第１２類
【商品・サービス国際分類表〔第１１－２０１８版〕
乗物；
陸上、空中又は水上の移動用の装置．

CLASS 12
類別表（注釈付き）】

注釈
第12類には、主として、陸上、空中又は水上の人又は商品を輸送するための乗物及び装置を含む。
この類には、特に、次の商品を含む：
陸上の乗物用の原動機；
陸上の乗物用の継手及び伝導装置の構成部品；
エアクッション艇；
遠隔操作式乗物（おもちゃを除く。）；
乗物の部品、例えば、バンパー、風防ガラス、ステアリングホイール、航空機・自動車・二輪自動車・自転車用タイヤ、乗
物用無限軌道．
この類には、特に、次の商品を含まない：
鉄道用金属材料（第6類）；
原動機、継手及び伝導装置の構成部品（陸上の乗物用のものを除く。）（第7類）；
すべての種類の原動機の部品、例えば、原動機用のスターター、消音器、及びシリンダー；
土木機械用、鉱山機械用、農業機械用、及びその他の過酷な使用に耐える機械用のゴムクローラ（第7類）；
幼児用三輪車（おもちゃ）及び子供用片足スクーター（おもちゃ）（第28類）；
輸送用でない特殊な乗物又は車輪付き装置、例えば、道路清掃用機械（自走式のもの）（第7類）、消防車（第9類）、
ティーワゴン（第20類）；
乗物の特定の部品、例えば、乗物用蓄電池、乗物用走行距離記録計及び乗物用ラジオ受信機（第9類）、自動車用及び自転車
用ライト（第11類）、自動車用カーペット（第27類）．

けん

牽引車
荷役用索道

０９Ａ０３
traction engine
ropeways for cargo or freight
handling

審査基準 [ 6,7,20 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
架空コンベヤー
陸上の乗物用の動力機械器具（その部品を
除く。）

国際分類表 [ 6,7,11,20,22 類]

aerial conveyors

120004

non-electric prime movers for ０９Ｂ０１
land vehicles, not including
their parts
審査基準 [ 7,11 類]

1

2

陸上の乗物用の内燃機関

internal combustion engines
for land vehicles

陸上の乗物用のガソリン機関

gasoline engines for land
vehicles

陸上の乗物用のディーゼル機関

diesel engines for land
vehicles

陸上の乗物用の灯軽油機関

kerosene engines for land
vehicles

陸上の乗物用の蒸気機関

steam engines for land
vehicles

車両用蒸気機関

steam engines for railway
rolling stock, automobiles
and motorcycles

3-226

国際分類表 [ 7,11,17 類]

3

4

陸上の乗物用のジェット機関
陸上の乗物用のターボジェット
機関

jet engines for land vehicles
turbojet engines for land
vehicles

陸上の乗物用のターボプロップ
機関

turboprop engines for land
vehicles

陸上の乗物用のラムジェット機
関

ramjet engines for land
vehicles

陸上の乗物用のタービン
陸上の乗物用のガスタービン

N

turbines for land vehicles
gas turbines for land
vehicles

陸上の乗物用の空気タービン

air turbines for land
vehicles

陸上の乗物用の蒸気タービン

steam turbines for land
vehicles

陸上の乗物用の水力タービン

hydraulic turbines for land
vehicles

120192

［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
オートバイ用エンジン
自転車用補助電動機
自動車・二輪自動車用推進装置

motorcycle engines
bicycle motors
propulsion mechanisms for
land vehicles

120286
120090
120143

陸上の乗物用エンジンマウント

engine mounts for land
vehicles

120272

陸上の乗物用のエンジン
陸上の乗物用の駆動原動機

engines for land vehicles
driving motors for land
vehicles

120130
120139

陸上の乗物用の原動機
陸上の乗物用のジェットエンジ
ン

motors for land vehicles
jet engines for land vehicles

120130
120145

陸上の乗物用の機械要素

mechanical elements for land
vehicles

軸（陸上の乗物用の機械要素）

shafts, axles or spindles,
machine elements for land
vehicles

軸受（陸上の乗物用の機械要素）

bearings, machine elements
for land vehicles

軸継ぎ手（陸上の乗物用の機械要素）

shaft couplings or
connectors, machine elements
for land vehicles

０９Ｆ０１
０９Ｆ０３

０９Ｆ０２
０９Ｆ０４

０９Ｆ０１

審査基準 [ 7 類]

国際分類表 [ 7 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
車軸ジャーナル
乗物用車軸
動力伝導装置（陸上の乗物用の機械要素）

axle journals
axles for vehicles

120120
120119

０９Ｆ０２
power transmissions and
gearing, machine elements for
land vehicles

審査基準 [ 6,7 類]
遊車（陸上の乗物用の機械要
素）

idling pulleys, machine
elements for land vehicles

カム（陸上の乗物用の機械要
素）

cams, machine elements for
land vehicles

3-227

国際分類表 [ 7 類]

