
第41類　類似商品・役務審査基準

第４１類 CLASS 41

当せん金付証票の発売 operating lotteries ３６Ｇ０１

［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

当せん金付証票の企画・運営 organization of lotteries 410081

N ４０Ｄ０１ 410079

審査基準 [ 40 類]　国際分類表 [ 40 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

410223

ビデオテープの編集 videotape editing 410090

【商品・サービス国際分類表〔第１２－２０２３版〕　類別表（注釈付き）】

教育；

訓練の提供；

娯楽；

スポーツ及び文化活動．

注釈

第41類には、主として、あらゆる形態の教育又は訓練のサービス、娯楽又はレクリエーションを基本的な目的とするサービ

ス、並びに文化又は教育のための視覚的美術品の展示及び文献の供覧を含む。

この類には、特に、次のサービスを含む：

文化又は教育のための展示会の企画・運営、会議・議会及びシンポジウムの手配及び運営；

翻訳及び通訳；

書籍の制作（広告物を除く。）；

ニュースレポーターによる取材・報告、写真による報道；

写真の撮影；

映画の演出及び制作（広告用映画を除く。）；

遊園地、サーカス、動物園、画廊及び美術館による文化・教育又は娯楽に関する役務の提供；

スポーツ及びフィットネストレーニング指導；

動物の調教；

オンラインによるゲームの提供；

賭博の提供、当せん金付証票の企画・運営；

娯楽、教育及びスポーツイベント用のチケットの予約の代行；

特定の執筆サービス、例えば、映画の脚本の作成、受託による作詞及び作曲．

この類には、特に、次のサービスを含まない：

商業又は広告のための展示会の企画・運営（第35類）；

広告文の作成及び広告物の出版（第35類）；

報道をする者に対するニュースの供給（第38類）；

ラジオ及びテレビジョン放送（第38類）；

ビデオ会議用通信端末による通信（第38類）；

技術文書の作成（第42類）；

保育所における乳幼児の保育（第43類）；

温泉療法用施設の提供（第44類）；

結婚式の企画及び手配（第45類）．

video editing services for
events

イベントのためのビデオの編集

dubbing録音又は録画済み記録媒体の複製
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類似商品・役務審査基準　第41類

４１Ａ０１

学習塾における教授 tutoring at cram schools

空手の教授 Karate instruction

語学の教授 language instruction

茶道の教授 tea ceremony instruction

自動車運転の教授 vehicle-driving instruction

柔道の教授 N judo instruction 410220

水泳の教授 swimming instruction

そろばんの教授 abacus instruction

テニスの教授 tennis instruction

ピアノの教授 piano instruction

美容の教授 beauty arts instruction

舞踏の教授 dance instruction

簿記の教授 bookkeeping instruction

理容の教授 hairdressing instruction

和裁の教授 Kimono-making instruction

［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

合気道の教授 aikido instruction 410211

音楽の教授 music education 410244

410199

教育上の試験の実施 educational examination 410049

410048

コーチング（訓練） coaching [training] 410189

410193

個人に対する知識の教授 tutoring 410202

410210

410061

410207

宗教教育 religious education 410080

training services provided
via simulators

シミュレーターを使った訓練

providing information in the
field of education

教育の分野における情報の提供

educational services provided
by schools

学校による教育の提供

tailoring or dressmaking
instruction

洋裁の教授

practical training
[demonstration]

実地教育

sado instruction [tea
ceremony instruction]

茶道の教授

personal trainer services
[fitness training]

個人指導（フィットネストレー
ニング）

review courses for state
examinations

国家資格取得講座における教授

educating at senior high
schools

高等学校における教育

Kendo instruction [Japanese
fencing instruction]

剣道の教授

teaching at junior high
schools

中学校における教育

educating at universities or
colleges

大学における教授

teaching at elementary
schools

小学校における教育

instruction on formal wearing
of Kimono

着物着付けの教授

flower arrangement
instruction

生け花の教授

educational and instruction
services relating to arts,
crafts, sports or general
knowledge

技芸・スポーツ又は知識の教授
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第41類　類似商品・役務審査基準

410102

職業に関する再訓練 vocational retraining 410195

専門学校における教育 academies [education] 410002

全寮制学校における教育 boarding school education 410075

体育の教授 physical education 410012

体操の教授 gymnastic instruction 410021

知識の教授 teaching 410017

知識又は技芸の教授 educational services 410017

知識又は技芸の教授 instruction services 410017

通信教育による知識の教授 correspondence courses 410011

410219

410229

410221

410239

ノウハウの伝授（訓練） know-how transfer [training] 410218

410238

フィットネスの教授 conducting fitness classes 410194

幼児教育 nursery schools 410058

４１Ａ０２

４１Ａ０３

［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

410045

410046

410203

410076

410072

410070

410044

arranging and conducting of
symposiums

シンポジウムの手配及び運営

arranging and conducting of
workshops [training]

