
第28類　類似商品・役務審査基準

第２８類 CLASS 28

０９Ｇ５３

審査基準 [ 9 類]　国際分類表 [ 9 類]

業務用テレビゲーム機 N arcade video game machines 280216

［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

280189

280031

ペット用おもちゃ toys for domestic pets １９Ｂ３３

審査基準 [ 18,20,21 類]　国際分類表 [ 5,6,9,10,18,19,20,21,22,24,31 類]

犬のおしゃぶり chewing toys for pet dogs

［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

ペット用のおもちゃ toys for pets 280004

おもちゃ N toys* ２４Ａ０１ 280024

人形 N dolls 280088

審査基準 [ 9,16,20 類]　国際分類表 [ 9,16,20,26,31 類]

【商品・サービス国際分類表〔第１２－２０２３版〕　類別表（注釈付き）】

ゲーム用具及びおもちゃ；

テレビゲーム機；

体操用具及び運動用具；

クリスマスツリー用装飾品．

注釈

第28類には、主として、おもちゃ、ゲーム機、運動用具、ビデオゲーム機器、娯楽及び人目を引く商品、及び特定のクリス

マスツリー用品を含む。

この類には、特に、次の商品を含む：

娯楽装置及びゲーム機器（そのコントローラーを含む。）；

いたずら用及びパーティー用おもちゃ、例えば、カーニバル用面、紙製パーティー用帽子、紙吹雪用色紙片、パーティー

ポッパー（パーティー用クラッカー）、クリスマス用クラッカー；

狩猟用具及び釣り用具、例えば、釣りざお、釣り用たも網、デコイ、狩猟用おとり（ゲームコール）；

各種の運動及びゲームの用具．

この類には、特に、次の商品を含まない：

クリスマスツリー用ろうそく（第4類）、クリスマスツリー用電気式ランプ（第11類）、クリスマスツリー用のコンフェク

ショナリー及びチョコレート製の装飾品（第30類）；

潜水用具（第9類）；

性的なおもちゃ及びラブドール（第10類）；

体操用及び運動用の被服（第25類）；

特定の体操用具及び運動用具、例えば、運動用の保護ヘルメット、運動用ゴーグル及び運動用マウスガード（第9類）、運動

用小火器（第13類）、屋内競技用マット（第27類）、並びに他の機能又は用途によって分類される特定の釣り用具及び狩猟

用具、例えば、狩猟ナイフ、もり（第8類）、猟銃（第13類）、漁網（第22類）．

bowling apparatus and
machinery

ボウリング用機械器具

amusement machines, automatic
and coin-operated

娯楽装置（硬貨投入式）

amusement machines and
apparatus for use in
amusement parks

遊園地用機械器具
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類似商品・役務審査基準　第28類

1 おもちゃ N toys* 280024

(1) 金属製おもちゃ metal toys

おもちゃ時計 toy clocks and watches

金属製ゼンマイおもちゃ clockwork toys of metal

ころがしおもちゃ roller toys

電気式おもちゃ electrically-driven toys

フリクションおもちゃ flywheel-driven toys

ブローチ（おもちゃ） toy brooches

呼びこ toy whistles

レバーアクションおもちゃ lever action toys

(2) 木製又は竹製のおもちゃ wooden or bamboo toys

抜き物おもちゃ wooden toys shaped by jigsaws

(3) 紙製おもちゃ paper toys

(4) 布製おもちゃ plush toys

縫いぐるみ N stuffed toys 280208

(5) プラスチック製おもちゃ plastic toys

型押しおもちゃ one piece celluloid toys

(6) ゴム製おもちゃ rubber toys

ゴム製張り合わせおもちゃ hollow toys made of rubber

ゴムまり rubber balls

薄層物おもちゃ inflatable thin rubber toys

(7) おもちゃ楽器 N toy musical instruments 280278

オルゴール（おもちゃ） toy musical boxes

鉄琴（おもちゃ） toy glockenspiels

ハーモニカ（おもちゃ） toy harmonicas

ピアノ（おもちゃ） toy pianos

木琴（おもちゃ） toy xylophones

(8) セットおもちゃ toy sets

組み立てセットおもちゃ toy construction sets

大工道具セットおもちゃ toy sets of carpenters' tools

ままごとおもちゃ housekeeping-play sets

(9)