逆転機（陸上の乗物用の機械要
素）

reversing gears, machine
elements for land vehicles

クラッチ機構（陸上の乗物用の
機械要素）

clutch mechanisms for land
vehicles

減速機（陸上の乗物用の機械要
素）

reduction gears, machine
elements for land vehicles

調車（陸上の乗物用の機械要
素）

belt pulleys, machine
elements for land vehicles

動力伝導用ベルト（陸上の乗物
用の機械要素）

power transmission belts,
machine elements for land
vehicles

歯車（陸上の乗物用の機械要
素）

toothed wheels or gears,
machine elements for land
vehicles

変速機（陸上の乗物用の機械要
素）

speed change gears, machine
elements for land vehicles

流体継ぎ手（陸上の乗物用の機
械要素）

fluid couplings, machine
elements for land vehicles

流体トルクコンバーター（陸上
の乗物用の機械要素）

hydraulic torque converters,
machine elements for land
vehicles

リンク（陸上の乗物用の機械要
素）

links, machine elements for
land vehicles

ローラーチェーン（陸上の乗物
（自転車を除く。）用の機械要
素）

roller chains, machine
elements for land vehicles,
except for bicycles

［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
オートバイ用チェーン
自転車用ギヤ
チェーン（自動車用動力伝導装
置）

motorcycle chains
gears for bicycles
automobile chains

120283
120085
120024

乗物用油圧回路

hydraulic circuits for
vehicles

120079

陸上の乗物用トランスミッショ
ンのシャフト

transmission shafts for land
vehicles

120246

陸上の乗物用のギヤボックス
陸上の乗物用の減速歯車

gear boxes for land vehicles
reduction gears for land
vehicles

120217
120235

陸上の乗物用の伝導装置

transmissions for land
vehicles

120142

陸上の乗物用の伝導チェーン

transmission chains for land
vehicles

120226

陸上の乗物用の動力伝導装置
陸上の乗物用のトルクコンバー
ター

gearing for land vehicles
torque converters for land
vehicles

120103
120227

陸上の乗物用の連接棒（原動機
の部品を除く。）

connecting rods for land
vehicles, other than parts of
motors and engines

120242

緩衝器（陸上の乗物用の機械要素）

shock absorbers, machine
elements for land vehicles

ばね（陸上の乗物用の機械要素）

springs, machine elements for
land vehicles

０９Ｆ０３

審査基準 [ 6,7 類]

3-228

国際分類表 [ 18 類]

1

2

緩衝器（陸上の乗物用の機械要
素）

shock absorbers, machine
elements for land vehicles

空気ばね（陸上の乗物用の機械
要素）

air springs, machine elements
for land vehicles

ばね緩衝器（陸上の乗物用の機
械要素）

spring shock absorbers,
machine elements for land
vehicles

ばね油圧緩衝器（陸上の乗物用
の機械要素）

spring-assisted hydraulic
shock absorbers, machine
elements for land vehicles

ばね（陸上の乗物用の機械要
素）

springs, machine elements for
land vehicles

うず巻きばね（陸上の乗物用の
機械要素）

spiral springs, machine
elements for land vehicles

重ね板ばね（陸上の乗物用の機
械要素）

laminated leaf-springs,
machine elements for land
vehicles

つる巻きばね（陸上の乗物用の
機械要素）

coil springs, machine
elements for land vehicles

［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
自動車用ショックアブソーバー

shock absorbers for
automobiles

120210

鉄道車両用緩衝器

buffers for railway rolling
stock

120078

乗物用緩衝ばね

shock absorbing springs for
vehicles

120011

乗物用懸架装置のショックアブ
ソーバー

suspension shock absorbers
for vehicles

120010

乗物用懸架ばね
乗物用トーションバー

vehicle suspension springs
torsion bars for vehicles

120171
120034

制動装置（陸上の乗物用の機械要素）

brakes, machine elements for
land vehicles

０９Ｆ０４

審査基準 [ 7 類]
円すいブレーキ（陸上の乗物用
の機械要素）

cone brakes, machine elements
for land vehicles

円板ブレーキ（陸上の乗物用の
機械要素）

disc brakes, machine elements
for land vehicles

帯ブレーキ（陸上の乗物用の機
械要素）

band brakes, machine elements
for land vehicles

ブロックブレーキ（陸上の乗物
用の機械要素）

block brakes, machine
elements for land vehicles

［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
自転車用ブレーキ
自動車用ブレーキパッド
乗物用のブレーキシュー
乗物用のブレーキセグメント
乗物用のブレーキディスク
陸上の乗物用のブレーキライニ
ング

bicycle brakes
brake pads for automobiles
brake shoes for vehicles
brake segments for vehicles
brake discs for vehicles
brake linings for vehicles

120086
120263
120216
120236
120267
120215

陸上の乗物用ブレーキ

brakes for vehicles

120126

3-229

落下傘

N

parachutes

120113

０９Ｇ０１

審査基準 [ 9 類]

国際分類表 [ 9 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
救命そり

rescue sleds

乗物用盗難警報器

120306

anti-theft alarms for
vehicles

０９Ｇ０４

審査基準 [ 9 類]

国際分類表 [ 9 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
乗物用盗難防止警報器

anti-theft alarms for
vehicles

120211

乗物用盗難防止装置

anti-theft devices for
vehicles

120200

車椅子

wheelchairs

１０Ｄ０２

審査基準 [ 10 類]

国際分類表 [ 10 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
車いす

wheelchairs

陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機
（その部品を除く。）

120062

AC motors or DC motors for
land vehicles, not including
their parts

１１Ａ０１

審査基準 [ 7,9 類]

