
日本提案に基づき追加されたものの例
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商品・サービス国際分類表 第11-2017版 主な変更点

第7類 「rubber tracks being parts of crawlers on construction machines」（土木機械用ゴムク
ローラ） 09A03

第9類 「humanoid robots with artificial intelligence」（人工知能搭載のヒューマノイドロボット）
09E99

第9類 「audio mixers」（オーディオミキサー（音響機器））11B01
第11類 「chocolate fountains, electric」（電気式チョコレートファウンテン）09E28 11A06
第12類 「electric bicycles」（電動自転車）12A06
第15類 「melodicas」（鍵盤ハーモニカ）24E01
第16類 「washi」（和紙）25A01
第25類 「judo uniforms」（柔道衣）24C01
第28類 「toy robots」（おもちゃのロボット）24A01
第30類 「instant rice」（即席米飯）32F03 32F06
第41類 「sado instruction [tea ceremony instruction]」（茶道の教授）41A01
第43類 「washoku restaurant services」（和食の提供）42B01
第45類 「kimono dressing assistance」（着物の着付け）42C01
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第9類 「charging stations for electric vehicles」（電気自動車用充電装置）11A01
第9類 「smart rings」（指輪型携帯情報端末）11B01 11C01
第9類 「electronic interactive whiteboards」（電子式双方向ホワイトボード）11C01
第9類 「electronic sheet music, downloadable」（ダウンロード可能な電子楽譜）26A01 26D01
第16類 「printed sheet music」（印刷された楽譜）26A01
第19類 「plastic landscape edgings」（造園用プラスチック製縁取り材）07A03
第21類 「lint removers, electric or non-electric」（くず取り器（電動式のもの又は電動式でないも

の））11A06 19A06
第29類 「guacamole [mashed avocado]」（グアカモーレ（アボカドのディップ））32F04
第29類 「galbi [grilled meat dish]」（カルビ（網焼き肉料理））32F01
第39類 「cash replenishment of automated teller machines」（現金自動預金支払機への現金補

充）39B01 39Z99
第43類 「reception services for temporary accommodation [management of arrivals and 

departures]」（一時宿泊施設の提供のための受付及び案内（到着及び出発の管理））
42A01 42A02

第45類 「conducting religious ceremonies」（宗教儀式の実施）42Z99
第45類 「leasing of internet domain names」（インターネットドメイン名の貸与）42X90
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類移行、表示変更等された結果、類が変わります

第4類 「benzene」（ベンゼン）01A01→第1類
第5類 「bracelets for medical purposes」（医療用腕環）10D01→第10類
第8類 「needle-threaders」（糸通し器）19B03→第26類
第9類 「socks, electrically heated」（電熱式ソックス）11A06→第11類
第26類「reins for guiding children」（幼児連れ歩き用安全ひも）21A01→第18類
第28類「scrapers for skis」（スキー用スクレーパー）24C01→第8類
第28類「wax for skis」（スキーワックス）05D01→第4類

第21類「pig bristles」（豚の剛毛34E07）→第22類「pig bristles*」（豚の剛毛）34E07（類移行＆表
示変更）

第21類「pig bristles for brush-making」（ブラシ製造用豚の剛毛）34E07（追加）
★豚の剛毛等動物の毛は、未加工のものが第22類、特定の商品用に加工されたものは当該商品
が属する類と整理され、第21類に「ブラシ製造用豚の剛毛」が追加されました。
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類移行、表示変更された結果、類、日本語訳、類似群が変わります

第6類「tool handles of metal」（工具用金属製柄13B01）→第8類「handles for hand-operated 
hand tools」（手動式の手持工具用柄）13A01 13B01（類移行＆表示変更）

第6類「knife handles of metal」（ナイフ用金属製柄13A01）→第8類「knife handles」（ナイフ用柄）
13A01（類移行＆表示変更）

第6類「scythe handles of metal」（大がま用金属製柄13A01）→第8類「scythe handles」（大がま
用柄）13A01（類移行＆表示変更）

第6類「broom handles of metal」（ほうき用金属製柄19A06）→第21類「broom handles」（ほうき
用柄）19A06（類移行＆表示変更）

★11版より、各種商品の「柄」は、当該商品の帰属する類で採択することとなります。
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類移行、追加された結果、類、日本語訳、類似群が変わります