お手玉 toy beanbags [Otedama]

おはじき marbles

吹き込みおもちゃ

good-luck charm bamboo rakes
for decoration [Engi-kumade]

縁起くまで

solid rubber toys formed by
moulding process

焼き物おもちゃ

hollow rubber toys formed by
molding process

型物おもちゃ

wooden toys shaped by turning
lathes

ひき物おもちゃ

hollow toy-models of plywood
or veneer

箱物おもちゃ

toys made out of wooden
boards or planks

板物おもちゃ

sets of sheet-paper dolls and
changing clothes therefor

着せ替え

Karuta playing cards
[Japanese card game]

かるた

paper balloons (play
articles)

紙風船

hollow toys made of plasticプラスチック製張り合わせおも
ちゃ

clockwork toys of plasticsプラスチック製ゼンマイおも
ちゃ

plastic toys formed by blow
molding
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第28類　類似商品・役務審査基準

おもちゃのけん銃 N toy pistols 280058

おもちゃの面 toy masks

おもちゃ花火 toy fireworks

家庭用テレビゲーム機 home video game machines

きびがら corn stem toys [Kibigara]

クリスマスツリー toy Christmas trees

こいのぼり toy Koi-nobori streamers

子供用片足スクーター toy scooters

ジグソーパズル N jigsaw puzzles 280168

自動車型幼児用四輪車 four-wheeled toy vehicles

シャボン玉おもちゃ N soap bubbles [toys] 280162

凧
たこ

N kites 280036

粘土（おもちゃ） clay [toy]

羽子板 Hagoita battledores

羽根 shuttlecocks for Hagoita game

ビー玉 glass beads [play articles]

揺り木馬 N rocking horses 280014

幼児用三輪車（おもちゃ） N tricycles for infants [toys] 280236

輪投げ N ring games 280005

2 人形 N dolls 280088

(1) 日本人形 Japanese traditional dolls

こけし人形 Kokeshi dolls

さくら人形 Sakura dolls

(2) 西洋人形 European style dolls

西洋人形用被服 clothes for European dolls

 （備考） (REMARKS) "Toys, dolls" is
presumed to be similar to "Go
games, Japanese chess [Shogi
games], Japanese paying cards
[Utagaruta], dice, Japanese
dice games [Sugoroku], cups
for dice, Chinese checkers,
chess games, checkers
[checker sets], conjuring
apparatus, dominoes, playing
cards, Japanese playing cards
[Hanafuda], mah-jong" in
class 28.

「おもちゃ　人形」は、「囲碁
用具　将棋用具　歌がるた　さ
いころ　すごろく　ダイスカッ
プ　ダイヤモンドゲーム　チェ
ス用具　チェッカー用具　手品
用具　ドミノ用具　トランプ
花札　マージャン用具」に類似
と推定する。

clothes for Japanese
traditional dolls

日本人形用被服

Japanese boys festival dolls
and accessories thereof

五月人形及びその附属品

Osuwari dolls [dolls in
sitting position]

おすわり人形

cute figures for decorating
personal space

マスコット人形

traditionally dressed Western
dolls

フランス人形

Japanese girls festival dolls
and accessories thereof

ひな人形及びその附属品

inflatable swimming pools
[play articles]

幼児用プール

Menashi-daruma [bodhidharma
dolls without pupils]

目なしだるま

hand-held games with liquid
crystal displays

携帯用液晶画面ゲーム機
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類似商品・役務審査基準　第28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

