクター heel protectors for shoes 250185

ハーフブーツ half-boots 250015

履物用かかと heelpieces for footwear 250116

履物用継ぎ目革 welts for footwear 250118

バレンキ（フェルト製ブーツ） valenki [felted boots] 250173

ビーチシューズ beach shoes 250105

編上靴 lace boots 250019

２２Ａ０３

草履類 Japanese style sandals [Zori]

1

げた Japanese style wooden clogs
[Geta]

げた Japanese style wooden clogs
[Geta]

内底 inner soles for shoes and
boots

かかと heelpieces for shoes and
boots

靴の引き手 tongue or pullstrap for shoes
and boots

２２Ａ０１　２２Ａ０３

靴類 shoes and boots [other than
special footwear for sports]

地下足袋 Jika-tabi [Japanese divided
toe footwear]

ブーツ boots, other than boots for
sports

履物 footwear [other than special
footwear for sports]
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類似商品・役務審査基準　第25類

(1) あしだ high rain clogs [Ashida]

こまげた low wooden clogs [Koma-geta]

サンダルげた sandal-clogs

(2)

2 草履類 Japanese style sandals [Zori]

(1)

スリッパ N slippers 250101

(2) スリッパ底 slipper soles

 （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

浴室用サンダル bath sandals 250004

浴室用スリッパ bath slippers 250005

草履用鼻緒 toe straps for Japanese style
sandals [Zori]

とう uppers of woven rattan for
Japanese style sandals籐表

「げた金具」は、第６類「金属
製金具（「安全錠・鍵用金属製
リング・金属製鍵・南京錠」を
除く。）」、第１１類「水道蛇
口用座金　水道蛇口用ワッ
シャー」、第１７類「ゴム製又
はバルカンファイバー製の座金
及びワッシャー」、第１８類
「蹄鉄」、第２０類「カーテ
ン金具　金属代用のプラス
チック製締め金具　くぎ・くさ
び・ナット・ねじくぎ・びょ
う・ボルト・リベット及び
キャスター（金属製のものを
除く。）　座金及びワッ
シャー（金属製・ゴム製又は
バルカンファイバー製のもの
を除く。）」及び第２６類
「かばん金具　がま口用留め
具　被服用はとめ」に類似と
推定する。

(REMARKS) "Metal fittings for
Japanese style wooden clogs"
is presumed to be similar to
"metal hardware, not
including "security locks,
ring of metal for keys, keys
of metal for locks and
padlocks"" in class 6,
"washers for water taps" in
class 11, "washers of rubber
or vulcanized fiber" in class
17, "horseshoes" in class 18,
"curtain fittings, metal-
substitute plastic fasteners,
nails, wedges, nuts, screws,
tacks, bolts, rivets and
casters, not of metal,
washers, not of metal, not of
rubber or vulcanized fiber"
in class 20, and "metal
fittings for bags", "clasps
for coin purses", "eyelets
for clothing" in class 26.

わらじ Japanese footwear of rice
straw [Waraji]

草履表 uppers for Japanese style
sandals

草履底 soles for Japanese style
sandals

麻裏草履 Japanese toe-strap sandals
[Asaura-zori]

皮草履 Japanese style sandals of
leather

フェルト草履 Japanese style sandals of
felt

げた金具 metal fittings for Japanese
style wooden clogs

げた台 wooden bodies for Japanese-
style clogs

げた用鼻緒 toe straps for Japanese style
wooden clogs

ひよりげた low wooden clogs [Hiyori-
geta]

3－385



第25類　類似商品・役務審査基準

２２Ａ０２

審査基準 [ 6,14,20,21,22,26 類]　国際分類表 [ 6,14,20,21,22,26 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

250001

仮装用衣服 N masquerade costumes ２４Ａ０３ 250153

２４Ｃ０１

審査基準 [ 9,13,27,28 類]　国際分類表 [ 6,8,9,12,13,18,19,22,26,27,28 類]