研修会の手配及び管理

arranging and conducting of
in-person educational forums

教育フォーラムの手配及び運営

arranging and conducting of
colloquiums

討論会の手配及び運営

arranging and conducting of
seminars

セミナーの手配及び運営

arranging of donation of
human corpses for medical
education

献体の手配

providing information on
donation of human corpses for
medical education

献体に関する情報の提供

transfer of business
knowledge and know-how
[training]

ビジネスの知識及びノウハウの
伝授（訓練）

arranging and conducting of
congresses

議会の手配及び運営

arranging and conducting of
conferences

会議の手配及び運営

arranging, conducting and
organization of seminars

セミナーの企画・運営又は開催

educational services provided
by special needs assistants

特別支援教育

vocational guidance
[education or training
advice]

職業訓練

providing training and
educational examination for
certification purposes

認証のための訓練の提供及び教
育上の試験の実施

educational examination for
users to qualify to pilot
drones

ドローン操縦資格を付与するた
めの教育上の試験の実施

physical fitness assessment
services for training
purposes

トレーニング目的の体力評価
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類似商品・役務審査基準　第41類

動物の調教 N animal training ４１Ｂ０１ 410005

植物の供覧 plant exhibitions ４１Ｃ０１

動物の供覧 animal 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

動物園の提供 zoological garden services 410033

４１Ｃ０２

図書の貸与 book rental

 （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

410041

410041

410099

図書の貸出し lending library services 410023

410235

美術品の展示 art exhibitions ４１Ｃ０３

［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

美術館における展示 presenting museum exhibitions 410248

庭園の供覧 gardens for public admission ４１Ｃ０４

洞窟の供覧 caves for public admission

書籍の制作 N publication of books ４１Ｄ０１ 410024

［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

410091

410092

410016publication of texts, other
than publicity texts

書籍の制作（広告物を除く。）

electronic desktop publishingコンピュータを利用して行う書
籍の制作

online publication of
electronic books and journals

オンラインで提供される電子書
籍及び電子定期刊行物の制作

bookmobile services移動図書館における図書の供覧
及び貸与

(REMARKS) "Providing
electronic publications"is
presumed to be similar to
"electronic publications" in
class 9.

「電子出版物の提供」は、第９
類「電子出版物」に類似と推定
する。

services of reference
libraries for literature and
documentary records

図書及び記録の供覧

multimedia library servicesマルチメディア技術を利用した
図書の供覧

providing online electronic
publications, not
downloadable

オンラインによる電子出版物の
提供（ダウンロードできないも
のに限る。）

mobile library services移動図書館における図書の供覧
及び貸与

providing electronic
publications

電子出版物の提供
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第41類　類似商品・役務審査基準

４１Ｅ０１

［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

410083

410185

４１Ｅ０２

［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

410225

映画の脚本の作成 screenplay writing 410205

映画の上映 cinema presentations 410057

映画の上映 movie theatre presentations 410057

410020

映画の配給 film distribution 410217

410201

410252

410208

４１Ｅ０３

［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

410222

410224

410056

演劇の上演 theatre productions 410029

オーケストラによる演奏 orchestra services 410028

presentation of live
performances

演芸の上演、演劇の上演、音楽
の演奏

lighting technician services
for events

イベントのための照明機器の操
作

presentation of live show
performances

演芸の上演

providing digital music from
the Internet, not
downloadable

インターネットを利用して行う音楽の提供

providing films, not
downloadable, via video-on-
demand services

ビデオオンデマンドによるダウ
ンロード不可能な映画の配給

sound engineering services
for events

イベントのための音響機器の操
作

presentation of musical
performances

音楽の演奏

direction or presentation of
plays

演劇の演出又は上演

film directing, other than
advertising films

映画の演出（広告用映画の演出
を除く。）

movie theatre presentations
or movie film production and
distribution

映画の上映・制作又は配給

providing videos from the
internet, not downloadable

インターネットを利用して行う映像の提供

providing online images, not
downloadable

オンラインによる画像の提供
（ダウンロードできないものに
限る。）

providing online videos, not
downloadable

オンラインによる映像の提供
（ダウンロードできないものに
限る。）

film production, other than
advertising films

映画の制作（広告用映画の制作
を除く。）

arranging and conducting of
concerts

コンサートの企画又は運営

organization of shows
[impresario services]