アクションフィギュア action figures 280268

遊び場用砂箱 playground sandboxes 280271

あやつり人形 marionettes 280087

あやつり人形 puppets 280087

280185

演劇用面 theatrical masks 280089

おもちゃの空気銃 toy air pistols 280117

おもちゃの人形 toy figures 280219

おもちゃの乗物 toy vehicles 280163

おもちゃのパテ toy putty 280241

おもちゃの模型 toy models 280218

おもちゃの模型作成用生地 toy dough 280242

おもちゃのモビール toy mobiles 280145

おもちゃのロボット toy robots 280231

おもちゃ用コントローラー controllers for toys 280224

カーニバル用面 carnival masks 280090

紙製パーティー用帽子 paper party hats 280204

がらがら（おもちゃ） rattles [playthings] 280077

キックバイク（おもちゃ） balance bicycles [toys] 280280

280175

球体関節人形 ball-jointed dolls [BJD] 280275

熊のぬいぐるみ teddy bears 280151

組立おもちゃ building games 280041

280096

280119

クリスマスツリー用台 Christmas tree stands 280120

クリスマスツリー用ベル bells for Christmas trees 280039

280029

280027

280229

280215

ゲーム用おはじき・ビー玉 marbles for games 280023

拳銃用雷管（おもちゃ） caps for pistols [toys] 280003

280006

子供用おもちゃの家 playhouses for children 280257

280115

こま（おもちゃ） spinning tops [toys] 280112

280249

280238

280095

たこ用糸巻 kite reels 280037

積み木（おもちゃ） building blocks [toys] 280025

swimming pools [play
articles]

水泳用プール（おもちゃ）

swimming pool air floats水泳プール用空気注入式フロー
ト

portable games with liquid
crystal displays

携帯用液晶画面ゲームおもちゃ

protective films adapted for
screens for portable games

携帯ゲームおもちゃの画面保護
用フィルム

Christmas crackers [party
novelties]

クリスマス用クラッカー（パー
ティー用贈呈品）

inflatable games for swimming
pools

水泳プール用空気注入式ゲーム
おもちゃ

scooters [toys]子供用片足スクーター（おも
ちゃ）

Christmas trees of synthetic
material

合成材料製クリスマスツリー

snow globes球形又はドーム状の容器に液体
と人工的な雪片を封入したディ
スプレイおもちゃ

remote-controlled toy
vehicles

遠隔操作式おもちゃの乗物

candle holders for Christmas
trees

クリスマスツリー用ろうそく立
て

ornaments for Christmas
trees, except lights, candles
and confectionery

クリスマスツリー用装飾品（照
明・ろうそく及び菓子を除
く。）

artificial snow for Christmas
trees

クリスマスツリー用人工雪
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第28類　類似商品・役務審査基準

蹄鉄投げゲーム用具 horseshoe games 280159

テントおもちゃ play tents 280254

ドローン（おもちゃ） drones [toys] 280230

人形用家 dolls' houses 280086

人形用被服 dolls' clothes 280103

人形用ベッド dolls' beds 280085

人形用部屋 dolls' rooms 280104

人形用ほ乳瓶 dolls' feeding bottles 280016

乗物の小型模型おもちゃ scale model vehicles 280091

280240

パーティー用おもちゃ novelty toys for parties 280045

280265

パーティー用風船 party balloons 280012

280267

ピニャータ pinatas 280183

フィジェットトイ fidget toys 280262

280158

フラシ天おもちゃ plush toys 280161

280235

ベビージム baby gyms 280234

マトリョーシカ人形 matryoshka dolls 280223

ままごと用化粧品おもちゃ toy imitation cosmetics 280237

万華鏡 kaleidoscopes 280190

面（おもちゃ） masks [playthings] 280222

模型セットおもちゃ scale model kits [toys] 280198

280227

雷管（おもちゃ） detonating caps [toys] 280118

雷管（おもちゃ） percussion caps [toys] 280118

輪投げ quoits 280097

囲碁用具 Go games ２４Ｂ０１

将棋用具 Japanese chess [Shogi games]

さいころ N dice 280050

ダイスカップ N cups for dice 280074

ダイヤモンドゲーム Chinese checkers [games]

チェス用具 N chess games 280055

チェッカー用具 checkers [checker sets]

手品用具 N conjuring apparatus 280105

ドミノ用具 N dominoes 280054

トランプ N playing cards 280191

マージャン用具 N mah-jong 280160

Japanese playing cards
[Utagaruta]

歌がるた

gyroscopes and flight
stabilizers for model
aircraft

模型飛行機用のジャイロスコー
プ及び飛行安定装置

plush toys with attached
comfort blanket

ブランケットが取り付けられて
いるフラシ天おもちゃ

Japanese playing cards
[Hanafuda]

花札

Japanese dice games
[Sugoroku]

すごろく

party poppers [party
novelties]

パーティーポッパー（パー
ティー用クラッカー）（パー
ティー用贈呈品）

flying discs [toys]フライングディスク（おも
ちゃ）

hand clappers [noisemaker
toys]

ハンドクラッパー（音が出るお
もちゃ）

toy glow stick bracelets for
parties

パーティー用のブレスレットに
なる光る棒型おもちゃ
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類似商品・役務審査基準　第28類