ゴルフ靴 golf shoes

サッカー靴 soccer shoes

スキー靴 N ski boots 250145

スノーボード用靴 snowboarding shoes

体操用靴 N gymnastic shoes 250085

ボウリング靴 bowling shoes

ボクシング靴 boxing shoes

ホッケー靴 hockey shoes

野球靴 baseball shoes

ラグビー靴 rugby shoes

陸上競技用靴 footwear for track and field
athletics

運動用特殊靴 special footwear for sports ２４Ｃ０１　２４Ｃ０２
２４Ｃ０４

運動用特殊靴（「乗馬靴」及び「ウインド
サーフィン用シューズ」を除く。）

special footwear for sports,
other than horse-riding boots
and windsurfing shoes

登山靴 climbing boots
[mountaineering boots]

靴保護具 protective members for
footwear

「靴保護具」は、第６類「金属
製金具（「安全錠・鍵用金属製
リング・金属製鍵・南京錠」を
除く。）」、第１１類「水道蛇
口用座金　水道蛇口用ワッ
シャー」、第１７類「ゴム製又
はバルカンファイバー製の座金
及びワッシャー」、第１８類
「蹄鉄」、第２０類「カーテン
金具　金属代用のプラスチック
製締め金具　くぎ・くさび・
ナット・ねじくぎ・びょう・ボ
ルト・リベット及びキャスター
（金属製のものを除く。）　座
金及びワッシャー（金属製・ゴ
ム製又はバルカンファイバー製
のものを除く。）」及び第２６
類「かばん金具　がま口用留め
具　被服用はとめ」に類似と推
定する。

(REMARKS) "Protective members
for footwear" is presumed to
be similar to "metal
hardware, not including
"security locks, ring of
metal for keys, keys of metal
for locks and padlocks"" in
class 6, "washers for water
taps" in class 11, "washers
of rubber or vulcanized
fiber" in class 17,
"horseshoes" in class 18,
"curtain fittings, metal-
substitute plastic fasteners,
nails, wedges, nuts, screws,
tacks, bolts, rivets and
casters, not of metal,
washers, not of metal, not of
rubber or vulcanized fiber"
in class 20, and "metal
fittings for bags, clasps for
coin purses, eyelets for
clothing" in class 26.

履物用滑り止め具 non-slipping devices for
footwear

3－386



類似商品・役務審査基準　第25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

フットボール靴 football boots 250075

フットボール靴 football shoes 250075

フットボール靴用スタッド studs for football shoes 250134

フットボール靴用スタッド studs for football boots 250134

乗馬靴 horse-riding boots ２４Ｃ０２

審査基準 [ 6,18 類]　国際分類表 [ 6,18,21 類]

ウインドサーフィン用シューズ windsurfing shoes ２４Ｃ０４

審査基準 [ 8,9,13,22,28 類]　国際分類表 [ 9,13,28 類]

２４Ｃ０１

審査基準 [ 9,13,27,28 類]　国際分類表 [ 6,8,9,12,13,18,19,22,26,27,28 類]

アノラック anoraks

空手衣 Karate suits

グランドコート sports overuniforms

剣道衣 Kendo outfits

柔道衣 Judo suits

スキー競技用衣服 ski suits for competition

ヘッドバンド headbands [clothing]

ヤッケ wind-jackets

リストバンド wristbands

［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

空手衣 karate uniforms 250178

サイクリング競技用衣服 cyclists' clothing 250065

自動車競技用衣服 motorists' clothing 250002

柔道衣 judo uniforms 250179

スキー用手袋 ski gloves 250167

ヘッドバンド（運動競技用） headbands [clothing] 250142

［参考］第25類のその他のアルファベット順一覧表掲載の表示

17A01 17A02 250122
17A03 17A04 

17A07

17A01 17A02 250077
17A03 17A04 

17A07

17A01 17A02 250049
17A03 17A04 

17A07

17A01 17A02 250184
17A03 17A04 

17A07

17A01 17A02 250089
17A03 17A04 

17A07

刺しゅう入りの被服 embroidered clothing

ジャージー製被服 jerseys [clothing]

