
商品・サービス国際分類表 第10-2016版 主な変更点 

第1類   「tea extracts for use in the manufacture of cosmetics」（化粧品製造用茶エキス）
01A01 

第2類   「oil paints for use in art」（油絵の具）25B01 
第9類   「covers for smartphones」（スマートフォン用のカバー）11B01 11C01 
第18類 「randsels [Japanese school satchels]」（ランドセル）21C01 
第29類 「yakitori」(焼き鳥) 32F01 
第30類 「ramen [Japanese noodle-based dish]」（調理済みラーメン）32F06 
第35類 「administration of frequent flyer programs」（マイレージプログラムの管理）35A01  

35A02 35B01 

追加されました。  

第9類   「reflective safety vests」（反射安全ベスト）09G05 17A06 
第9類   「selfie sticks [hand-held monopods]」（自撮り棒（手持ち用一脚））11B01 11C01 
第9類   「smartglasses」（眼鏡型携帯情報端末）11B01 11C01 
第12類 「civilian drones」（民間用ドローン）12A02 
第12類 「military drones」（軍事用ドローン）12A02 
第28類 「drones [toys]」（ドローン(おもちゃ））24A01 
第29類 「bulgogi [Korean beef dish]」（プルコギ（牛肉からなる韓国料理））32F01 32F06 
第30類 「jiaozi [stuffed dumplings]」（チャオズ（ぎょうざ））32F06 

日本提案の例 

日本以外の提案の例 
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追加されましたが、指定商品の記載の際には注意が必要です。 

第9類 「smartwatches」（［スマートウォッチ］） （追加） 
★我が国の登録商標と類似するおそれがあり、指定商品の表示として適切ではないため、

「腕時計型携帯情報端末／personal digital assistants in the shape of a watch」 
（11B01 11C01）として採用します。 

追加又は表示変更された結果、類が変わります。 

第9類「mouth guards for sports」（運動用マウスガード）24C01（追加） 
第9類「head guards for sports 」（運動用ヘッドガード）24C01 （追加） 
第9類「teeth protectors」（[歯の防護具]） ※従来、商品の表示として不採用 
 →第9類「teeth protectors*」（歯の防護具（歯科用のものを除く。）） 17A05 24C01 （表示
変更） 
第10類「teeth protectors for dental purposes」（歯科用歯の防護具）10D01（追加） 
★運動用マウスガード、運動用ヘッドガードは、これまで第28類で採用してきましたが、10-

2016版からは第9類となります。類似群の変更はありません。 
★第9類「teeth protectors」は、これまで商品の表示として不採用でしたが、10-2016版から

は歯科用以外のものは第9類、歯科用のものは第10類で採用します。 
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追加された結果、類が変わります 。 

追加又は表示変更された結果、日本語訳と類似群が変わります。 

第19類「enamelled glass, for building」（建築用エナメルガラス）07E01（追加） 
第21類「enamelled glass」（エナメルグラス）19A03 
→第21類「enamelled glass, not for building」（エナメルガラス（建築用のものを除く。））

07E01（表示変更） 
★「enamelled glass」は、これまで「エナメルグラス」として採用していましたが、10-2016版か

らは日本語訳と類似群を上記のとおり変更します。 
 

第8類「emery boards」（エメリーボード）13B03（追加） 
 ※「emery board」とは表面にざらざらしたつぶれた金剛砂がついているボール紙製または木製の細長い板の爪やすり。 
★「爪用紙やすり」は、これまで第3類（13B03）で採用していましたが、10-2016版からは第8

類になります。類似群の変更はありません。 
 
第12類「ashtrays for automobiles」（自動車用灰皿）27B01（追加） 
★「自動車用灰皿」は、これまで第34類（27B01）で採用していましたが、10-2016版からは第

12類になります。類似群の変更はありません。 
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追加された結果、日本語訳と類似群が変わります。 

第17類「door stops of rubber」（ゴム製ドアストップ）13C01 19B99 （追加） 
第20類「door stops, not of metal or rubber」（ドアストップ（金属製及びゴム製のものを除

く。））13C01 19B99 （追加） 
★第6類「door stops」は、上記第17類及び第20類の追加に伴い、10-2016版から日本語訳
と類似群コードを下記のとおり変更します。 
第6類「door stops of metal」（金属製の扉用あおり止め）07A01 

  →第6類「door stops of metal」（金属製ドアストップ）07A01 13C01 19B99 
 

 
第17類「window stops of rubber」（窓用ゴム製止め具）13C01（追加） 
第20類「window stops, not of metal or rubber」（窓用止め具（金属製及びゴム製のものを

除く。））13C01（追加） 
★第6類「window stops」は、上記第17類及び第20類の追加に伴い、10-2016版から日本語
訳と類似群コードを下記のとおり変更します。 
第6類「window stops of metal」（窓用金属製止具）07A01 
→第6類「window stops of metal」（窓用金属製止め具）07A01 13C01  
 

第21類「make-up brushes」（化粧用ブラシ） 21F01（追加） 
★「toilet brushes」は、上記第21類の追加に伴い、 10-2016版からは日本語訳と類似群を

下記のとおり変更します。 
第21類「toilet brushes 」 （化粧用ブラシ）21F01 
→第21類「toilet brushes」（トイレ清掃用ブラシ）19A06 
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追加された結果、日本語訳が変わります。 

第14類「key chains [trinkets or fobs]」（キーホルダー） 13C02（追加） 
★「key rings」は、これまで「装身用鍵輪」として採用していましたが、10-2016版からは日本

語訳を下記のとおり変更します。 
第14類「key rings [trinkets or fobs]」（装身用鍵輪）13C02 
→第14類「key rings [trinkets or fobs]」（キーホルダー）13C02 
 

（参考）追加された関連商品 
「split rings for keys」（鍵用のスプリットリング）は材質によって分類されます。 
第6類「split rings of common metal for keys」 

   （鍵用の金属製のスプリットリング（貴金属製のものを除く。））13C02（追加） 
第14類「split rings of precious metal for keys」 

   （鍵用の貴金属製のスプリットリング）13C02（追加） 
第20類「split rings, not of metal, for keys」 

   （鍵用のスプリットリング（金属製のものを除く。））13C02（追加） 
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類別表中の類見出し及び注釈が変わりました。 

 類見出し及び注釈の明確化 
• 類見出し中の「not included in other classes」（他の類に属しないもの）が削除。 
• その代わりに、注釈において、「consult the Alphabetical List of Goods」との文言を使

用して、アルファベット順一覧表にある特定の商品がその類には含まれないことを明示。 
• 明確化された類は、6,14,16,17,18,20,21,22,24,28,31類。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-2015版 10-2016版 
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類別表中の類見出し及び注釈が変わりました。 

 第40類の注釈に、受託による製造はサービスであることを明記 
• 第40類の注釈において、他者の注文及び仕様に応じた商品の生産及び製造のみ

がサービスとみなされると記載されました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そのほかにも多数の追加・削除・表示変更の商品・役務があります。 
詳しくは商品・サービス国際分類表 第10-2016版をご覧下さい。 
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