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第3類 CLASS 3

家庭用帯電防止剤 ＊ Anti-static preparations for household purposes 01A01

家庭用脱脂剤 De-greasing preparations for household purposes

さび除去剤 ＊ Rust removing preparations

染み抜きベンジン Stain removing benzine

洗濯用柔軟剤 ＊ Fabric softeners for laundry use

洗濯用漂白剤 Laundry bleach

〔Class 1　2　4　19　30〕

かつら装着用接着剤 ＊ Adhesives for affixing false hair 01A02

洗濯用でん粉のり ＊ Laundry starch

洗濯用ふのり Seaweed gelatine for laundry use [Funori ]

つけまつ毛用接着剤 Adhesives for affixing false eyelashes

〔Class 1　16〕

口臭用消臭剤 Breath freshening preparations 01B01

動物用防臭剤 Deodorants for animals

〔Class 5〕

塗料用剥離剤 ＊ Paint stripping preparations 03C01
〔Class 1  2〕

靴クリーム Shoe cream 03E01

靴墨 Shoe black [shoe polish]

〔Class 4〕

つや出し剤 ＊ Polishing preparations 03F01
〔Class 4〕

家具用つや出し剤 Furniture polishes

自動車用つや出し剤 Automobile polishes

皮革用つや出し剤 Leather dressings

床用つや出し剤 Floor polishes

せっけん類 Soaps and detergents 04A01

愛玩動物用シャンプー Pet shampoos

洗い粉 Washing powder

ガラス用洗浄剤 Glass cleaning preparations

クレンザー Scouring preparations [cleanser]

化粧せっけん Toilet soap

工業用せっけん Industrial soap

シャンプー ＊ Shampoos

石油系合成洗剤 Detergents prepared from petroleum

洗濯せっけん Laundry soap

ドライクリーニング剤 ＊ Dry cleaning preparations

ハンドクリーナー Hand cleaners [hand cleaning preparations]

便器洗浄剤 Toilet bowl detergents

磨き粉 Scrubbing powder

水せっけん Liquid soap

薬用せっけん ＊ Medicated soap
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第3類 class3

（備考）「シャンプー」は、
「ヘアーリンス」に類似と推定
する。

(REMARKS)　"Shampoos" is presumed to be similar to
"Hair rinses [shampoo-conditioners]".

歯磨き ＊ Dentifrices 04B01

固形歯磨き Toothpaste in soft cake form

粉歯磨き Tooth powder

潤製歯磨き Moistened tooth powder

洗口液 Mouthwash

練り歯磨き Tooth paste

水歯磨き Non-medicated dental rinse

(備考）「歯磨き」は、第２１類
「歯ブラシ」に類似と推定す
る。

(REMARKS)  "Dentifrices" is presumed to be similar to
"toothbrushes [non-electric]" in class 21.

化粧品 ＊ Cosmetics and toiletries 04C01

1 おしろい ＊ 1 Make-up powder

紙おしろい Face-powder on paper

クリームおしろい Creamy face powder

固形おしろい Pressed face powder

粉おしろい Loose face powder

練りおしろい Face powder paste

水おしろい Liquid foundation [Mizu-oshiroi]

2 化粧水 ＊ 2 Toilet water

一般化粧水 Common lotions

オーデコロン Eau de Cologne [colognewater]

スキンローション Skin lotions

乳液 Milky lotions

粘液性化粧水 Viscous lotions

ハンドローション Hand lotions

ひげそり用化粧水 Shaving lotions

薬用化粧水 Cosmetic lotions with medical properties

3 クリーム 3 Cosmetic creams

クレンジングクリーム Cleansing creams [cosmetic]

コールドクリーム Cold creams

ハイゼニッククリーム Hygienic creams

バニシングクリーム Vanishing creams

ハンドクリーム Hand creams

ひげそり用クリーム Shaving creams

日焼けクリーム Suntan creams [self-tanning creams]

日焼け止めクリーム Sunscreen creams

漂白クリーム （＊） Skin whitening creams

ファウンデーションクリーム Creamy foundation

薬用クリーム Cosmetic creams with medical properties

リップクリーム Lip creams

4 紅 4 Cosmetic rouges

口紅 ＊ Lipsticks

練り紅 Creamy rouges
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ほお紅 Cheek colors

5 頭髪用化粧品 5 Hair care preparations

髪油 Hair oils

カラーリンス Color rinses

コールドパーマ用液 Cold waving solutions

すき油 Combing oils

セッティングローション Wave-set lotions

染毛剤 ＊ Hair dyes

チック Stick pomades for cosmetic purposes

パーマネント用液 Permanent wave preparations

びん付け油 Japanese hair fixing oil [Bintsuke-abura]

ヘアークリーム Hair creams

ヘアースプレー ＊ Hair spray

ヘアートニック Hair tonics

ヘアートリートメント Hair treatments

ヘアーフィクサー Hair fixers

ヘアーラッカー Hair lacquers

ヘアーリンス Hair rinses [shampoo-conditioners]

ベーラム Bay rums

ポマード Hair pomades

6 香水類 6 Perfumes

香水 Liquid perfumes

固形香水 Clotted perfumes

練り香 Perfumed paste

粉末香水 Perfumed powder

7 アイシャドウ Eye shadows

あぶらとり紙 Absorbent facial tissue

身体用防臭剤 Deodorants for human beings

脱毛剤 ＊ Depilatories

タルカムパウダー Talcum powder [for toilet use]

ネイルエナメル ＊ Nail polish

ネイルエナメル除去液 Nail polish removers

バスオイル Bath oils

バスソルト Bath salts

パック用化粧料 （＊） Beauty masks

ベビーオイル Baby oils

ベビーパウダー Baby powder

マスカラ ＊ Mascaras

まゆ墨 Eyebrow pencils

毛髪脱色剤 Hair bleaches

(備考）「ヘアーリンス」は、
「シャンプー」に類似と推定す
る。

(REMARKS)  "Hair rinses [shampoo-conditioners]" is
presumed to be similar to  "Shampoos" .
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香料 （注） Perfume and flavour materials 04D01

1 植物性天然香料 1 Natural perfumery prepared from vegetables

ジャスミン油 ＊ Jasmine oil

ちょうじ油 Clove oil [essential oil]

はっか油 Peppermint oil [perfumery]

バニラ Vanilla oil

ばら油 ＊ Rose oil

ベルガモット油 ＊ Bergamot oil

ラベンダー油 ＊ Lavender oil

2 動物性天然香料 2 Natural perfumery prepared from animals

じゃ香 Musk [natural]

りゅうぜん香 Ambergris [natural]

3 合成香料 3 Synthetic perfumery

ゲラニオール Geraniol [synthetic]

人造じゃ香 Synthetic musk

バニリン Vanillin being synthetic perfumery compounds

ヘリオトロピン Heliotropine [synthetic]

4 調合香料 4 Compound perfumery

5 精油からなる食品香料 5 Food flavorings prepared from essential oils

薫料 Incenses and fragrances 04D02

吸香 Sniffing incenses [Kyuko ]

薫香   fumigating incenses [Kunko ]

線香 Joss-sticks

におい袋 Perfuming sachets

研磨紙 Abrasive paper [sandpaper] 13B03

研磨布 ＊ Abrasive cloth

研磨用砂 Abrasive sand

人造軽石 Artificial pumice stone

つや出し紙 ＊ Polishing paper

つや出し布 （注） Polishing cloth

〔Class 8〕

つけづめ ＊ False nails 21F01

つけまつ毛 ＊ False eyelashes

〔Class 8 10 18 20 21 26〕

〔Class 30〕
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