
第38類　類似商品・役務審査基準

第３８類 CLASS 38

(注) telecommunication

３８Ａ０１

国際分類表 [ 35 類]

テレックスによる通信 N telex services 380011

電報による通信 N communications by telegrams 380008

電話による通信 N communications by telephone 380010

ファクシミリによる通信 N facsimile transmission 380026

N 380028

［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

380043

遠隔会議用通信端末による通信 teleconferencing services 380039

380046

【商品・サービス国際分類表〔第１２－２０２３版〕　類別表（注釈付き）】

電気通信サービス．

注釈

第38類には、主として、少なくとも一の当事者が他方と通信することを可能にするサービス、及び放送及びデータの伝送の

ためのサービスを含む。

この類には、特に、次のサービスを含む：

デジタルファイルの伝送交換及び電子メールによる通信；

電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供；

ラジオ及びテレビジョン放送；

ビデオオンデマンドによる送信；

インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信及びオンラインフォーラム形式による通信；

電話による通信及びボイスメール通信；

遠隔会議用及びビデオ会議用通信端末による通信．

この類には、特に、次のサービスを含まない：

ラジオによる広告（第35類）；

テレマーケティング（第35類）；

通信活動に含まれる内容又は主題、例えば、インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル（第9

類）、ウェブサイト経由による事業に関する情報の提供（第35類）、ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能な映画

及びテレビジョン番組の配給（第41類）；

電気通信接続を用いて行われるサービス、例えば、オンラインによるダウンロード可能なデジタル音楽の小売の業務におい

て行われる顧客に対する便益の提供（第35類）、オンラインによる銀行業務（第36類）；

ラジオ及びテレビジョンの番組の制作（第41類）；

電気通信技術に関する助言（第42類）；

オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供（第45類）．

transmission of greeting
cards online

オンラインによるグリーティン
グカードの伝送交換

３８Ａ０１　３８Ｂ０１

providing internet chatroomsインターネット利用のチャット
ルーム形式による電子掲示板通
信

paging services [radio,
telephone or other means of
electronic communication]

無線呼出し

communications by computer
terminals

電子計算機端末による通信

mobile telephone
communication

移動体電話による通信

telecommunication, other than
broadcasting

電気通信（「放送」を除く。）

電気通信
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380050

380022

380023

380024

380056

380038

380051

380044

デジタルファイルの伝送交換 transmission of digital files 380047

380037

380040

380041

380036

380025

電報による通信 telegraph services 380007

電報による通信 transmission of telegrams 380006

電話による通信 telephone services 380009

380030

380030

ビデオオンデマンドによる送信 video-on-demand transmission 380053

380049

ボイスメール通信 voice mail services 380045

ポッドキャスト方式による通信 transmission of podcasts 380054

無線による電気通信 radio communications 380052

メッセージの送信のための通信 message sending 380004

放送 broadcasting ３８Ｂ０１

テレビジョン放送 N television broadcasting 380005

ラジオ放送 N radio broadcasting 380003

［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

無線放送 wireless broadcasting 380048

有線テレビジョン放送 cable television broadcasting 380021

videoconferencing servicesビデオ会議用通信端末による通
信

communications by fiber optic
networks

光ファイバーネットワークによ
る通信

transmission of electronic
mail

電子メールによる通信

communications by fibre optic
networks

光ファイバーネットワークによ
る通信

electronic bulletin board
services [telecommunications
services]

電子掲示板による通信

rental of access time to
global computer networks

電子計算機端末による通信ネッ
トワークへの接続用回線の時間
貸し

providing user access to
global computer networks

電子計算機端末による通信ネッ
トワークへの接続の提供

providing telecommunications
connections to a global
computer network

電子計算機端末による通信ネッ
トワークへの接続の提供

providing access to databasesデータベースへの接続用回線の
提供

streaming of dataストリーミングによるデータの
伝送交換

telecommunications routing
and junction services

仕様の異なる通信ネットワーク
間の接続の提供

geolocation services
[telecommunications services]

ジオロケーション（電気通信）

computer aided transmission
of messages and images

コンピュータを利用したメッ
セージ及び映像の伝送交換

communications by computer
terminals

コンピュータ端末による通信

communications by cellular
phones

携帯電話機による通信

providing online forumsオンラインフォーラム形式によ
る通信
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N ３８Ｃ０１ 380012

３８Ｄ０１

国際分類表 [ 37 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

スマートフォンの貸与 rental of smartphones 380055

380033

電話機の貸与 rental of telephones 380034

ファクシミリの貸与 rental of facsimile apparatus 380031

380029

モデムの貸与 rental of modems 380032

［参考］第38類のその他のアルファベット順一覧表掲載の表示

衛星による伝送交換 satellite transmission 38A01 38B01 380035

38A01 38B01 380042

38A01 38B01 380027providing information in the
field of telecommunications

電気通信に関する情報の提供

providing telecommunication
channels for teleshopping
services

テレショッピングのための電気
通信回線（放送を含む。）の提
供

rental of message sending
apparatus

メッセージ送信用通信機器の貸
与

rental of telecommunication
equipment

電気通信装置の貸与

rental of telecommunication
equipment including
telephones and facsimile
apparatus

電話機・ファクシミリその他の通信機器の
貸与

news agency services報道をする者に対するニュースの供給
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