国際分類表 [ 7,9,11 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
陸上の乗物用の電動機

motors, electric, for land
vehicles

船舶並びにその部品及び附属品

vessels and their parts and
fittings

船舶並びにその部品及び附属品（「エア
クッション艇」を除く。）

vessels and their parts and
fittings, other than air
cushion vehicles

120109

１２Ａ０１

１２Ａ０１

審査基準 [ 6,9,22 類]
1

船舶（「エアクッション艇」を
除く。）
カヌー
貨物船
客船
漁船
軍艦
ケーブル敷設船
砕氷船
しゅんせつ船
水上オートバイ
タンカー
伝馬船

１２Ａ７３

国際分類表 [ 6,9,19,22 類]

vessels, other than air
cushion vehicles
N

N

canoes
cargo ships and boats
passenger ships and boats
fishing boats
naval vessels [warships]
cable ships [cable layers]
icebreakers
dredgers [boats]
water bikes [personal
watercrafts]
tankers
Japanese flat-bottomed
rowboats [Tenmasen]

3-230

120274

120105

2

はしけ
帆船
引き船
フェリーボート
ボート
モーターボート
ヨット
ランチ
船舶の部品及び附属品（エア
クッション艇用のものを除
く。）

N

N

N

(1) 推進器

barges
sailing vessels
tug boats
ferry boats
rowboats
motorboats
yachts
launches
parts and fittings of
vessels, other than for air
cushion vehicles

120028

120202

propellers for vessels, other
than for air cushion vehicles

スクリュープロペラ

screw propellers for vessels,
other than for air cushion
vehicles

(2) かじ取り器及びかじ

steering gears and rudders
for vessels, other than for
air cushion vehicles

かじ

rudders for vessels, other
than for air cushion vehicles

蒸気かじ取り器

steam steering gears for
vessels, other than for air
cushion vehicles

舵輪

steering wheels for vessels,
other than for air cushion
vehicles

電動かじ取り器

electric steering gears for
vessels, other than for air
cushion vehicles

(3) オール
オール受け
カヌー用パドル
けい船機
スタンチョン
スティールハッチカバー
船側はしご
船舶用キャプスタン
船舶用防舷具

120063

N
N

oars
oarlocks
canoe paddles
mooring winches
stanchions
steel hatch covers
sea ladders
capstans for ships or boats
fenders for vessels [boat
side protectors]

ハッチくさび
ハッチクリート
ハッチバッテン
ハッチボード
船用信号標識
ボートカバー
ボートダビット

hatch wedges
hatch cleats
hatch battens
hatch boards
marine signal beacons
boat covers
davits for boats [boat
davits]

ボートチョック
丸窓

boat chocks
portholes for vessels, other
than for air cushion vehicles

ムアリングパイプ

mooring pipes for vessels,
other than for air cushion
vehicles

3-231

120041
120182

［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
大型ボート
オール受け
海底調査用自律型無人潜水機

launches
rowlocks
autonomous underwater
vehicles for seabed
inspections

120064
120182
120295

かじ
カヌー用パドル
クリート（船舶用のもの）
舷窓
水中調査用遠隔操作式乗物

rudders
paddles for canoes
cleats [nautical]
portholes
remotely operated vehicles
for underwater inspections

120070
120153
120179
120133
120294

スカル
スクリュー（推進器）
船体
船体用肋材
船舶用円材
船舶用煙突
船舶用かじ取り装置
船舶用スクリュー（推進器）
船舶用防舷具
船尾用オール
ボート
ボート揚卸し用装置
ボートフック
ボート用スクリュー（推進器）
ボート用ダビット
ボート用着水台
ボート用マスト
ポンツーン

sculls
screw-propellers
ship hulls
timbers [frames] for ships
spars for ships
funnels for ships
steering gears for ships
screws [propellers] for ships
fenders for ships
stern oars
boats
disengaging gear for boats
boat hooks
screw-propellers for boats
davits for boats
inclined ways for boats
masts for boats
pontoons

120131
120166
120035
120082
120118
120073
120037
120151
120252
120131
120021
120038
120036
120040
120048
120039
120259
120159

エアクッション艇

N

航空機並びにその部品及び附属品

air cushion vehicles

１２Ａ７３

aircraft and their parts and
fittings

１２Ａ０２

120237

国際分類表 [ 6 類]
1

航空機

2

オートジャイロ
気球
グライダー
水上飛行機
水陸両用飛行機
ターボジェット機
ターボプロップ機
飛行船
プロペラ機
ヘリコプター
航空機の部品及び附属品
回転翼

N

N
N

aircraft
autogyros
air balloons
gliders
seaplanes
amphibious airplanes
turbo-jet airplanes
turbo-prop airplanes
airships [dirigible balloons]
propeller airplanes
helicopters
parts and fittings of
aircraft
rotor blades for helicopters

3-232

120184

120134
120012

航空機用座席
航空機用車輪

airplane seats
landing gear wheels for
aircraft

航空機用タイヤ
航空機用タイヤチューブ

tires for wheels of aircraft
inner tubes for aircraft
tires

降着装置
酸素装置
支柱
主翼
操縦装置
胴体
燃料タンク
羽布

landing gears
oxygen inhalers of aircraft
structural struts of aircraft
wings of aircraft
flight control gears
fuselages for aircraft
fuel tanks for aircraft
airplane cloth [thick cloth
for glider fuselages and
wings]

尾翼

vertical and horizontal
stabilizers

プロペラ
防氷装置
油圧装置

airplane propellers
de-icers for aircraft
oil hydraulic system
components for aircraft

（備考）「航空機用タイヤ 航空機用タ
イヤチューブ」は、「自動車用
タイヤ 自動車用タイヤチュー
ブ」、「二輪自動車用タイヤ
二輪自動車用タイヤチューブ」
及び「自転車用タイヤ 自転車
用タイヤチューブ」に類似と推
定する。

(REMARKS) "Tires for wheels
of aircraft and inner tubes
for aircraft tires" is
presumed to be similar to
"automobile tires and inner
tubes for automobile tires",
"motorcycle tires and inner
tubes for motorcycle tires",
and "bicycle tires and inner
tubes for bicycle tires".

