
第１７類 CLASS 17

０６Ｂ０１

審査基準 [ 1,6,14,19,20 類]　国際分類表 [ 1,14,19 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

未加工又は半加工の雲母 mica, raw or partly processed 170070

０９Ｆ０５

審査基準 [ 6,7,11,19,20 類]　国際分類表 [ 9,11,18 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

ゴム製逆止弁 clack valves of rubber 170019

170082

170082

ガスケット N gaskets ０９Ｆ０６ 170043

パッキング N joint packings 170043

審査基準 [ 6 類]　国際分類表 [ 6,20 類]

【商品・サービス国際分類表〔第１１－２０１８版〕　類別表（注釈付き）】

未加工又は半加工のゴム、グタペルカ、ガム、石綿、雲母及びこれらの材料の代用品；

製造用に押出成形されたプラスチック及び樹脂；

詰物用、止具用及び絶縁用の材料；

金属製でないフレキシブル管、チューブ及びホース．

注釈

第17類には、主として、電気絶縁用、断熱用及び防音用の材料並びに製造用プラスチックであって、シート状、ブロック状

及び棒状のもの、並びにグタペルカ、ガム、石綿及び雲母からなる特定の製品又はそれらの代用品を含む。

この類には、特に、次の商品を含む：

タイヤ更生用ゴム材料；

汚染防止用浮遊式障壁；

文房具以外の接着テープ（医療用のもの及び家庭用のものを除く。）；

プラスチック製フィルム（包装用を除く。）、例えば、窓用遮光フィルム；

弾性糸、糸ゴム及びプラスチック製糸（織物用のものを除く。）；

機能又は用途によって分類されない、この類の材料から成る特定の商品、例えば、生け花用気泡状支持具（半完成品）、ゴ

ム製又はプラスチック製の詰物用材料、ゴム栓、ゴム製衝撃吸収緩衝材、ゴム製包装袋．

この類には、特に、次の商品を含まない：

消防用ホース（第9類）；

管（衛生設備の部品）（第11類）、金属製硬質管（第6類）及び非金属製硬質管（第19類）；

建築用の絶縁ガラス（第19類）；

その機能又は用途によって分類されるこの類の材料から成る特定の商品、例えば、ガムロジン（第2類）、歯科用ゴム（第5

類）、消防士用石綿製スクリーン（第9類）、チューブ修理用粘着性ゴムパッチ（第12類）、消しゴム（第16類）．

雲母 mica [raw or partly
processed]

ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ
（機械要素に当たるものを除く。）

valves of rubber or
vulcanized fiber [not
including machine elements]

ゴム製又はバルカンファイバー
製のバルブ

valves of india-rubber or
vulcanized fiber

ゴム製又はバルカンファイバー
製のバルブ

valves of india-rubber or
vulcanized fibre

管継ぎ手（金属製のものを除く。） junctions for pipes, not of
metal
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［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

管用ガスケット pipe gaskets 170030

170067

170073

管用継ぎ手用のパッキング joint packings for pipes 170030

170067

170089

170122

伸縮継手用充てん材料 expansion joint fillers 170041

伸縮継手用充てん材料 fillers for expansion joints 170041

水密用リング water-tight rings 170009

スタッフィング用リング stuffing rings 170009

170121

防水用パッキング waterproof packings 170011

０９Ｇ０３

［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

170108

１１Ｄ０１

審査基準 [ 7,9 類]　国際分類表 [ 7,9,11 類]