紙製被服 paper clothing

ギャバジン製被服 gabardines [clothing]

毛皮製被服 furs [clothing]

運動用特殊衣服（「水上スポーツ用特殊衣
服」を除く。）

clothes for sports, other
than clothes for water sports

ユニフォーム及びストッキング uniforms and stockings
[special sportswear]
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第25類　類似商品・役務審査基準

17A01 17A02 250092
17A03 17A04 

17A07

17A01 17A02 250183
17A03 17A04 

17A07

17A01 17A02 250071
17A03 17A04 

17A07

17A01 17A02 250190
17A03 17A04 

17A07

17A01 17A02 250151
17A03 17A04 

17A07

17A01 17A02 250057
17A03 17A04 

17A07

17A01 17A02 250068
17A03 17A04 

17A07

17A01 17A02 250087
17A03 17A04 

17A07

17A01 17A02 250150
17A03 17A04 

17A07

17A01 17A02 250188
17A03 17A04 

17A07

17A01 17A02 250106
17A04 17A07 

24C01

17A01 17A02 250172
24C01

17A01 17A02 250094
24C01

17A01 17A02 250149
24C01

制服及びユニフォーム uniforms 17A01 24C01 250119

タイツ及びタイツストッキング tights 17A02 17A04 250051

メリヤス下着、メリヤス靴下 hosiery 17A02 17A04 250013

ラッシュガード rash guards 17A02 24C01 250189

17A04 22A03 250133

運転用手袋 driving gloves 17A04 24C01 250197

17A04 24C01 250007

17A04 24C01 250193

サイクリング用手袋 cycling gloves 17A04 24C01 250196

17A04 24C01 250006

サンダル靴及びサンダルげた sandals 22A01 22A03 250111

22A01 22A03 250003
24C01 24C02 

24C04

22A01 22A03 250129
24C01 24C02 

24C04

履物の底及び運動用特殊靴の底 soles for footwear

ゲートル・靴用スパッツ・登山
用スパッツ

spats

ストッキング及びユニホーム用
ストッキング

stockings

履物及び運動用特殊靴 footwear*

体操用衣服及び体操競技用衣服 clothing for gymnastics

足部保温用マフ（電熱式のもの
を除く。）

footmuffs, not electrically
heated

吸汗性ストッキング及び吸汗性
ユニホーム用ストッキング

sweat-absorbent stockings

被服用及び運動用特殊衣服
（「水上スポーツ用特殊衣服」
を除く。）用ポケット

pockets for clothing

運動用及び運動競技用シング
レット

sports singlets

ジャージー製運動用衣服及び
ジャージー製運動用特殊衣服
（「水上スポーツ用特殊衣服」
を除く。）

sports jerseys

防水加工を施した被服 waterproof clothing

模造皮革製被服 clothing of imitations of
leather

ラテックス製被服 latex clothing

皮革製被服 clothing of leather

被服 ready-made clothing

被服用既製裏地 ready-made linings [parts of
clothing]

痩身材料を含む被服 clothing containing slimming
substances

ニット製被服 knitwear [clothing]

ＬＥＤ（発光ダイオード）を組
み込んだ被服

clothing incorporating LEDs

新生児用被服 layettes [clothing]
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類似商品・役務審査基準　第25類

22A01 24C01 250132
24C02 24C04

22A01 24C01 250130
24C02 24C04

22A01 24C01 250014
24C02 24C04

24C01 24C02 250141
24C04

ブーツ及び運動用特殊ブーツ boots*

運動用特殊ブーツ boots for sports*

運動靴及び運動用特殊靴 sports shoes*

靴及び運動用特殊靴 shoes*

3－389