［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
カメラを搭載したドローン
軍事用ドローン
航空機
航空用機械器具

camera drones
military drones
air vehicles
aeronautical apparatus,
machines and appliances

120301
120273
120005
120203

射出座席（航空機用のもの）
写真撮影用ドローン
熱気球
飛行機
飛行船
飛行船
民間用ドローン

ejector seats for aircraft
photography drones
hot air balloons
aeroplanes
airships
dirigible balloons
civilian drones

120223
120301
120006
120027
120030
120030
120275

鉄道車両並びにその部品及び附属品

railway rolling stock and
their parts and fittings

１２Ａ０４

国際分類表 [ 6,11 類]
1

鉄道車両

railway rolling stock

貨車
客車
ケーブルカー
蒸気機関車
蓄電池機関車

railway freight cars
railway passenger cars
funiculars
steam locomotives
storage battery locomotives

N

3-233

120189

2

鉄道用除雪車
電気機関車
電車
内燃機関車

snow plough cars for railways
electric locomotives
electric railway cars
internal combustion
locomotives

内燃電気機関車

self-generating electric
locomotives [diesel-electric
locomotives]

内燃動車
鉄道車両の部品及び附属品

internal combustion railcars
parts and fittings of railway
rolling stock

網棚
集電機械器具

3

(注)

luggage nets of railway cars
current collecting equipment
for railway cars

台車

undercarriages for railway
cars

台枠
つり革
鉄道車両用座席
鉄道車両用車体
鉄道車両用車輪
鉄道車両用扉
扉開閉装置
連結機
スキーリフト
ロープウェイ（荷役用のものを
除く。）

chassis of railway cars
handstraps of railway cars
seats for railway cars
bodies for railway cars
wheels for railway cars
doors for railway cars
door engines for railway cars
railway couplings
ski lifts
ropeways, not for cargo
handling

N

120170

［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
煙突（機関車用）
貨車用傾斜装置（貨車の部品）

funnels for locomotives
tipping apparatus [parts of
railway wagons]

120229
120201

機関車
ケーブルカー

locomotives
cars for cable transport
installations

120138
120051

ケーブルカー用車両

rolling stock for funicular
railways

120071

ケーブル索道の乗物
ケーブル輸送装置

cable cars
cable transport apparatus and
installations

120190
120188

鉱石運搬車
食堂車
食堂車（鉄道車両）
寝台車
チェアリフト
鉄道車両用車輪のフランジ

mine cars
dining carriages
dining cars
sleeping cars
chairlifts
flanges for railway wheel
tyres

120076
120172
120172
120136
120180
120033

鉄道車両用車輪のフランジ

flanges for railway wheel
tires

120033

鉄道車両用ボギー
鉄道車両用連結器
鉄道用客車
鉄道用車両
テルファー鉄道（ケーブル索道
の乗物）

bogies for railway cars
railway couplings
railway carriages
rolling stock for railways
telpher railways [cable cars]

120047
120002
120140
120072
120190

ハンドカー
冷凍・冷蔵貨車
路面電車

hand cars
refrigerated railway wagons
tramcars

120106
120129
120187
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自動車並びにその部品及び附属品

automobiles and their parts
and fittings

１２Ａ０５

審査基準 [ 9,13 類]
1

自動車

2

貨物自動車
救急車
競争自動車
コンクリートミキサー車
散水車
乗用車
水陸両用車
雪上車
宣伝カー
装甲車
ダンプカー
図書館車
トラクター
トレーラー
トロリーバス
バス
フォークリフトカー
霊きゅう車
自動車の部品及び附属品

N
N
N

N
N

N

automobiles
trucks
ambulances
racing motor cars
concrete mixing vehicles
sprinkling trucks
passenger cars [automobiles]
amphibious vehicles
snowmobiles
advertising vans
armored vehicles
dump trucks
library trucks
tractors
trailers
trolley buses
buses
fork lift trucks
hearses
parts and fittings of
automobiles

エアバッグ

air bags [safety devices for
automobiles]

風よけひさし
自動車用空気ポンプ
自動車用クラッチペダル
自動車用警音器
自動車用座席
自動車用座席カバー
自動車用シガーライター

windscreens of automobiles
air pumps for automobiles
clutch pedals of automobiles
warning horns for automobiles
seats for automobiles
seat covers for automobiles
cigar lighters for
automobiles

自動車用車体
自動車用車体カバー
自動車用車輪
自動車用スポーク
自動車用タイヤ
自動車用タイヤチューブ

N
N

N

automobile bodies
covers for automobile bodies
wheels for automobiles
spokes for automobiles
automobile tires
inner tubes for automobile
tires