1 囲碁用具 Go games

碁石 Go stones

碁盤 Go boards

2 将棋用具 Japanese chess [Shogi games]

将棋盤 Shogi boards

3

さいころ N dice 280050

ダイスカップ N cups for dice 280074

ダイヤモンドゲーム Chinese checkers [games]

チェス用具 N chess games 280055

チェッカー用具 checkers [checker sets]

手品用具 N conjuring apparatus 280105

ドミノ用具 N dominoes 280054

トランプ N playing cards 280191

マージャン用具 N mah-jong 280160

 （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

280207

ゲーム用カウンター counters [discs] for games 280040

卓上用ゲーム table-top games 280156

チェス盤 chessboards 280056

チェッカー盤 checkerboards 280057

チェッカー盤 draughtboards 280057

チェッカー用具（ゲーム用品） checkers [games] 280049

チェッカー用具（ゲーム用品） draughts [games] 280049

バックギャモン backgammon games 280114

盤ゲーム board games 280078

ビンゴゲーム用カード bingo cards 280178

scratch cards for playing
lottery games

くじ引きゲーム用スクラッチ
カード

Japanese playing cards
[Utagaruta]

歌がるた

wooden pieces for shogi game
[Koma]

将棋のこま

stands for shogi pieces
[Koma-dai]

こま台

(REMARKS) "Go games, Japanese
chess [Shogi games], Japanese
playing cards [Utagaruta],
dice, Japanese dice games
[Sugoroku], cups for dice,
Chinese checkers [games],
chess games, checkers
[checker sets], conjuring
apparatus , dominoes, playing
cards, Japanese playing cards
[Hanafuda], mah-jong" is
presumed to be similar to
"toys, dolls".

「囲碁用具　将棋用具　歌がる
た　さいころ　すごろく　ダイ
スカップ　ダイヤモンドゲーム
チェス用具　チェッカー用具
手品用具　ドミノ用具　トラン
プ　花札　マージャン用具」
は、「おもちゃ　人形」に類似
と推定する。

Japanese playing cards
[Hanafuda]

花札

Japanese dice games
[Sugoroku]

すごろく

Goke pots [pots for stone
pieces used in Go games]

碁け
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第28類　類似商品・役務審査基準

遊戯用器具 ２４Ｂ０２

ビリヤード用具 billiard equipment

審査基準 [ 9,24 類]　国際分類表 [ 24 類]

1 遊戯用器具

抽選器 lottery wheels

ぱちんこ器具 N pachinkos 280199

2 ビリヤード用具 billiard equipment

キュー N billiard cues 280121

球 billiard balls

点数表示板 billiard markers

ビリヤード台 N billiard tables 280123

［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

キューの先端 billiard cue tips 280122

キュー用チョーク chalk for billiard cues 280020

硬貨作動式ビリヤード台 coin-operated billiard tables 280124

280203

ダーツ用具 darts 280067

ビリヤード台用クッション billiard table cushions 280013

ビリヤード用球 billiard balls 280019

ビリヤード用点数表示板 billiard markers 280021

２４Ｃ０１

審査基準 [ 9,13,25,27 類]　国際分類表 [ 6,8,9,12,13,18,19,22,25,26,27 類]

1 球技用具 ball game implements

(1) 野球用具 baseball implements

(2) ソフトボール用具 softball implements

(3) バスケットボール用具 basketball implements

(4) バレーボール用具 volleyball implements

(5) ラグビー用具 rugby implements

(6) サッカー用具 football implements

(7) アメリカンフットボール用具 American football implements

(8) ハンドボール用具 handball implements

(9) ドッジボール用具 dodgeball implements

(10) テニス用具 tennis implements

(11) 卓球用具 table tennis implements

(12) バドミントン用具 badminton implements

(13) ゴルフ用具 golf equipment

sports equipment, other than
for climbing, surfing, water-
skiing and scuba diving

運動用具（登山用・サーフィン用・水上ス
キー用・スキューバダイビング用のものを
除く。）

sports equipment運動用具

Japanese horizontal pinball
machines [Smartball machines]

スマートボール器具

horizontal pinball machine
[Korinto-game machines]

コリントゲーム器具

slot machines [gaming
machines]

スロットマシン

chalk for billiard cues
[billiard chalk]