絶縁がい子 electrical insulators

絶縁テープ electrical insulating tapes

絶縁塗料 electrical insulating paints

絶縁油 electrical insulating oils

 （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

ケーブル用絶縁体 insulators for cables 170094

絶縁紙 insulating paper 170055

絶縁油 insulating oils 170052

絶縁誘導体 dielectrics [insulators] 170034

管用接続具（金属製のものを除
く。）

junctions, not of metal, for
pipes

管用筒形継手（金属製のものを
除く。）

pipe muffs, not of metal

管用補強材料（金属製のものを
除く。）

reinforcing materials, not of
metal, for pipes

管用ジャケット（金属製のもの
を除く。）

pipe jackets, not of metal

汚染防止用浮遊式障壁 floating anti-pollution
barriers

電気絶縁材料 electrical insulating
materials

絶縁用雲母製品 electrical insulating mica
products

硬質管用付属品（金属製のもの
を除く。）

fittings, not of metal, for
rigid pipes

フレキシブル管用付属品（金属
製のものを除く。）

fittings, not of metal, for
flexible pipes

オイルフェンス floating anti-pollution
barriers

「絶縁テープ　絶縁用ゴム製
品」は、第９類「電線及びケー
ブル」に類似と推定する。

(REMARKS) "Electrical
insulating tapes, electrical
insulating rubber goods" is
presumed to be similar to
"electric wires and cables"
in class 9.

絶縁用紙製品 electrical insulating paper
products

絶縁用ゴム製品 electrical insulating rubber
products

絶縁用布製品 electrical insulating fabric
products
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絶縁用テープ insulating tapes 170107

絶縁用ペイント insulating paints 170060

絶縁用ワニス insulating varnish 170057

送電線用絶縁体 insulators for electric mains 170098

電気絶縁用のバンド insulating bands 170107

170051

１３Ｃ０１

審査基準 [ 6,11,18,20,26 類]　国際分類表 [ 6,11,12,20,26 類]

 （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

ゴム製止め具 stops of rubber 170093

170076

170076

ゴム製リング rings of rubber 170004

窓用ゴム製止め具 window stops of rubber 170120

１４Ａ０５

審査基準 [ 22 類]　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

170102

170102

変圧器用絶縁油 insulating oil for
transformers

ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及
びワッシャー

washers of rubber or
vulcanized fiber

化学繊維（織物用のものを除く。） chemical fiber, not for
textile use

合成繊維（織物用のものを除
く。）

synthetic fibers, not for
textile use

再生繊維（織物用のものを除
く。）

regenerated fibers, not for
textile use

「ゴム製又はバルカンファイ
バー製の座金及びワッシャー」
は、第６類「金属製靴くぎ　金
属製靴びょう　金属製靴保護金
具」、第１８類「洋傘金具」、
第２０類「靴くぎ（金属製のも
のを除く。）　靴びょう（金属
製のものを除く。）　靴保護金
具（金属製のものを除
く。）」、第２５類「げた金
具」及び第２６類「靴はとめ
靴ひも代用金具」に類似と推定
する。

(REMARKS) "Washers of rubber
or vulcanized fiber" is
presumed to be similar to
"shoe pegs of metal",
"hobnails of metal",
"protective metal members for
shoes and boots" in class 6,
"metal parts of umbrellas" in
class 18, "shoe pegs, not of
metal", "hobnails, not of
metal", "protective members,
not of metal, for shoes and
boots" in class 20, "metal
fittings for Japanese style
wooden clogs" in class 25,
and "shoe eyelets, metal
fasteners for shoes and
boots" in class 26.

ゴム製又はバルカンファイバー
製のワッシャー

washers of rubber or
vulcanized fiber

ゴム製又はバルカンファイバー
製のワッシャー

washers of rubber or
vulcanized fibre

半合成繊維（織物用のものを除
く。）

semi-synthetic fibers, not
for textile use

プラスチック繊維（織物用のも
のを除く。）

plastic fibres, other than
for textile use

プラスチック繊維（織物用のも
のを除く。）

plastic fibers, other than
for textile use
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岩石繊維 rock wool １４Ａ０６

鉱さい綿 slag wool

審査基準 [ 22 類]　国際分類表 [ 21,22 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

石綿 asbestos 170091

石綿製繊維 asbestos fibers 170088

石綿製繊維 asbestos fibres 170088

石綿製詰物 asbestos packing 170081

170096

170096

１５Ａ０１

審査基準 [ 23 類]　国際分類表 [ 16,21,23,26 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

170095

接合用プラスチック製糸 soldering threads of plastic 170047

170047

170038

170038

170105

絶縁手袋 N insulating gloves １７Ａ０８ 170049

審査基準 [ 9,21 類]　国際分類表 [ 9,21 類]