第3類 「medicated soap」（薬用せっけん）04A01
→第5類 「medicated soap」（医療用せっけん）01B01（類移行）

第5類 「medicated shampoos」（医療用シャンプー）01B01（追加）
第5類 「medicated toiletry preparations」（医療用化粧品、せっけん類及び歯磨き）01B01（追加）
第5類 「medicated dentifrices」（医療用歯磨き）01B01（追加）
★「medicated」は、「薬用」と訳していましたが、11版より、第5類に医療用の化粧品、せっけん類
及び歯磨きが属することが明確になり、「医療用」と理解するのが適切となりました。
なお、医療用か否かがあいまいな「薬用」の文字は、11版より、せっけん類、化粧品、歯磨き関
連商品に使用することはできません。

第3類 「disinfectant soap」（消毒用せっけん）04A01
→第5類「disinfectant soap」（消毒用せっけん）01B01（類移行）

第5類 「antibacterial soap」（抗菌せっけん）01B01（追加）
★薬剤の範ちゅうの商品として、上記商品が国際分類表の第5類に追加又は類移行しました。
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類移行、表示変更等された結果、類、日本語訳、類似群が変わります

第16類「chaplets」（ロザリオの祈りを載せた本）26A01
→第14類「chaplets」（チャプレット（ロザリオ））21A02（類移行）

第16類「rosaries」（ロザリオの祈りを載せた本）26A01
→第14類「rosaries」（ロザリオ）21A02（類移行）

★chaplets及びrosariesは、第16類に属していたことから、我が国では、これまで本として理解され
ていましたが、カトリック教徒が祈りの際に用いるビーズの紐であって、ネックレスに類似する商品
であることから、11版より第14類となります。

第20類「flagpoles」（旗ざお）19B22
→第6類「flagpoles of metal」（金属製旗ざお及び旗掲揚柱）07A01 19B22（類移行＆表示変更）
→第19類「flagpoles, not of metal」（旗ざお及び旗掲揚柱（金属製を除く。））07A03 07C01 19B22

（追加）
★旗ざおは、11版より、金属製のものが第6類、非金属製のものが第19類となります。

第8類 「ladles for wine」（ぶどう酒製造用ひしゃく）13B01
→第21類 「ladles for serving wine」（ぶどう酒給仕用レードル）19A05 （類移行＆表示変更）
第8類 「nutcrackers」（くるみ割り器）19A05 →第21類（類移行）
第8類 「sugar tongs」（角砂糖挟み）19A05 →第21類（類移行）
★ミンチ・粉砕・プレス又は破砕用の台所用小型手動式器具、給仕用具は第21類となります。
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類移行、表示変更等された結果、類、日本語訳が変わります

第18類「gut for making sausages」（ソーセージ用腸管）18C11→第29類「sausage casings, 
natural or artificial」（天然又は人工のソーセージ用ケーシング）18C11（類移行＆表示変更）

★ソーセージ用の腸管は、ソーセージ製造用の加工済み動物性商品として、11版より第29類となり
ます。

類移行された結果、類、類似群が変わります

第29類「piccalilli」（ピカリリー）32F04 →第30類「piccalilli」（ピカリリー）31A02 32F04（類移行）
★ピカリリーは、第29類に属していたことから、これまで加工野菜として理解されていましたが、調味
料の範ちゅうの商品として、11版より第30類となります。

第20類「sleeping bags for camping」（キャンプ用寝袋）24C03→第24類「sleeping bags」（スリー
ピングバッグ）24C03（類移行＆表示変更）

★スリーピングバッグは、 キャンプ用寝袋は第20類、家庭用寝袋は第24類で採用していましたが、
11版よりその区別なく第24類となります。
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表示変更、追加された結果、日本語訳、類似群が変わります

第11類「ice boxes」（アイスボックス）19A04→第11類「cool boxes, electric」（電気式クーラー
ボックス）09E12 11A06（表示変更）

第11類 「ice chests」（アイスボックス）19A04→第11類「coolers, electric」（電気式クーラーボッ
クス）09E12 11A06（表示変更）

第21類「non-electric portable coldboxes」（携帯用アイスボックス（電気式のものを除く。）
19A04→第21類「portable cool boxes, non-electric」（携帯用クーラーボックス（電気
式のものを除く。））19A04（表示変更）

第21類「non-electric portable coolers (Am.)」（携帯用アイスボックス（電気式のものを除く。））
19A04→第21類「portable coolers, non-electric」（携帯用クーラーボックス（電気式の
ものを除く。））19A04（表示変更）

第21類「cold packs for chilling food and beverages」（食品及び飲料の保冷用アイスパック）
19B50（追加）

★冷蔵用の商品は、11版より電気式のものが第11類、非電気式のものが第21類となります。
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追加、類移行等された結果、類、日本語訳、類似群が変わります

第29類「milk substitutes」（代用牛乳）31D01 32F05（追加）
第29類「almond milk」（アーモンドミルク）31D01（追加）
第29類「coconut milk」（ココナッツミルク）31D01（追加）
第29類「rice milk [milk substitute]」（ライスミルク（代用牛乳））31D01