キュー用チョーク

slot machines [amusement
machines]

スロットマシン

２４Ｃ０１　２４Ｃ０３
２４Ｃ０４
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類似商品・役務審査基準　第28類

(14) フィールドホッケー用具 field hockey implements

(15) アイスホッケー用具 ice hockey implements

(16) ボウリング用具 bowling implements

(17) ゲートボール用具 gateball implements

(18) スカッシュ用具 squash implements

(19) ラクロス用具 lacrosse implements

2

3 カーリング用具 curling implements

スキー用具 skiing implements

スノーボード用具 snowboard implements

4 ボクシング用具 boxing implements

フェンシング用具 fencing implements

剣道用具 Kendo implements

5 体操用具 N appliances for gymnastics 280129

6 トレーニング用具 training implements

(1) 重量挙げ用具 weight lifting implements

(2)

エキスパンダー chest expanders

7 浮袋 inflatable swimming floats

シーソー see-saws

水泳用浮き板 swimming flutter boards

スケートボード N skateboards* 280148

すべり台 slides

縄跳び用の縄 skipping ropes

バトントワリング用バトン N twirling batons 280164

パラグライダー N paragliders 280146

ハンググライダー N hang gliders 280127

ぶらんこ N swings 280010

ロージン rosin used by athletes

［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

アーチェリー用具 archery implements 280008

アーチェリー用弓 bows for archery 280007

アイススケート靴 ice skates 280099

インラインスケート in-line roller skates 280182

280246

運動競技用円盤 discuses for sports 280052

運動用ウェイト exercise weights 280264

運動用コーンマーカー cone markers for sports 280266

運動用固定式自転車 stationary exercise bicycles 280017

line markers for sports
fields

ライン引き

athletic sporting goods
[athletic wrist and joint
supports, elbow guards, knee
pads for athletic use, etc.]

サポーター

stationary exercise bicycles
and rollers therefor

運動用固定式自転車及びその
ローラー

waist trimmer exercise beltsウェストを引き締めるためのエ
クササイズ用ベルト

track and field events
implements

陸上競技用具

appliance for rhythmic
sportive gymnastics

新体操用具

archery implements of
Japanese and Western styles

弓道用具

skating implements, including
skating boots

スケート用具（「スケート靴」
を含む。）
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第28類　類似商品・役務審査基準

280059

運動用ネット nets for sports 280064

運動用バット bats for games 280081

280258

エキスパンダー（運動用具） chest expanders [exercisers] 280051

エキスパンダー（運動用具） exercisers [expanders] 280051

280030

九柱戯用具 ninepins 280106

九柱戯用具 skittles [games] 280106

九柱戯用ピン skittles 280022

280273

クリケットバッグ cricket bags 280047

クレー射撃用円盤（標的） clay pigeons [targets] 280101

クレー射撃用標的射出装置 clay pigeon traps 280080

ゴルフクラブ golf clubs 280034

280061

ゴルフバッグ用タグ golf bag tags 280259

280179

280179

ゴルフ用手袋 golf gloves 280153

280100

シャトルコック shuttlecocks 280116

280176

狩猟用おとり（ゲームコール） hunting game calls 280180

280195

新体操用リボン rhythmic gymnastics ribbons 280239

水泳訓練用身体支持ベルト swimming belts 280212

水泳用ジャケット swimming jackets 280213

水泳用ビート板 swimming kickboards 280205

スキー skis 280110

スキーエッジ edges of skis 280009

280166

スキー用締め具 ski bindings 280066

スキー用ストック ski poles 280251

スキー用ストック ski sticks 280251

スキー用底面カバー sole coverings for skis 280109

スケルトン用そり skeleton sleds 280260

280174

すね当て（運動用具） shin guards [sports articles] 280046

スノーシュー snowshoes 280187

スノーボード snowboards 280197

すべり台（遊具） slides [playthings] 280149

bags especially designed for
skis

スキー専用バッグ

camouflage screens [sports
articles]

狩猟用偽装覆い布（運動用具）

weight lifting belts [sports
articles]

重量挙げ用ベルト

starting blocks for sportsスターティングブロック（ス
ポーツ用）

golf bags, with or without
wheels

ゴルフバッグ（車付、車のない
もの）

adhesive abdominal exercise
belts, electric, for muscle
stimulation

筋肉刺激のための接着式腹部エ
クササイズ用ベルト（電気式の
もの）

balls for playing boules
games

球戯（ブール）用ボール

seal skins [coverings for
skis]