ゴムひも rubber cords and laces １８Ａ０１

審査基準 [ 18,22,26 類]　国際分類表 [ 6,16,18,20,22,26 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

ゴム製ひも cords of rubber 170031

炭素繊維（織物用のものを除
く。）

carbon fibers, other than for
textile use

炭素繊維（織物用のものを除
く。）

carbon fibres, other than for
textile use

糸ゴム及び被覆ゴム糸（織物用のものを除
く。）

rubber thread and covered
rubber yarn, not for textile
use

化学繊維糸（織物用のものを除
く。）

chemical fiber yarn and
thread, not for textile use

合成繊維糸（織物用のものを除
く。）

synthetic fiber thread and
yarn, not for textile use

再生繊維糸（織物用のものを除
く。）

regenerated fiber thread and
yarn, not for textile use

化学繊維糸（織物用のものを除く。） chemical fiber yarn and
thread, not for textile use

糸ゴム（織物用のものを除
く。）

rubber thread, not for
textile use

被覆ゴム糸（織物用のものを除
く。）

covered rubber thread and
yarn, not for textile use

弾性糸（織物用のものを除
く。）

elastic threads, other than
for textile use

弾性糸（織物用のものを除
く。）

elastic yarns, other than for
textile use

プラスチック製糸（織物用のも
のを除く。）

threads of plastic materials,
other than for textile use

半合成繊維糸（織物用のものを
除く。）

semi-synthetic fiber thread
and yarn, not for textile use

糸ゴム（織物用のものを除
く。）

threads of rubber, other than
for textile use

接合用プラスチック製糸 threads of plastic for
soldering
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１８Ｃ０８

［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

170021

170077

ゴム製栓 rubber stoppers １８Ｃ１３

審査基準 [ 6,20,21 類]　国際分類表 [ 6,20,21 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

ゴム栓 rubber stoppers 170018

瓶用ゴム製シール材 rubber seals for jars 170012

N ２０Ｄ０１ 170111

審査基準 [ 6,19,22 類]　国際分類表 [ 22 類]

コンデンサーペーパー condenser paper ２５Ａ０１

バルカンファイバー N vulcanized fiber 170046

審査基準 [ 1,5,16,27 類]　国際分類表 [ 2,16,34 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

石綿紙 asbestos paper 170071

170029

バルカンファイバー vulcanized fibre 170046

２５Ｂ０１

審査基準 [ 2,8,16 類]　国際分類表 [ 2,4,6,9,16,18,20,21,24 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

ダクトテープ duct tapes 170118

170085

170085

170092

プラスチック基礎製品 plastic semi-worked products ３４Ａ０１

審査基準 [ 1 類]　国際分類表 [ 20,21 類]

板状プラスチック基礎製品 boards and plates of plastics

ゴム製ふた rubber lids and caps for
industrial packaging
containers

農業用プラスチックシート plastic sheeting for
agricultural purposes

蓄電器用紙 paper for electrical
capacitors

ゴム製包装用容器 industrial packaging
containers of rubber

ゴム製衝撃吸収緩衝材 shock-absorbing buffers of
rubber

ゴム製包装袋 bags [envelopes, pouches] of
rubber, for packaging

文房具以外の粘着テープ（医療
用のもの及び家庭用のものを除
く。）

self-adhesive tapes, other
than stationery and not for
medical or household purposes

帯状プラスチック基礎製品 plastic tapes and strips [as
material]

接着テープ（医療用・事務用又は家庭用の
ものを除く。）

adhesive tapes, other than
stationery and not for
medical or household purposes

文房具以外の接着テープ（医療
用のもの及び家庭用のものを除
く。）

adhesive tapes, other than
stationery and not for
medical or household purposes

文房具以外の接着バンド（医療
用のもの及び家庭用のものを除
く。）

adhesive bands, other than
stationery and not for
medical or household purposes
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管状プラスチック基礎製品 plastic pipes and tubes

