
第２類 CLASS 2

カナダバルサム N Canada balsam ０１Ａ０１ 020022

コパール copal

サンダラック N sandarac 020100

セラック shellac

ダンマール dammar

媒染剤 N mordants 020002

腐蝕
しょく

防止剤 N anti-corrosive preparations 020010

防錆
せい

剤 N anti-rust preparations 020107

マスチック mastic

松脂
やに

pine gum

木材保存剤 N wood preservatives 020049

審査基準 [ 1,3,4,19,30 類]　国際分類表 [ 1,3,4,5,15,29,30 類]

［参考］商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表掲載の表示

帯状の腐食防止剤 anti-corrosive bands 020021

ガムラック gum-lac 020077

ガムロジン gum resins 020078

カルボニル（木材保存剤） carbonyl [wood preservative] 020113

020093

コーパル copal 020050

コロホニウム colophony* 020046

シェラック shellac 020077

【商品・サービス国際分類表〔第１１－２０１８版〕　類別表（注釈付き）】

ペイント、ワニス、ラッカー；

防錆剤及び木材保存剤；

着色剤、染料；

印刷用、マーキング用、版用インキ；

未加工天然樹脂；

塗装用、装飾用、印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉．

注釈

第2類には、主として、ペイント、着色剤及び腐蝕防止剤を含む。

この類には、特に、次の商品を含む：

工業用、手工業用及び美術用のペイント、ワニス及びラッカー；

ペイント用のシンナー、増粘剤、定着剤及びドライヤー、ワニス及びラッカー；

木材用及び皮革用媒染剤；

防錆油及び木材防腐油；

被服用染料；

食品用及び飲料用の着色料．

この類には、特に、次の商品を含まない：

未加工人造樹脂（第1類）、半加工樹脂（第17類）；

金属用媒染剤（第1類）；

洗濯用青み付け剤（第3類）；

化粧用染料（第3類）；

絵の具箱（学用品）（第16類）；

文房具としてのインキ（第16類）；

絶縁用のペイント及びワニス（第17類）．

金属用曇り止め剤 anti-tarnishing preparations
for metals

3-35



天然樹脂（未加工のもの） natural resins, raw 020061

皮革用媒染剤 mordants for leather 020057

マスチック（天然樹脂） mastic [natural resin] 020091

020082

020056

木材用媒染剤 wood mordants 020027

ワニス用スマック sumac for varnishes 020102

染料 N dyestuffs ０３Ａ０１ 020047

国際分類表 [ 3 類]

1 天然染料 natural dyes

藍
あい

indigo

あかね madder

コチニール cochineal carmine

ログウッド logwood extract [dyes]

2 合成染料 synthetic dyes

アルコール溶染料 alcohol soluble dyes

塩基性染料 basic dyes [cationic dyes]

酸性染料 acid dyes

食品用染料 N food dyes 020005

建て染め染料 vat dyes

直接染料 direct dyes

ナフトール染料 naphthol dyes

媒染染料 mordant dyes

油溶染料 oil soluble dyes

ラピッド染料 rapid dyes

硫化染料 sulphur dyes

［参考］商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表掲載の表示

アナットー（染料） annatto [dyestuff] 020098

アナットー（染料） annotto [dyestuff] 020098

アニリン染料 aniline dyes 020052

アリザリン染料 alizarine dyes 020006

インジゴ（染料） indigo [colorant] 020086

飲料用色素 colorants for beverages 020004

うこん粉（着色剤） turmeric [colorant] 020060

オーラミン auramine 020018

カーマイン cochineal carmine 020045

カラメル（食品用色素） caramel [food colorant] 020034

黄色染料採取用木材 yellowwood [colorant] 020074

靴用染料 shoe dyes 020041

サフラン（色素） saffron [colorant] 020099

食品用色素 food colorants 020005

染料 dyes* 020058

染料木 dyewood 020111

染料木 dye-wood 020111

染料木エキス dyewood extracts 020112

木材保存用クレオソート creosote for wood
preservation

木材防腐油 oils for the preservation of
wood

アナットー annatto [annotto, arnotta or
annotta]

蛍光増白染料 fluorescent brightening
agents [dyes]
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麦芽カラメル（食品用色素） malt caramel [food colorant] 020035

麦芽用色素 malt colorants 020048

バター用色素 colorants for butter 020023

ビール用色素 colorants for beer 020024

木材から抽出した染料 wood dyestuffs 020112

リキュール用色素 colorants for liqueurs 020088

顔料 N pigments ０３Ｂ０１ 020059

1 無機顔料 inorganic pigments

鉛丹 red lead [minium]