シールスキン（スキー用シー
ル）

pitch mark repair tools [golf
accessories]

ゴルフ用ディボット修復具

divot repair tools [golf
accessories]

ゴルフ用ディボット修復具

protective cups for sports運動用プロテクティブカップ
（股間保護用プロテクター）

rollers for stationary
exercise bicycles

運動用固定式自転車のローラー
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280276

280188

280272

そり（運動用具） sleds [sports articles] 280113

卓球台 tables for table tennis 280111

280196

ダンベル dumb-bells 280221

280173

テニス用ネット tennis nets 280065

電子標的 electronic targets 280193

バーベル bar-bells 280075

280015

280184

ひざ当て（運動用具） knee guards [sports articles] 280144

280143

標的 targets 280038

280281

フェンシング用手袋 fencing gauntlets 280132

フェンシング用手袋 fencing gloves 280132

フェンシング用武具 fencing weapons 280130

フェンシング用マスク fencing masks 280131

280150

280170

280171

棒高跳び用ポール poles for pole vaulting 280210

ボウリング用ボール bowling balls 280263

ボールピッチングマシン ball pitching machines 280220

ボクシング用グローブ boxing gloves 280032

280147

ホッケー用スティック hockey sticks 280048

ボディートレーニング用器具 body-training apparatus 280044

ボディビル用具 body-building apparatus 280044

ボブスレー用そり bob-sleighs 280026

野球用グローブ baseball gloves 280141

ヨガ用ぶらんこ yoga swings 280253

ラケット rackets 280081

ラケットガット gut for rackets 280033

ラケット用糸 strings for rackets 280042

ラケット用グリップテープ grip tapes for rackets 280277

リハビリテーション用器具 body rehabilitation apparatus 280044

両わき用浮袋 water wings 280211

ロージン（運動選手用） rosin used by athletes 280186

ローラースキー roller skis 280250

paintball guns [sports
apparatus]

ペイントボールガン（スポーツ
用具）

spring boards [sports
articles]

踏切板

weight vests for physical
training purposes

フィジカルトレーニング用ウエ
イトベスト

protective paddings [parts of
sports suits]

保護用パッド（運動用被服の部
分品）

paintballs [ammunition for
paintball guns] [sports
apparatus]

ペイントボール（スポーツ用
具）

tennis ball throwing
apparatus

テニスボールのスローイング用
具

men's athletic supporters
[sports articles]

男性用アスレチックサポーター
（運動用具）

hoops for exercise
incorporating measuring
sensors

測定センサーを組み込んだ運動
用フープ

elbow guards [sports
articles]

ひじ当て（運動用具）

punching bagsパンチ・バッグ（ボクシング練
習用のもの）

batting gloves [accessories
for games]

バッティング用手袋（ゲーム用
付属品）

sling shots [sports articles]スリングショット（スポーツ用
具）

electric muscle stimulation
bodysuits for sports

スポーツ用の電気式筋肉刺激ボ
ディスーツ
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第28類　類似商品・役務審査基準

ローラースキー用ストック ski poles for roller skis 280252

ローラースキー用ストック ski sticks for roller skis 280252

ローラースケート靴 roller skates 280098

登山用ハーネス N climbers' harness ２４Ｃ０３ 280142

審査基準 [ 6,8,21,22,24 類]　国際分類表 [ 6,18,20,22,24 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

280201

２４Ｃ０４

審査基準 [ 8,9,13,22,25 類]　国際分類表 [ 9,13,25 類]

足ひれ swim fins

ウインドサーフィン用のボード sailboards for windsurfing

サーフボード N surfboards 280102

水上スキー N waterskis 280152

［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

サーフスキー surf skis 280125

280261

サーフボード用流れ止め surfboard leashes 280172

水泳用足ひれ flippers for swimming 280093

水泳用水かき swimming webs 280248

水泳用水かきグローブ webbed gloves for swimming 280248

セイルボード sailboards 280126

セイルボード用ハーネス harness for sailboards 280167

セイルボード用マスト masts for sailboards 280169

ダイビング用足ひれ flippers for diving 280247

パドルボード paddleboards 280226

ボディーボード bodyboards 280177

釣り具 N fishing tackle ２４Ｄ０１ 280083

審査基準 [ 31 類]　国際分類表 [ 20,31 類]