興行（歌劇・音楽会）の企画・
運営

arranging and planning of
movies, shows, plays or
musical performances

映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の
企画又は運営

3－530



類似商品・役務審査基準　第41類

410200

芸人による演芸の上演 entertainer services 410007

410009

ショーの演出 directing of shows 410232

ショーの演出 production of shows 410030

バラエティーショーの上演 presentation of variety shows 410027

４１Ｅ０４

［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

410031

410209

410209

410026

410251

410015

４１Ｅ０５

［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

410196

カリグラフィーの制作 calligraphy services 410186

受託による作詞及び作曲 songwriting 410204

受託による作曲 music composition services 410097

文章の執筆 writing of texts* 410184

４１Ｅ０６

４１Ｅ０７operation of video and audio
equipment for production of
radio and television programs

映像機器・音声機器等の機器であって放送
番組の制作のために使用されるものの操作

directing of radio and
television programs

放送番組の制作における演出

production of music音楽のプロデュース（企画・制
作）

production of radio and
television programmes

ラジオ及びテレビジョンの番組
の制作

providing television
programs, not downloadable,
via video-on-demand services

ビデオオンデマンドによるダウ
ンロード不可能なテレビジョン
番組の配給

providing television
programmes, not downloadable,
via video-on-demand services

ビデオオンデマンドによるダウ
ンロード不可能なテレビジョン
番組の配給

production of videotape film
in the field of education,
culture, entertainment or
sports [not for movies or
television programs and not
for advertising or publicity]

教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制
作（映画・放送番組・広告用のものを除
く。）

radio entertainmentラジオ放送用娯楽番組の制作・
配給

scheduling of radio and
television programmes

ラジオ及びテレビ番組のスケ
ジューリング

providing online music, not
downloadable

オンラインによる音楽の提供
（ダウンロードできないものに
限る。）

television entertainmentテレビジョン放送用娯楽番組の
制作・配給

production of radio or
television programs

放送番組の制作

presentation of circus
performances

サーカスの上演

3－531



第41類　類似商品・役務審査基準

４１Ｆ０１

［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

410059

４１Ｆ０６

［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

410231

410253

ガイド付き見学ツアーの実施 conducting guided tours 410206

410214

410215

410242

410071

410060

ビューティーコンテストの手配 arranging of beauty contests 410077

410188

舞踏会の企画・運営 organization of balls 410082

410055

４１Ｇ０１organization, arranging and
conducting of horse races

競馬の企画・運営又は開催

holiday camp services
[entertainment]

ホリデイキャンプの企画・運営
又は開催

organization of fashion shows
for entertainment purposes

ファッションショーの企画・運
営（娯楽のためのもの）

organization of cosplay
entertainment events

コスチュームプレイに関する娯
楽イベントの運営及び企画

conducting guided climbing
tours

ガイド付き登山ツアーの実施

providing online virtual
guided tours

オンラインによるガイド付き仮
想見学ツアーの提供

party planning
[entertainment]

パーティの企画

sport camp servicesスポーツキャンプの企画・運営
又は開催

arranging and conducting of
entertainment events

娯楽イベントの企画・運営

organization, arranging and
conducting of baseball games

野球の興行の企画・運営又は開
催

organization, arranging and
conducting of boxing matches

ボクシングの興行の企画・運営
又は開催

organization, arranging and
conducting of sumo wrestling
competitions

相撲の興行の企画・運営又は開
催

organization of electronic
sports competitions

エレクトロニックスポーツ競技
会の企画・運営

organization of entertainment
events excluding movies,
shows, plays, musical
performances, sports, horse
races, bicycle races, boat
races and auto races

興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・
演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競
馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に
関するものを除く。）

organization of sports
competitions

運動競技会の企画・運営

organization, arranging and
conducting of soccer games

サッカーの興行の企画・運営又
は開催

organization, arranging and
conducting of professional
golf tournaments or
competitions

ゴルフの興行の企画・運営又は
開催

organization, arranging and
conducting of sports
competitions

スポーツの興行の企画・運営又は開催
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類似商品・役務審査基準　第41類