鉛白 N white lead 020038

群青 ultramarine blue

紺青 prussian blue

朱 vermilion

チタン白 titanium white

2 有機顔料 organic pigments

トーナー toners

レーキ顔料 color lakes

［参考］商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表掲載の表示

鉛丹 minium 020095

鉛丹 red lead 020095

オレンジレッド orange lead 020089

カーボンブラック（顔料） carbon black [pigment] 020039

顔料用酸化亜鉛 zinc oxide [pigment] 020081

銀塩感光乳剤（顔料） silver emulsions [pigments] 020015

酸化コバルト（着色剤） cobalt oxide [colorant] 020044

シエナ土 sienna earth 020029

写真複写機用トナー ink [toner] for photocopiers 020121

写真複写機用トナー toner [ink] for photocopiers 020121

すす（着色剤） soot [colorant] 020101

塗装用ガンボージ gamboge for painting 020076

二酸化チタン（顔料） titanium dioxide [pigment] 020106

ランプブラック（顔料） lamp black [pigment] 020073

塗料 paints ０３Ｃ０１

審査基準 [ 1,3 類]　国際分類表 [ 1,4 類]

油ペイント oil paints

漆 Japanese lacquer [Urushi]

エナメル enamel paints

蛍光塗料 fluorescent paints

合成樹脂塗料 synthetic resin paints

さび止め塗料 anticorrosive paints

水性塗料 distempers [water paint]

ステイン stains

船底塗料 lower hull paints

耐火塗料 fireproof paints

切り粉（塗料） Kiriko primers and coating
powder [paints]

地の粉 Jinoko primers and coating
powder [paints]
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耐薬品塗料 chemicalproof paints

塗料用シンナー paint thinners

防水塗料 waterproof paints

ラッカー N lacquers 020115

ワニス N varnishes 020003

［参考］商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表掲載の表示

アルミニウムペイント aluminium paints 020007

石綿製ペイント asbestos paints 020009

エナメルペイント enamel paints 020065

エナメル（ワニス） enamels [varnishes] 020064

皮仕上げ用ラッカー ink for skin-dressing 020069

革用ステイン stains for leather 020057

020094

黒漆 black japan 020017

コーパルワニス copal varnish 020114

殺菌塗料 bactericidal paints 020019

下塗り塗料 primers 020108

水性塗料 distempers 020062

石灰塗料 lime wash 020042

石灰乳塗料 badigeon 020020

石灰を原料とする塗料 whitewash 020110

耐火用ペイント fireproof paints 020085

020124

陶磁器用ペイント ceramic paints 020037

動物用マーキングインキ marking ink for animals 020067

塗装用エナメル enamels for painting 020065

020036

020068

塗料 coatings [paints] 020070

塗料用シンナー thinners for paints 020053

020040

020040

皮革用インキ ink for leather 020033

船底防汚塗料 anti-fouling paints 020122

ブロンズラッカー bronzing lacquers 020031

ペイント paints* 020001

020125

020087

ペイント用接合剤 agglutinants for paints 020087

ペイント用増粘剤 thickeners for paints 020055

木材用ステイン wood stains 020028

木材用塗料 wood coatings [paints] 020026

砥
と

の粉
Tonoko primers and coating
powder [paints]

ドライヤー driers [siccatives for
paints]

金属保護剤 protective preparations for
metals

テレビン油（塗料用シンナー） turpentine [thinner for
paints]

塗装用タールフェルト coatings for tarred felt
[paints]

ドライヤー siccatives [drying agents]
for paints

乗物用シャシーの下地塗料 undercoating for vehicle
chassis

乗物用シャシーの下地塗料 undersealing for vehicle
chassis

ペイント用カラーパッチ（塗料
の代用品）

repositionable paint patches

ペイント用結合剤 binding preparations for
paints
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020036

ラッカー用シンナー thinners for lacquers 020054

瀝青ワニス bitumen varnish 020025

ワニス（色止め用） fixatives [varnishes] 020072

printing ink

colors for painting pictures

０３Ｄ０１

国際分類表 [ 16 類]

印刷用修正液 printers' correction fluid

凹版インキ intaglio ink

凸版インキ typographic ink

平版インキ planographic ink

 （備考）

［参考］商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表掲載の表示

版用インキ engraving ink 020080

謄写版用インキ mimeographing ink ２５Ｂ０１

絵の具 colors for painting pictures

審査基準 [ 8,16,17 類]　国際分類表 [ 4,6,9,16,18,20,21,24 類]