自動車用扉
自動車用泥よけ
自動車用ハンドル

doors for automobiles
mudguards for automobiles
steering wheels for
automobiles

自動車用ハンドルカバー

steering wheel covers for
automobiles

自動車用リム
シャシー
とって
荷物台

rims for automobiles
chassis of automobiles
automobile door handles
luggage carriers of
automobiles

バックミラー

rearview mirrors of
automobiles
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国際分類表 [ 6,11,22,27 類]
120199
120233
120213

120256
120271

120075

120266
120207

120206

バンパー
風防ガラス

automobile bumpers
automobile windshields
[windscreens]

方向指示器

direction signals [turn
signals for automobiles]

ほろ
ボンネット
窓カーテン
予備車輪支持具

holding tops of automobiles
automobile hoods
window curtains of automobile
automobile spare wheel
holders

ルーフラック
ワイパー

automobile roof racks
windscreen wipers for
automobiles

（備考）「自動車用タイヤ 自動車用タ
イヤチューブ」は、「航空機用
タイヤ 航空機用タイヤチュー
ブ」、「二輪自動車用タイヤ
二輪自動車用タイヤチューブ」
及び「自転車用タイヤ 自転車
用タイヤチューブ」に類似と推
定する。

(REMARKS) "Automobile tires
and inner tubes for
automobile tires" is presumed
to be similar to "tires for
wheels of aircraft and inner
tubes for aircraft tires",
"motorcycle tires and inner
tubes for motorcycle tires",
and "bicycle tires and inner
tubes for bicycle tires".

［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
エアバッグ（自動車用安全装
置）

air bags [safety devices for
automobiles]

120247

貨物自動車
貨物自動車
貨物自動車用傾斜台
貨物自動車用傾斜台
キャンピングカー
キャンピングカー用トレーラー
キャンピングトレーラー
車用スキーキャリヤー
ケーソン（運搬車）
けん引トラック
ごみ収集車
ごみ収集車
ゴルフカート（乗り物）
ゴルフカート（乗り物）
散水用トラック
自転車輸送用トレーラー

lorries
luggage trucks
tipping bodies for trucks
tipping bodies for lorries
camping cars
motor homes
caravans
ski carriers for cars
caissons [vehicles]
tow trucks
garbage trucks
rubbish trucks
golf cars [vehicles]
golf carts [vehicles]
sprinkling trucks
trailers for transporting
bicycles

120022
120050
120042
120042
120249
120249
120056
120161
120052
120307
120308
120308
120068
120068
120016
120309

自動車
自動車
自動車の車体
自動車（バンタイプ）
自動車部品留め用クリップ

cars
motor cars
bodies for vehicles
vans [vehicles]
clips adapted for fastening
automobile parts to
automobile bodies

120199
120199
120222
120125
120305

自動車用シャシー
自動車用ステアリングホイール
自動車用タイヤ
自動車用のハンドルカバー

automobile chassis
steering wheels for vehicles
automobile tyres
covers for vehicle steering
wheels

120025
120230
120206
120260
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自動車用バンパー
自動車用バンパー
自動車用ブラインド

bumpers for automobiles
vehicle bumpers
sun-blinds adapted for
automobiles

120209
120077
120245

自動車用ほろ
自動車用ボンネット
自動車用ボンネット
昇降式テールゲート（陸上の乗
物用の部品）

hoods for vehicles
automobile hoods
hoods for vehicle engines
elevating tailgates [parts of
land vehicles]

120055
120023
120054
120243

昇降式テールゲート（陸上の乗
物用の部品）

tailboard lifts [parts of
land vehicles]

120243

自律走行式自動車
自律走行式自動車

robotic cars
driverless cars [autonomous
cars]

120300
120279

スペアタイヤ用カバー
スペアタイヤ用カバー
スペアタイヤ用カバー
スポーツカー
清掃車
装甲車
チャイルドシート

spare tire covers
spare tyre covers
spare wheel covers
sports cars
cleaning trolleys
armoured vehicles
safety seats for children,
for vehicles

120264
120264
120264
120178
120251
120271
120112

動力式テールゲート（陸上の乗
物用の部品）

power tailgates [parts of
land vehicles]

120243

トラック
トレーラー（乗物）
乗物用後進警報器
乗物用車輪のバランスおもり

trucks
trailers [vehicles]
reversing alarms for vehicles
balance weights for vehicle
wheels

120022
120057
120026
120116

乗物用のトレーラー連結装置
バス
バス
バス
風防ガラス
風防ガラス
風防ガラス用ワイパー
風防ガラス用ワイパー
フォークリフトトラック
ヘッドライト用ワイパー
輸送用のレッカー付き自動車
冷凍・冷蔵車
レーシングカー
連結式のバス用じゃばら

trailer hitches for vehicles
motor buses
motor coaches
omnibuses
windscreens
windshields
windscreen wipers
windshield wipers
forklift trucks
headlight wipers
wreckers for transport
refrigerated vehicles
motor racing cars
bellows for articulated buses

120017
120018
120019
120152
120154
120154
120121
120121
120001
120262
120307
120128
120299
120296

二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及
び附属品

two-wheeled motor vehicles,
bicycles and their parts and
fittings

１２Ａ０６

国際分類表 [ 6,11,22 類]
1
2

二輪自動車

two-wheeled motor vehicles

オートバイ

N

motorcycles

120147

自転車

N

bicycles

120044

運搬車（自転車）
折り畳み式自転車
軽快車

delivery bicycles
collapsible bicycles
touring bicycles

3-237

3

4

実用車
スポーツツーリスト車
タンデム車
二輪自動車の部品及び附属品

standard bicycles
road racing bicycles
tandem bicycles
parts and fittings of twowheeled motor vehicles