浮き fishing floats

おもり fishing sinkers

たも網 landing nets for anglers

突き棒 rods for spear fishing

釣り糸 N fishing lines 280084

釣りざお N rods for fishing 280035

釣りざおケース fishing rod cases

釣針 N fish hooks 280076

釣り用かご fishing creels

リール fishing reels

ルアー lures for fishing

bags especially designed for
surfboards

サーフボード専用バッグ

bags especially designed for
surfboards

サーフボード用バッグ

sports equipment for surfing,
water-skiing and scuba diving

サーフィン用・水上スキー用・スキューバ
ダイビング用運動用具

ascenders [mountaineering
equipment]

登高器（登山用具）
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類似商品・役務審査基準　第28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

280154

釣り用浮き floats for fishing 280069

釣り用疑似餌 artificial fishing bait 280002

釣り用ギャフ fishing gaffs 280279

釣り用たも網 landing nets for anglers 280060

釣用てぐす gut for fishing 280107

釣り用やな（わな） creels [fishing traps] 280094

釣り用リール reels for fishing 280092

電子浮き（釣り具） bite sensors [fishing tackle] 280155

柄付き捕虫網 N butterfly nets ２５Ｂ０２ 280165

審査基準 [ 21 類]　国際分類表 [ 21 類]

［参考］第28類のその他のアルファベット順一覧表掲載の表示

09G53 24A01 280128

09G53 24A01 280274

ゲーム機用コントローラー controllers for game consoles 09G53 24A01 280217

テレビゲーム機 video game consoles 09G53 24A01 280255

テレビゲーム機 video game machines 09G53 24A01 280214

09G53 24A01 280228

09G53 24A01 280256

遊園地用乗物機械器具 fairground ride apparatus 09G53 24C01 280157

# ゴルフバッグ専用カート golf bag carts 12A71 280225

# ゴルフバッグ専用トロリー golf bag trolleys 12A71 280225

24A01 24B01 280062

カードゲーム用具 card games 24A01 24B01 280270

ゲーム用トレーディングカード trading cards for games 24A01 24B01 280245

サッカーゲーム盤 foosball tables 24A01 24B01 280070

24A01 24B01 280269

ルーレット用回転盤 roulette wheels 24A01 24B01 280181

24A01 24B01 280079
24B02 24C01

24A01 24B01 280243
24B02 24C01

24A01 24B02 280011
24C01

24A01 24C01 280001

24A01 24C01 280233

24A01 24C01 280232

ブーメラン boomerangs 24A01 24C01 280244

24C01 24C03 280043
24C04

運動用又はおもちゃのボール用
のチューブ

balls for gamesゲーム用ボール

portable games and toys
incorporating
telecommunication functions

電気通信機能が搭載された携帯
可能なゲーム用具及びおもちゃ

games*ゲーム用具

machines for physical
exercises

運動用機械器具

needles for pumps for
inflating balls for games

ゲーム用ボールの空気入れポン
プ用針

pumps specially adapted for
use with balls for games

ゲーム用ボール専用のポンプ

bladders of balls for games

joysticks for video gamesテレビゲーム機用ジョイス
ティック

external cooling fans for
game consoles

ゲーム機の外付け式冷却ファン

apparatus for games業務用ゲーム機、ゲームおも
ちゃ

trading card gamesトレーディングカードゲーム用
具

novelty toys for playing
jokes

いたずら用おもちゃ

hand-held consoles for
playing video games

テレビゲーム操作用の手持ち式
コンソール

pots for killing specimen
insects with poison

毒つぼ

tubes for killing specimen
insects with poison

殺虫管

bite indicators [fishing
tackle]

浮き（釣り具）
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第28類　類似商品・役務審査基準

運動用グローブ又は手袋 gloves for games 24C01 24C04 280072

狩猟用おとり及び釣り用ルアー lures for hunting or fishing 24C01 24D01 280082

狩猟用デコイ及び釣り用ルアー decoys for hunting or fishing 24C01 24D01 280082

24C01 24D01 280194

# 紙吹雪用色紙片 confetti 25A01 280192

scent lures for hunting or
fishing

狩猟用又は釣り用擬臭
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