1 謄写版用インキ mimeographing ink

2 絵の具 colors for painting pictures

油絵の具 oil colors

絵の具溶き油 solvents for oil colors

水彩絵の具 water-colors

 （備考）

［参考］商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表掲載の表示

油絵の具 oil paints for use in art 020127

020126

020126

水彩絵の具用定着剤 fixatives for watercolors 020011

水彩絵の具用定着剤 fixatives for watercolours 020011

防錆
せい

グリース N anti-rust greases ０５Ｂ０１ 020079

審査基準 [ 4 類]　国際分類表 [ 1,4 類]

屋根のフェルト用塗料 coatings for roofing felt
[paints]

０３Ｄ０１　２５Ｂ０１

絵の具

印刷インキ（「謄写版用インキ」を除
く。）

printing ink, other than
mimeographing inks

「謄写版用インキ」は、「印刷
インキ（「謄写版用インキ」を
除く。）」に類似と推定する。

(REMARKS) "Mimeographing ink"
is presumed to be similar to
"printing inks, other than
mimeographing inks".

「印刷インキ（「謄写版用イン
キ」を除く。）」は、「謄写版
用インキ」に類似と推定する。

(REMARKS) "Printing ink,
other than mimeographing ink"
is presumed to be similar to
"mimeographing ink".

印刷インキ

水彩絵の具 watercolor paints for use in
art

水彩絵の具 watercolour paints for use in
art
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 （備考）

［参考］商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表掲載の表示

防錆油 anti-rust oils 020083

０６Ａ０２

審査基準 [ 1,6,14 類]　国際分類表 [ 1,6,17 類]

1

2

［参考］商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表掲載の表示

銀被せ加工用銀粉 silvering powders 020016

塗装用アルミニウム粉 aluminium powder for painting 020008

020092

020090

塗装用ブロンズ粉 bronze powder for painting 020032

「防錆
せい

グリース」は、第４類

「液体燃料」に類似と推定す

る。

(REMARKS) "Anti-rust greases"
is presumed to be similar to
"liquid fuels" in class 4.

塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄
金属はく及び粉

nonferrous metals in foil or
powder form for painters,
decorators, printers and
artists

塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金
属はく及び粉

precious metals in foil or
powder form for painters,
decorators, printers and
artists

塗装用・装飾用・印刷用又は美
術用の非鉄金属はく及び粉

nonferrous metals in foil or
powder form for painters,
decorators, printers and
artists

亜鉛又は亜鉛合金のはく及び粉 foils and powder of zinc or
its alloys

アルミニウム又はアルミニウム
合金のはく及び粉

foils and powder of aluminium
or its alloys

すず又はすず合金のはく及び粉 foils and powder of tin or
its alloys

チタニウム又はチタニウム合金
のはく及び粉

foils and powder of titanium
or its alloys

銅又は銅合金のはく及び粉 foils and powder of copper or
its alloys

鉛又は鉛合金のはく及び粉 foil and powder of lead or
its alloys

ニッケル又はニッケル合金のは
く及び粉

foils and powder of nickel or
its alloys

マグネシウム又はマグネシウム
合金のはく及び粉

foils and powder of magnesium
or its alloys

塗装用・装飾用・印刷用又は美
術用の貴金属はく及び粉

precious metals in foil or
powder form for painters,
decorators, printers and
artists

金又は金合金のはく及び粉 foils and powder of gold or
its alloys

銀又は銀合金のはく及び粉 foils and powder of silver or
its alloys

白金又は白金合金のはく及び粉 foils and powder of platinum
or its alloys

塗装用・装飾用・印刷用及び美
術用の金属箔

metal foil for use in
painting, decorating,
printing and art

塗装用・装飾用・印刷用及び美
術用の金属粉

metals in powder form for use
in painting, decorating,
printing and art
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［参考］第2類のその他の商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表掲載の表示

03A01 03B01 020130

着色剤 colorants* 03A01 03B01 020047

顔料用又は塗料用の一酸化鉛 litharge 03B01 03C01 020089

銀顔料 silver paste 03B01 03C01 020014

釉薬 glazes [paints, lacquers] 03B02 020075

印刷インキ printers' pastes [ink] 03D01 25B01 020043

印刷インキ printing ink 03D01 25B01 020066

可食インク edible inks 03D01 25B01 020128

09D01 11C01 020123

11C01 020129

イースターエッグ着色用紙 paper for dyeing Easter eggs 25A01 25B01 020096

プリンター用及び写真複写機用
トナー入りカートリッジ（充て
んされたもの）

toner cartridges, filled, for
printers and photocopiers

プリンター用可食インクカート
リッジ（充てんされたもの）

edible ink cartridges,
filled, for printers

家具修理用マーカー型着色剤 colorants for the restoration
of furniture in the form of
markers
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