スポンジ体 plastic sponges

積層板状プラスチック基礎製品 laminated boards of plastics

フィルム生地 plastic film

棒状プラスチック基礎製品 plastic rods and bars

［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

170053

170053

170106

170075

170075

170001

170002

170097

170083

170072

170115

170115

ゴム rubber [raw or semi-worked] ３４Ｂ０１

1 天然ゴム natural rubber

グタペルカ N gutta-percha 170050

ゴム板 rubber sheets

ゴム液 liquid solutions

ゴム管 rubber tubes and pipes

ゴム棒 rubber bars and rods

再生ゴム reclaimed rubber

生ゴム crude rubber

フォームラバー foam rubber

金属はくを蒸着したプラスチッ
クシート

metalized plastic sheets

毛状プラスチック基礎製品 fibrous plastic wadding
products

再生セルロースシート（包装用
のものを除く。）

sheets of regenerated
cellulose, other than for
wrapping

再生セルロース箔（包装用のも
のを除く。）

foil of regenerated
cellulose, other than for
wrapping

接着剤を塗布したプラスチック
シート

adhesive-coated plastic
sheets for use in manufacture

繊維入り板状プラスチック基礎
製品

fiber-reinforced plastic
boards

反射基剤を有するプラスチック
シート

reflective plastic sheets

半加工酢酸セルロース cellulose acetate, semi-
processed

半加工のアクリル樹脂 acrylic resins, semi-
processed

半加工プラスチック plastic substances, semi-
processed

多孔性又はフィルム状のろ過用
プラスチック基礎製品

filtering materials [semi-
processed foams or films of
plastic]

半加工合成樹脂 artificial resins, semi-
processed

半加工合成樹脂 synthetic resins, semi-
processed

窓用遮光フィルム anti-dazzle films for windows
[tinted films]

ビスコースシート（包装用のも
のを除く。）

viscose sheets, other than
for wrapping

プラスチックフィルム（包装用
のものを除く。）

plastic film, other than for
wrapping

窓用遮光フィルム anti-glare films for windows
[tinted films]
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2 合成ゴム N synthetic rubber 170020

アクリルゴム acrylic rubber

シリコーンゴム silicone rubber

スチレンブタジエンゴム styrene-butadiene rubber

ニトリルゴム nitrile rubber

ブチルゴム isobutylene-isoprene rubber

ふっ素ゴム fluoro rubber

3 ゴム誘導体 rubber derivatives

エボナイト ebonite [vulcanite]

塩化ゴム chlorinated rubber

塩酸ゴム hydrochlorinated rubber

多硫化ゴム polysulfide rubber

［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

液状ゴム liquid rubber 170113

エボナイト ebonite 170036

エボナイト製型 ebonite molds 170100

エボナイト製型 ebonite moulds 170100

170068

170068

ゴム液 rubber solutions 170114

バラタ balata 170010

未加工又は半加工のゴム gum, raw or semi-worked 170117

未加工又は半加工のゴム rubber, raw or semi-worked 170017

ラテックス（ゴム） latex [rubber] 170064

３４Ｅ０９

審査基準 [ 19 類]　国際分類表 [ 1,21 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

石綿製シート asbestos sheets 170035

石綿製スレート asbestos slate 170005

石綿製スレート slate asbestos 170005

石綿製ミルボード asbestos millboards 170087

［参考］第17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

06A02 09G99 170059
11D01

06A02 09G99 170059
11D01

封泥 lute 07A03 170066

07A03 170042

07A03 14A06 170016
34A01 34B01 

34E09

07A08 170123

09B01 170074

機械部品保護用のゴム製スリー
ブ

rubber sleeves for protecting
parts of machines

機械部品保護用のゴム製スリー
ブ

sleeves of rubber for
protecting parts of machines

漏出箇所修理化学合成物 chemical compositions for
repairing leaks

保温用断熱材料 non-conducting materials for
retaining heat

岸壁に取り付け埠頭及び船舶の
破損を防止するゴム製緩衝材

quay wall-mounted rubber
cushioning materials for the
prevention of damage to
docks, ships and vessels

岩石繊維製防音材（建築用のものを除
く。）

soundproofing materials of
rock wool, not for building
purposes

電気絶縁・断熱・防音用金属箔 foils of metal for insulating

電気絶縁・断熱・防音用金属箔 metal foil for insulation

乗物のラジエーター用連結ホー
ス

connecting hose for vehicle
radiators
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09B01 09G99 170026
14A06 34E09 