４１Ｇ０２

４１Ｇ０３

４１Ｇ０４

４１Ｈ０１

［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

映画スタジオの提供 movie studio services 410008

録音用スタジオの提供 recording studio services 410063

運動施設の提供 N providing sports facilities ４１Ｊ０１ 410035

ゴルフ場の提供 providing golf facilities

スキー場の提供 providing ski slopes

スケート場の提供 providing skating rinks

体育館の提供 providing gymnasiums

テニス場の提供 N rental of tennis courts 410087

プールの提供 providing swimming pools

ボウリング場の提供 providing bowling alleys

野球場の提供 providing baseball fields

［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

運動競技の計時 timing of sports events 410073

運動場の提供 rental of sports grounds 410190

競技場の提供 rental of stadium facilities 410067

ゴルフ施設の提供 providing golf facilities 410053

410054

４１Ｋ０１

国際分類表 [ 44 類]

囲碁所又は将棋所の提供 providing Go or Shogi saloons

カラオケ施設の提供 N karaoke services 410095

ダンスホールの提供 providing dance halls

ぱちんこホールの提供 providing Pachinko parlors

health club services [health
and fitness training]

ヘルスクラブの提供（健康及び
フィットネスのためのトレーニ
ング）

providing track and field
facilities

陸上競技場の提供

providing audio or video
studio services

音響用又は映像用のスタジオの提供

providing slot machine
parlors

スロットマシン場の提供

providing amusement
facilities

娯楽施設の提供

organization, arranging and
conducting of auto races

小型自動車競走の企画・運営又は開催

organization, arranging and
conducting of boat races

競艇の企画・運営又は開催

organization, arranging and
conducting of bicycle races

競輪の企画・運営又は開催
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第41類　類似商品・役務審査基準

ビリヤード場の提供 providing billiard rooms

マージャン荘の提供 providing mahjong parlors

遊園地の提供 N amusement park services 410003

［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

410042

410084

ディスコの提供 discotheque services 410047

410098

４１Ｋ０２

国際分類表 [ 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

美術館の施設の提供 providing museum facilities 410062

興行場の座席の手配 booking of seats for shows ４１Ｌ０１

［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

興行場の座席の予約 booking of seats for shows 410078

410183

４１Ｍ０１

映写フィルムの貸与 rental of cine-films

1

2 映写フィルムの貸与 rental of cine-films

［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

410006

映画上映用データの貸与 rental of motion pictures 410019

楽器の貸与 rental of musical instruments ４１Ｍ０２

rental of cinematographic
apparatus

映画機械器具の貸与

rental of overhead projectorsオーバーヘッドプロジェクター
の貸与

rental of movie projectors
and their accessories

映写機及びその附属品の貸与

providing facilities for
movies, shows, plays, music
or educational training

映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のた
めの施設の提供

nightclub services
[entertainment]

ナイトクラブの提供

providing amusement arcade
services

ゲームセンターの提供

rental of cinematographic
machines and apparatus

映画機械器具の貸与

rental of cinematographic
machines and apparatus

映画機械器具の貸与

ticket agency services
[entertainment]

興行におけるチケットの手配

providing casino facilities
[gambling]

カジノ施設の提供
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類似商品・役務審査基準　第41類

運動用具の貸与 rental of sports equipment ４１Ｍ０３

スキー用具の貸与 rental of ski equipment

N 410065

［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

410066

テレビジョン受信機の貸与 rental of television sets ４１Ｍ０４

ラジオ受信機の貸与 rental of radio sets

［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

オーディオ装置の貸与 rental of audio equipment 410085

ビデオカメラの貸与 rental of camcorders 410088

ビデオカメラの貸与 rental of video cameras 410088

410068

410025

４１Ｍ０６

［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

録音済み記録媒体の貸与 rental of sound recordings 410018

録画済みビデオテープの貸与 rental of videotapes 410069

ネガフィルムの貸与 rental of film negatives ４１Ｍ０７

ポジフィルムの貸与 rental of reversal film

おもちゃの貸与 N toy rental ４１Ｍ０８ 410197

［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

ゲーム用具の貸与 games equipment rental 410198

施設におけるゲーム用具の貸与 games library services 410234

４１Ｍ０９

rental of image-recorded
magnetic tapes

録画済み磁気テープの貸与

rental of records or sound-
recorded magnetic tapes

レコード又は録音済み磁気テープの貸与

rental of radio and
television sets

ラジオ受信機及びテレビジョン
受像機の貸与

rental of paintings and
calligraphic works

書画の貸与

rental of game machines and
apparatus

遊戯用器具の貸与

rental of amusement machines
and apparatus

遊園地用機械器具の貸与

rental of video cassette
recorders

ビデオデッキの貸与

rental of sports equipment,
except vehicles

運動用具の貸与（「乗物」を除
く。）

rental of skin diving
equipment

スキンダイビング用具の貸与
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第41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