二輪自動車用空気ポンプ
二輪自動車用警音器
二輪自動車用サドル
二輪自動車用スタンド
二輪自動車用スポーク
二輪自動車用タイヤ
二輪自動車用タイヤチューブ

air pumps for motorcycles
warning horns for motorcycles
saddles for motorcycles
stands for motorcycles
spokes for motorcycles
motorcycle tires
inner tubes for motorcycle
tires

二輪自動車用泥よけ
二輪自動車用握り

mudguards for motorcycles
handlebar grips for
motorcycles

二輪自動車用荷台
二輪自動車用ハブ
二輪自動車用ハンドル
二輪自動車用フリーホイール
二輪自動車用フレーム
二輪自動車用ペダル
二輪自動車用前ホーク
二輪自動車用リム
自転車の部品及び附属品

luggage racks for motorcycles
wheel hubs for motorcycles
handle bars for motorcycles
freewheels for motorcycles
frames for motorcycles
pedals for motorcycles
front forks for motorcycles
rims for motorcycles
parts and fittings of
bicycles

自転車用ギヤクランク

chainwheels or cranks for
bicycles

自転車用空気ポンプ
自転車用警音器

air pumps for bicycles
warning horns or bells for
bicycles

自転車用サドル
自転車用スタンド
自転車用スポーク
自転車用タイヤ
自転車用タイヤチューブ
自転車用チェーン
自転車用チェーンケース
自転車用泥よけ
自転車用荷かご

saddles for bicycles
stands for bicycles
spokes for bicycles
bicycle tires
inner tubes for bicycle tires
chains for bicycles
chain guards for bicycles
mudguards for bicycles
baskets or panniers adapted
for bicycles

自転車用握り
自転車用荷台
自転車用ハブ
自転車用ハンドル
自転車用フリーホイール
自転車用フレーム
自転車用ペダル
自転車用前ホーク
自転車用リム

N

handlebar grips for bicycles
luggage racks for bicycles
wheel hubs for bicycles
handle bars for bicycles
freewheels for bicycles
frames for bicycles
pedals for bicycles
front forks for bicycles
rims for bicycles

3-238

120084

（備考）「二輪自動車用タイヤ 二輪自
動車用タイヤチューブ」及び
「自転車用タイヤ 自転車用タ
イヤチューブ」は、「航空機用
タイヤ 航空機用タイヤチュー
ブ」及び「自動車用タイヤ 自
動車用タイヤチューブ」に類似
と推定する。

(REMARKS) "Motorcycle tires
and inner tubes for
motorcycle tires" and
"bicycle tires, inner tubes
for bicycle tires" are
presumed to be similar to
"tires for wheels of aircraft
and inner tubes for aircraft
tires" and "automobile tires
and inner tubes for
automobile tires".

［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
オートバイ用キックスタンド
オートバイ用サドル
オートバイ用サドルカバー
オートバイ用パニヤ

motorcycle kickstands
motorcycle saddles
saddle covers for motorcycles
panniers adapted for
motorcycles

120097
120175
120298
120287

オートバイ用ハンドル
オートバイ用フレーム
キックスケーター（乗物）
原動機付きのスクーター
サイドカー
自転車専用サドルバッグ

motorcycle handlebars
motorcycle frames
push scooters [vehicles]
motor scooters
side cars
saddlebags adapted for
bicycles

120285
120284
120258
120280
120176
120268

自転車の車輪用スポーク
自転車の車輪用スポーク
自転車のタイヤ用空気ポンプ
自転車のタイヤ用空気ポンプ
自転車ホイール用リム
自転車用かご
自転車用キックスタンド
自転車用クランク
自転車用サドル
自転車用サドルカバー
自転車用車輪
自転車用タイヤ
自転車用タイヤ用チューブ
自転車用タイヤ用チューブ
自転車用チェーン
自転車用チューブレスタイヤ
自転車用チューブレスタイヤ
自転車用トレーラー
自転車用ドレスガード
自転車用泥よけ
自転車用パニヤ
自転車用ハブ
自転車用ハブ
自転車用ハンドル
自転車用フレーム
自転車用ペダル
自転車用ベル
自転車用リム
電動自転車
モペット

bicycle wheel spokes
spokes for bicycle wheels
pumps for bicycle tires
pumps for bicycle tyres
rims for bicycle wheels
baskets adapted for bicycles
bicycle kickstands
bicycle cranks
bicycle saddles
saddle covers for bicycles
bicycle wheels
bicycle tyres
inner tubes for bicycle tires
inner tubes for bicycle tyres
bicycle chains
tubeless tires for bicycles
tubeless tyres for bicycles
bicycle trailers
dress guards for bicycles
bicycle mudguards
panniers adapted for bicycles
bicycle wheel hubs
hubs for bicycle wheels
bicycle handlebars
bicycle frames
bicycle pedals
bicycle bells
bicycle wheel rims
electric bicycles
mopeds

120094
120094
120093
120093
120088
120248
120046
120089
120096
120232
120095
120084
120214
120214
120061
120234
120234
120310
120122
120087
120254
120091
120091
120080
120221
120092
120269
120088
120297
120196
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人力車
そり
手押し車
荷車
馬車
リヤカー