→第29類「rice milk」（ライスミルク）31D01（表示変更）
第29類「soya milk [milk substitute]」（豆乳）32F05

→第29類「soya milk」（豆乳）32F05（表示変更）
第29類「milk of almonds for culinary purposes」（料理用アーモンドミルク）32F04

→第29類「almond milk for culinary purposes」（料理用アーモンドミルク）31D01 （表示変更）
第29類「coconut milk for culinary purposes」（料理用ココナッツミルク）31D01 （追加）
第29類「rice milk for culinary purposes」（料理用ライスミルク）31D01（追加）
第32類「milk of almonds [beverage]」（アーモンド飲料）29C01

→第29類「almond milk-based beverages」（アーモンドミルクを主原料とする飲料）29C01（類
移行＆表示変更）

第29類「coconut milk-based beverages」（ココナッツミルクを主原料とする飲料）29C01（追加）
★植物由来の「○○ milk」の表示を含む各種商品は、11版より、第29類となります。
なお、 「○○ milk」の表示を含まない「soya-based beverages, other than milk substitutes」
（固有番号：320053、大豆ベースの飲料（牛乳代用物を除く。）29C01などは、現行のまま第32類
となります。



第1類 「transmission oil」（トランスミッションオイル）05B01
★トランスミッションオイルは、これまで第4類で採用していましたが、上記商品が「transmission 

fluid」（固有番号：010644、トランスミッション液05B01）と同様の商品として、国際分類表に追加
されたことにより、11版より、第1類となります。
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追加された結果、類が変わります

第6類 「shoe pegs of metal」（金属製靴くぎ）22A02
第20類「shoe pegs, not of metal」（靴くぎ（金属製のものを除く。））22A02
第6類 「shoe dowels of metal」（金属製靴合わせくぎ）22A02
第20類「shoe dowels, not of metal」（靴合わせくぎ（金属製のものを除く。））22A02
★靴金具関連の商品は、これまで第25類で採用していましたが、上記商品が国際分類表に追加
されたことにより、11版より、金属製は第6類、非金属製は第20類となります。

第11類「disinfectant apparatus for medical purposes」（医療用消毒装置）10D01
★医療用の滅菌用及び消毒用の器具は、これまで第10類で採用していましたが、上記商品が国
際分類表に追加されたことにより、11版より、第11類となります。

第30類「chocolate-based spreads」(チョコレートを主原料としたスプレッド）32F04
★「チョコレートスプレッド」は、これまで第29類で採用していましたが、上記商品が国際分類表に
追加されたことにより、11版より、第30類となります。

第37類「rental of dish washing machines」（食器洗浄機の貸与）42X13 42X24
第37類「rental of dish drying machines」（食器乾燥機の貸与）42X13 42X24
★「食器洗浄機の貸与」及び「食器乾燥機の貸与」は、これまで第43類で採用していましたが、 上
記役務が、食器の洗浄・乾燥という役務の提供の用に供される物品の貸与であることを理由に
国際分類表に追加されたことにより、11版より、第37類となります。
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表示変更、追加された結果、日本語訳、類似群が変わります

第14類「charms [jewellery, jewelry (Am.)] 」（鎖用宝飾品21A02）→第14類「jewellery charms」
（宝飾品用チャーム）21A02 21B01 21D01（表示変更）

第14類「charms for jewellery」（宝飾品用チャーム）21A02 21B01 21D01（追加）
第14類「charms for key rings」（キーホルダー用チャーム）13C02（追加）
第14類「charms for key chains」（キーホルダー用チャーム）13C02（追加）
第26類「charms, other than for jewellery, key rings or key chains」（チャーム（宝飾品、キーホル

ダー用のものを除く。））21A02 21A03 21B01（追加）
★「charms」（チャーム）は、宝飾品・キーホルダーに用いられるチャームが第14類、宝飾品、キーホ
ルダー用ではないものが第26類となります。

表示変更、追加された結果、日本語訳が変わります

第42類「internet security consultancy」（インターネットセキュリティに関する指導及び助言）42P02
（追加）

第42類「data encryption services」（データの暗号化処理）42P02（追加）
第45類「security consultancy」（保安に関する助言）42T01

→第45類「physical security consultancy」（身体上の保安に関する助言）42T01（表示変更）
第45類「baggage inspection for security purposes」（安全目的の手荷物点検）42T01

→第45類「security screening of baggage」（手荷物のセキュリティ検査）42T01（表示変更）
★データ及び情報の安全性を確保するためのコンピュータ技術サービスは第42類、有形財産及び
個人の身体的保護のためのセキュリティサービスは第45類となります。