美術品の貸与 rental of artwork 410212

写真の撮影 N photography ４２Ｅ０１ 410101

［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

410237

410236

ビデオテープへの収録 videotaping 410106

マイクロフィルムへの記録 microfilming 410182

通訳 N language interpretation ４２Ｓ０１ 410192

翻訳 N translation 410104

［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

手話通訳 sign language interpretation 410105

カメラの貸与 rental of cameras ４２Ｘ１５

(注)

［参考］第41類のその他のアルファベット順一覧表掲載の表示

41A03 41F06 410010

41A03 41F06 410051

# 41D01 42Z99 410187

41E01 41E02 410004
41E03 41E04 

41E05 41F01 

41F06 41G01 

41G02 41G03 

41G04 41K01

41E01 41E02 410050
41E03 41E04 

41E05 41F01 

41F06 41G01 

41G02 41G03 

41G04 41K01

41E01 41E02 410227
41E03 41E04 

41E05 41F01 

41F06 41G01 

41G02 41G03 

41G04 41K01

41E01 41E02 410227
41E03 41E04 

41E05 41F01 

41F06 41G01 

41G02 41G03 

41G04 41K01

providing user ratings for
entertainment or cultural
purposes

ユーザーによる評価を内容とす
る娯楽に関する情報の提供

providing information in the
field of entertainment

娯楽分野における情報の提供

entertainment services娯楽の提供

providing user rankings for
entertainment or cultural
purposes

ユーザーによるランキングを内
容とする娯楽に関する情報の提
供

rental of optical machines
and apparatus, except
telescopes

光学機械器具（望遠鏡を除く。）の貸与

photographic imaging services
by drone

ドローンによる写真撮影

video imaging services by
drone

ドローンによる映像撮影

layout services, other than
for advertising purposes

出版物のレイアウト（広告物を
除く。）

organization of exhibitions
for cultural or educational
purposes

文化又は教育のための展示会の
企画・運営

organization of competitions
[education or entertainment]

教育又は娯楽に関する競技会の
企画・運営
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41E01 41E02 410226
41E03 41E04 

41E05 41F01 

41F06 41G01 

41G02 41G03 

41G04 41K01

41E01 41E02 410064
41E03 41E04 

41E05 41F01 

41F06 41G01 

41G02 41G03 

41G04 41K01

41E02 41E03 410089
41E04

41E02 41E03 410245
41E04 41E05

41E02 41E03 410093
41E04 41E05

41E03 41E04 410191
41E06

ポッドキャストの制作 production of podcasts 41E04 41E05 410249

41F01 41F06 410243

# 41F06 41K01 410247
41Z99

41J01 41K01 410014

# 41K01 41Z99 410094

# 映画の小道具のレンタル rental of movie props 41M99 410250

# 41M99 410228

# 41M99 410213

# 41M99 410241

# 41M99 410086

# 舞台背景の貸与 rental of show scenery 41M99 410013

# 舞台背景の貸与 rental of stage scenery 41M99 410032

# 美術用モデルの実演 modelling for artists 41Z99 410036

# フェイスペインティング face painting 42C01 410230

# 写真による報道 photographic reporting 42G99 410100

# 42Q99 410240

# 42Z99 410103

水生動植物入りの室内飼育観賞
用水槽の貸与

rental of training simulators技能訓練用シミュレーターの貸
与

game services provided online
from a computer network

オンラインによるゲームの提供

providing recreation
facilities

レクリエーション施設の提供

news reporters servicesニュースレポーターによる取
材・報告

research in the field of
education

教育に関する研究

rental of lighting apparatus
for theatrical sets or
television studios

舞台装置又はテレビスタジオ用
照明装置の貸与

rental of electronic book
readers

電子書籍リーダーの貸与

rental of indoor aquaria

subtitling字幕付け

captioning字幕付け

scriptwriting, other than for
advertising purposes

脚本の作成（広告用のものを除
く。）

escape game [entertainment]脱出ゲームの提供（娯楽の提
供）

arranging and conducting of
sports events

スポーツイベントの企画・運営

disc jockey servicesディスクジョッキーによる音楽
の実演又はその演出、放送番組
における司会・演出

providing information
relating to recreational
activities

レクリエーション活動に関する
情報の提供

providing user reviews for
entertainment or cultural
purposes

ユーザーによるレビューを内容
とする娯楽に関する情報の提供
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