N
N

rickshaws
sleighs and sleds [vehicles]
trolleys
carts
horse drawn carriages
carts [Riyakah]

１２Ａ７１

120106
120219

国際分類表 [ 10,20,22,28 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
可傾式荷車
カゴ台車
貨物取扱い用カート
鉱石運搬車の車輪
魚釣り具用運搬車
ショッピングカート
ショッピングカート
人力駆動式の車用キャスター
人力駆動式の車用キャスター

tilt trucks
roll cage trolleys
handling carts
mine cart wheels
fishing trolleys
shopping carts
shopping trolleys
casters for carts [vehicles]
casters for trolleys
[vehicles]

120265
120303
120065
120043
120302
120255
120255
120250
120250

人力そり
そり（乗物）
鋳造用とりべ運搬用台車
鋳造用とりべ運搬用台車
鋳造用とりべ車
鋳造用とりべ車
手押車
手押車
二輪運搬車
ホース運搬車

kick sledges
sleighs [vehicles]
casting carriages
ladle carriages
casting cars
ladle cars
sack-barrows
wheelbarrows
two-wheeled trolleys
hose carts

120253
120186
120067
120067
120067
120067
120050
120218
120050
120066

タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け
片

adhesive rubber patches for
repairing tubes or tires

１２Ａ７２

国際分類表 [ 17 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
チューブ修理用具

repair outfits for inner
tubes

120008

チューブ修理用粘着性ゴムパッ
チ

adhesive rubber patches for
repairing inner tubes

120194

乳母車

baby carriage [prams]

１２Ａ７５

国際分類表 [ 22 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
乳母車
乳母車
乳母車専用の足部保温用マフ

baby carriages
prams
fitted footmuffs for baby
carriages

120289
120289
120290

乳母車専用の足部保温用マフ
折畳み式乳母車
折畳み式乳母車
折畳み式乳母車専用の足部保温
用マフ

fitted footmuffs for prams
pushchairs
strollers
fitted footmuffs for
pushchairs

120290
120163
120163
120291

折畳み式乳母車専用の足部保温
用マフ

fitted footmuffs for
strollers

120291

3-240

折畳み式乳母車専用バッグ
折畳み式乳母車専用バッグ
折畳み式乳母車用蚊帳

bags adapted for pushchairs
bags adapted for strollers
fitted pushchair mosquito
nets

120293
120293
120277

折畳み式乳母車用蚊帳
折畳み式乳母車用のほろ
折畳み式乳母車用のほろ
折畳み式乳母車用ほろ
折畳み式乳母車用ほろ

fitted stroller mosquito nets
pushchair covers
pushchair hoods
stroller covers
stroller hoods

120277
120164
120165
120164
120165

［参考］第12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
陸上の乗物用の連結器

couplings for land vehicles

09A03 12A04
12A05

120003

乗物用無限軌道

treads for vehicles [roller
belts]

09A03 12A05

120074

無限軌道（トラクタータイプ）

treads for vehicles [tractor
type]