34E10

09F06 13C01 170086

織物製ホース hoses of textile material 09G02 170025

キャンバス製ホース canvas hose pipes 09G02 170065

09G02 16A01 170078
16C01

散水用ホース watering hose 09G02 19B32 170006

09G99 11D01 170084
14A06 16A01 

16C01 34A01 

34B01 34E09 

34E10

09G99 11D01 170099
14A06 16A01 

16C01 34A01 

34B01 34E09 

34E10

09G99 11D01 170023
14A06 16A01 

16C01 34A01 

34B01 34E09 

34E10

09G99 11D01 170103
14A06 34E09

09G99 11D01 170103
14A06 34E09

09G99 11D01 170103
14A06 34E09

09G99 11D01 170103
14A06 34E09

09G99 11D01 170063
14A06 34E09

09G99 11D01 170061
14A06 34E09

09G99 11D01 170062
14A06 34E09

09G99 11D01 170056
16A01 34E09

09G99 11D01 170104
16A01 34E09

09G99 11D01 170104
16A01 34E09

09G99 11D01 170045
16C01

09G99 11D01 170110
34E10

09G99 14A06 170116
16A01 16C01 

34E09 34E10

09G99 14A06 170024
34A01 34B01 

34E09 34E10

12A72 34B01 170109

12A72 34B01 170109

石綿製覆い asbestos coverings

鉄道線路用の電気絶縁・断熱・
防音材料

insulators for railway tracks

電気絶縁・断熱・防音材料 insulators

ボイラー熱放射防止用構成物 boiler composition to prevent
the radiation of heat

圧縮空気配管用の付属品（金属
製のものを除く。）

fittings, not of metal, for
compressed air lines

電気絶縁・断熱・防音用ガラス
繊維

glass fibers for insulation

電気絶縁・断熱・防音用ガラス
繊維

glass fibres for insulation

電気絶縁・断熱・防音用グラス
ウール

glass wool for insulation

電気絶縁・断熱・防音用材料 insulating materials

電気絶縁・断熱・防音用ガラス
繊維

fiberglass for insulation

電気絶縁・断熱・防音用ガラス
繊維

fibreglass for insulation

電気絶縁・断熱・防音用ガラス
繊維製織物

fiberglass fabrics for
insulation

電気絶縁・断熱・防音用ガラス
繊維製織物

fibreglass fabrics for
insulation

電気絶縁・断熱・防音用フェル
ト

insulating felt

電気絶縁・断熱・防音用鉱さい
綿

slag wool [insulator]

電気絶縁・断熱・防音用鉱物綿 mineral wool [insulator]

電気絶縁・断熱・防音用織物 insulating fabrics

タイヤ更生用ゴム材料 rubber material for recapping
tires

タイヤ更生用ゴム材料 rubber material for recapping
tyres

電気絶縁・断熱・防音用石膏 insulating plaster

断熱・防火耐火材料（建築材料
を除く。）

insulating refractory
materials

熱放射防止用構成物 compositions to prevent the
radiation of heat
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ゴム製ドアストップ door stops of rubber 13C01 19B99 170119

14A01 18C05 170032

16A01 16C01 170008
34A01 34B01 

34E02 34E09 

34E10

18C08 18C09 170101

18C08 18C09 170014

18C08 18C09 170014

20C02 170112

34A01 34B01 170022

包装用の詰綿 cotton wool for packing
[caulking]

ゴム製又はプラスチック製の詰
物用材料

stuffing of rubber or
plastics

生け花用気泡状支持具（半完成
品）

foam supports for flower
arrangements [semi-finished
products]

フレキシブル管（金属製のもの
を除く。）

flexible hoses, not of metal

防音材 soundproofing materials

ゴム製又はプラスチック製の詰
物用材料

packing [cushioning,
stuffing] materials of rubber
or plastics

ゴム製又はプラスチック製の詰
物用材料

padding materials of rubber
or plastics

3-284


