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第8類 CLASS 8

ピンセット ＊ Tweezers 01C01
〔Class  5 10 21〕

組ひも機（手持ち工具に当たる
ものに限る。）

Braiders [hand-held ones only] 09A07

〔Class 7 11 26〕

くわ Hoes [hand-held] 09A41

鋤
すき

Digging forks [spading forks]

レーキ（手持ち工具に当たるも
のに限る。） Lawn rakes [hand-held ones only]

〔Class 7 11〕

(備考)「くわ 鋤 レーキ（手
持ち工具に当たるものに限
る。）」は、「手動工具（「す
みつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」
を除く。）」及び第６類の「か
な床 はちの巣」に類似と推定
する。

(REMARKS)  "Hoes [hand-held],digging forks [spading
forks],lawn rakes [hand-held ones only]" is presumed to
be similar to "hand tools [other than "carpenters'
inkpots, razor strops, sharpening steels and
whetstones"]" and "anvils,swage blocks" in class 6.

靴製造用靴型（手持ち工具に当
たるものに限る。）

Lasts for shoe-making [hand-held ones only] 09A61

〔Claass 7〕

電気アイロン Electric flat irons 11A06
〔Class 7 11〕

電気かみそり及び電気バリカン Electric razors and electric hair clippers 11A07
〔Class 11  21 26〕

手動利器 Bladed or pointed hand tools
13A01
13A03

手動利器（「刀剣」を除く。） Bladed or pointed hand tools [other than "swords"] 13A01

1 はさみ類 1 Scissors and the like

園芸ばさみ Gardening shears and scissors

金切りばさみ Metal-cutting scissors [tin shears]

つめ切り Nail clippers

つめはさみ Nail scissors

握りばさみ Japanese grip scissors [Japanese thread clippers]

はさみ刃 Scissor blades

パンチ Punches

洋ばさみ Scissors

らしゃばさみ Woolen shears

理髪用ばさみ Hair cutting scissors

2 包丁類 2 Kitchen knives and the like
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薄刃ぼうちょう Thin-bladed kitchen knives

押し切り Straw cutters

折り畳みナイフ Folding knives

ガラス切り Glass cutters

果物ナイフ ＊ Paring knives

魚のうろこ取り用ナイフ ＊ Scaling knives

削蹄
てい

刀 Paring irons

刺し身ぼうちょう Fish slicing kitchen knives

畳ぼうちょう Tatami  mat choppers

彫刻刀 Carving knives

出刃ぼうちょう Japanese chopping kitchen knives

ドローナイフ Drawknives

菜切りぼうちょう （＊） Vegetable knives

肉切りぼうちょう （＊） Cleavers

洋食ナイフ Table knives

3 かみそり 3 Razors[non-electric]

安全かみそり Safety razors

かみそり刃 ＊ Razor blades

西洋かみそり Straight razors

日本かみそり Japanese razors

4 手動バリカン 4 Hand-operated hair clippers

5 さし類 5 Edged scoops and the like

魚さし Fish scoops

米さし Rice scoops

魚打ちかぎ Gaffs

砂糖ざし Sugar scoops

手かぎ Hand hooks

肥料ざし Fertilizer scoops

6 のみ類 6 Chisels and the like

かんな ＊ Planes

きり ＊ Drills

のこぎり Saws [hand-operated]

のみ Chisels [hand-operated]

7 まさかり類 7 Broadaxes, sickles and the like

おの （＊） Axes

かま Sickles and scythes

なた ＊ Hatchets

まさかり Broadaxes

8 切削工具類（手持ち工具に当
たるものに限る。）

8 Cutting tools [hand-held ones only]

センターポンチ Center punches [hand-held]

ダイス Dies [hand-held]

タップ Taps [hand tools]
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ドリル Drills [hand-held]

フライス Milling cutters [hand-held]

やすり Files  [hand-held]

リーマ Reamers [hand-held]

(備考)「洋食ナイフ」は、「ス
プーン フォーク」に類似と推
定する。

（REMARKS） "Table knives" is presumed to be similar to
"spoons,forks [cutlery]".