09A03 12A05

120074

手押し車（可傾式）

tilting-carts

09A03 12A71

120183

陸上の乗物用のクラッチペダ
ル・クラッチレバー及びクラッ
チ機構

clutches for land vehicles

09F02 12A05
12A06

120111

陸上の乗物用の駆動チェーン

driving chains for land
vehicles

09F02 12A06

120225

乗物用ジョイスティック

vehicle joysticks

10D02 12A01
12A02 12A04
12A05 12A06
12A73

120278

モビリティスクーター

mobility scooters

10D02 12A06

120281

水上滑走艇、水上飛行機

hydroplanes

12A01 12A02

120135

軍事輸送用船舶・航空機・鉄道
車輌・自動車

military vehicles for
transport

12A01 12A02
12A04 12A05

120144

船舶・航空機・鉄道車輌・自動
車用寝台

sleeping berths for vehicles

12A01 12A02
12A04 12A05

120081

船舶，航空機，鉄道車輌，自動
車，二輪自動車，自転車

vehicles for locomotion by
land, air, water or rail

12A01 12A02
12A04 12A05
12A06 12A73

120193

船舶・航空機・鉄道車輌・自動
車・二輪自動車・自転車用警音
器

horns for vehicles

12A01 12A02
12A04 12A05
12A06 12A73

120212

船舶・航空機・鉄道車輌・自動
車・二輪自動車用座席

vehicle seats

12A01 12A02
12A04 12A05
12A06 12A73

120177

乗物用座席

upholstery for vehicles

12A01 12A02
12A04 12A05
12A06 12A73

120195

乗物用シートカバー

seat covers for vehicles

12A01 12A02
12A04 12A05
12A06 12A73

120132

乗物用スポイラー

spoilers for vehicles

12A01 12A02
12A04 12A05
12A06 12A73

120261

乗物用燃料タンクキャップ

caps for vehicle fuel tanks

12A01 12A02
12A04 12A05
12A06 12A73

120241

遠隔操作式乗物（おもちゃを除
く。）

remote control vehicles,
other than toys

12A01 12A02
12A04 12A05
12A71

120257

3-241

船舶・航空機・鉄道車輌・自動
車用扉

doors for vehicles

12A01 12A02
12A04 12A05
12A73

120160

船舶・航空機・鉄道車輌・自動
車用窓

windows for vehicles

12A01 12A02
12A04 12A05
12A73

120198

乗物の座席用ヘッドレスト

head-rests for vehicle seats

12A01 12A02
12A04 12A05
12A73

120015

乗物用座席の安全帯

security harness for vehicle
seats

12A01 12A02
12A04 12A05
12A73

120244

乗物用防眩装置

anti-dazzle devices for
vehicles*

12A01 12A02
12A04 12A05
12A73

120204

乗物用防眩装置

anti-glare devices for
vehicles*

12A01 12A02
12A04 12A05
12A73

120204

乗物用網棚

luggage nets for vehicles

12A01 12A04
12A05

120123

船舶

ships

12A01 12A73

120150

船舶

water vehicles

12A01 12A73

120149

宇宙船

space vehicles

12A02 12A03

120117

航空機・鉄道車輌・自動車・二
輪自動車・自転車用車輪

vehicle wheels

12A02 12A04
12A05 12A06

120053

航空機・自動車用シートベルト

safety belts for vehicle
seats

12A02 12A05

120059

自動車用・航空機用シャシー

vehicle chassis

12A02 12A05

120069

空気タイヤ

pneumatic tires

12A02 12A05
12A06

120157

空気タイヤ

pneumatic tyres

12A02 12A05
12A06

120157

空気タイヤの外殻

casings for pneumatic tires
[tyres]

12A02 12A05
12A06

120114

空気タイヤ用チューブ

inner tubes for pneumatic
tires

12A02 12A05
12A06

120007

空気タイヤ用チューブ

inner tubes for pneumatic
tyres

12A02 12A05
12A06

120007

航空機・自動車・二輪自動車・
自転車の車輪用ハブ

hubs for vehicle wheels

12A02 12A05
12A06

120060

航空機・自動車・二輪自動車・
自転車の車輪用ハブ

vehicle wheel hubs

12A02 12A05
12A06

120060

航空機・自動車・二輪自動車・
自転車用ソリッドタイヤ

solid tires for vehicle
wheels

12A02 12A05
12A06

120288

航空機・自動車・二輪自動車・
自転車用ソリッドタイヤ

solid tyres for vehicle
wheels

12A02 12A05
12A06

120288

航空機・自動車・二輪自動車・
自転車用タイヤ

tires for vehicle wheels

12A02 12A05
12A06

120031

航空機・自動車・二輪自動車・
自転車用タイヤ

tyres for vehicle wheels

12A02 12A05
12A06

120031

航空機・自動車・二輪自動車・
自転車用タイヤ空気弁

valves for vehicle tires

12A02 12A05
12A06

120032

航空機・自動車・二輪自動車・
自転車用タイヤ空気弁

valves for vehicle tyres

12A02 12A05
12A06

120032

航空機・自動車・二輪自動車・
自転車用リム

rims for vehicle wheels

12A02 12A05
12A06

120174

航空機・自動車・二輪自動車・
自転車用リム

vehicle wheel rims

12A02 12A05
12A06

120174

3-242

タイヤ再生用トレッド

treads for retreading tires

12A02 12A05
12A06

120156

タイヤ再生用トレッド

treads for retreading tyres

12A02 12A05
12A06

120156

鉄道車輌・自動車用車台

undercarriages for vehicles

12A04 12A05

120185

鉄道車輌・自動車用の乗降用ス
テップ

vehicle running boards

12A04 12A05

120141

電動式乗物

electric vehicles

12A04 12A05
12A06

120110

乗物用サイドミラー

side view mirrors for
vehicles

12A04 12A05
12A06

120276

自動車・二輪自動車・自転車用
スポーク

vehicle wheel spokes

12A05 12A06

120168

自動車・二輪自動車・自転車用
荷物台

luggage carriers for vehicles 12A05 12A06

120029

自動車・二輪自動車・自転車用
方向指示器

signal arms for vehicles

12A05 12A06

120228

車輪軸部用バンド

bands for wheel hubs

12A05 12A06

120127

車輪用スポーク止め

spoke clips for wheels

12A05 12A06

120169

手動式空気注入ポンプ（乗物用
付属品）

air pumps [vehicle
accessories]

12A05 12A06

120009

すべり止めタイヤチェーン

anti-skid chains

12A05 12A06

120014

滑り止めタイヤチェーン

non-skid devices for vehicle
tires

12A05 12A06

120013

滑り止めタイヤチェーン

non-skid devices for vehicle
tyres

12A05 12A06

120013

タイヤ用スパイク

spikes for tires

12A05 12A06

120155

タイヤ用スパイク

spikes for tyres

12A05 12A06

120155

タイヤ用ムース

tire mousse inserts

12A05 12A06

120292

タイヤ用ムース

tyre mousse inserts

12A05 12A06

120292

泥よけ

mudguards

12A05 12A06

120049

乗り物用カバー（型に合わせた
もの）

vehicle covers [shaped]

12A05 12A06

120224

バックミラー

rearview mirrors

12A05 12A06

120173

ハブキャップ

hub caps

12A05 12A06

120124

陸上の乗物用のフリーホイール

freewheels for land vehicles

12A05 12A06

120148

運搬用三輪車

carrier tricycles

12A05 12A06
12A71

120162

三輪車

tricycles

12A05 12A06
12A71

120191

配達用三輪車

delivery tricycles

12A05 12A06
12A71

120162

乗物の車輪用ラグナット

lug nuts for vehicle wheels

12A05 13C01

120304

自動車用灰皿

ashtrays for automobiles

27B01
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