刀剣 ＊ Swords 13A03

サーベル Sabres [sword]

仕込みづえ Sword canes

短剣 ＊ Daggers

日本刀 Japanese swords

ばん刀 Non-Japanese swords [Bantoh ]

手動工具 Hand tools
13B01

～13B03

手動工具（「すみつぼ類・皮

砥
 と

・鋼砥
 と

・砥
 と

石」を除く。）

Hand tools [other than "carpenters' inkpots and their
accessories, razor strops, sharpening steels and
whetstones"]

13B01

〔Class 6〕

1 げんのう 1 Bushhammers [stone hammers]

つち Mallets

ハンマー Hammers [hand-operated]

2 ねじ回し類 2 Screwdrivers and the like

スパナー Spanners

ねじ回し ＊ Screwdrivers

モンキー Adjustable spanners

レンチ Wrenches [hand-operated]

3 こて 3 Troweling and the like

左官用こて Masons' trowels

はんだごて Soldering irons [non-electric]

烙印こて
らく

＊ Branding irons

4 万力 ＊ 4 Vices

5 やっとこ類 5 Pincers and the like

くぎ抜き Carpenters' pincers [nail pullers]

ニッパー Nippers

プライヤー ＊ Pliers

ペンチ Cutting pliers [linemans' pliers]

やっとこ ＊ Tongs

6 つるはし類 6 Picks and the like

つるはし Pickaxes and mattocks

ビータ Tamping picks
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7 ショベル類 7 Shovels and the like

角形ショベル Spades

スコップ Gardening trowels

丸形ショベル Shovels

雪かき Snow shovels

(備考)「手動工具（「すみつぼ
類・皮砥・鋼砥・砥石」を除
く。）」は、「くわ 鋤 レー
キ（手持ち工具に当たるものに
限る。）」に類似と推定する。

（REMARKS） "Hand tools [other than "carpenters'
inkpots and their accessories, razor strops, sharpening
steels and whetstones"]" is presumed to be similar to
"hoes [hand-held],digging forks [spading forks],lawn
rakes [hand-held ones only]".

すみつぼ類 Carpenters' inkpots and their accessories 13B02

縄墨 Indian ink for blacking tsubo-ito [Nawa-zumi ]

すみつぼ Japanese style carpenters' inkpots [Sumi-tsubo ]

大工用コンパス Carpenters' compasses

つぼ糸
Marking snap string to be reeled out of sumi-tsubo
[Tsubo-ito ]

皮砥
 と

Razor strops [leather strops] 13B03

鋼砥
とぎ

＊ Sharpening steels

砥
 と

石 Whetstones [sharpening stones]

〔Class 3〕

エッグスライサー(電気式のものを
除く。)

（＊） Egg slicers [non-electric] 19A05

角砂糖挟み ＊ Sugar tongs

かつお節削り器
Non-electric planes for flaking dried bonito blocks
[Katsuo-bushi  planes]

缶切 Can openers [non-electric]

くるみ割り器 Nutcrackers

スプーン ＊ Spoons

チーズスライサー(電気式のものを
除く。)

（＊） Cheese slicers [non-electric]

ピザカッター(電気式のものを除
く。)

（＊） Pizza cutters [non-electric]

フォーク Forks [cutlery]

〔Class 16 21 24〕

(備考)「スプーン フォーク」
は、「洋食ナイフ」に類似と推
定する。

（REMARKS） "Spoons,forks [cutlery]" is presumed to be
similar to "table knives".

糸通し器 ＊ Needle-threaders 19B03

チャコ削り器 Dressmakers' chalk sharpeners

〔Class  16 20 21 26〕
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五徳 Pot stands 19B29

十能 Fire pans for carrying live charcoal [Juno ]

暖炉用ふいご（手持ち工具に当
たるものに限る。）

（＊） Fireplace bellows [hand-tools]

火消しつぼ Japanese charcoal extinguishers [Hikeshi-tsubo ]

火ばし Fire tongs

〔Class 21〕

護身棒 ＊ Bludgeons 19B43

ひげそり用具入れ ＊ Shaving cases 21F01

ペディキュアセット （＊） Pedicure sets

まつ毛カール器 ＊ Eyelash curlers

マニキュアセット ＊ Manicure sets

〔Class 3 10 18 20 21 26〕

ピッケル  Mountaineering pickels [ice axes] 24C03

〔Class 6  20  21  22  28〕

水中ナイフ Diving knives 24C04

水中ナイフ保持具 Diving knife holders

〔Class  9  22  25  28〕

パレットナイフ ＊ Palette knives 25B01
〔Class 2 16〕
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