第２６類

CLASS 26

【商品・サービス国際分類表〔第１１－２０１８版〕
レース及び刺しゅう布、リボン及び組ひも；
ボタン、ホック、ピン及び針；
造花；
髪飾り；
かつら．

類別表（注釈付き）】

注釈
第26類には、主として、裁縫用品、天然又は人工の髪及び髪の装飾品並びに様々な物を飾るための小さな装飾品（他の類に
属するものを除く。）を含む。
この類には、特に、次の商品を含む：
かつら及び付けあごひげ；
バレッタ（髪どめ）及びヘアバンド（頭飾品）；
ヘアネット；
バックル及びジッパー；
チャーム（宝飾品、キーホルダー用のものを除く。）．
この類には、特に、次の商品を含まない：
特殊な型のフック（商品のアルファベット順一覧表参照）；
特殊な型の針（商品のアルファベット順一覧表参照）；
つけまつ毛（第3類）；
植毛用人工毛髪（第10類）；
宝飾品用チャーム、キーホルダー用チャーム（第14類）；
織物用糸（第23類）．

ひ

漁網製作用杼

N

メリヤス機械用編針

shuttles for making fishing
nets

０９Ａ０７

260058

hosiery loom needles
審査基準 [ 7,8,11 類]

国際分類表 [ 7,11 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
梳毛機用針

needles for wool combing
machines

電気式ヘアカーラー

electric hair curlers

260005

１１Ａ０７

審査基準 [ 8,11,21 類]

針類

N

needles

国際分類表 [ 8,11,20,21 類]

１３Ａ０２

260002
国際分類表 [ 8 類]

編物針
かぎ針
畳針
手縫い針
針金ピン
ひも通し針
帆針
まち針
ミシン針

N

N

knitting needles
crochet hooks
Tatami needles
sewing needles
wire pins
bodkins
canvas needles
marking pins
sewing machine needles

3-376

260051

260090

虫針
メリケン針

setting pins
sewing needles with an oval
eye

レース針

lacing needles

［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
編針
かがり針
かぎ針
靴製造用針
刺しゅう針
絨毯用かぎ針
綴じ針
縫針
馬具用針
虫針

被服用はとめ

knitting needles
darning needles
crochet needles
shoemakers' needles
embroidery needles
rug hooks
binding needles
sewing needles
saddlers' needles
entomological pins

eyelets for clothing
審査基準 [ 6,11,17,18,20 類]

（備考）「被服用はとめ」は、「靴はと
め 靴ひも代用金具」、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１
８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。）」及び第
２５類「げた金具」に類似と推
定する。

260009
260007
260051
260003
260132
260122
260006
260004
260008
260131

１３Ｃ０１

国際分類表 [ 6,11,12,17,20 類]

(REMARKS) "Eyelets for
clothing" is presumed to be
similar to "shoe eyelets,
metal fasteners for shoes and
boots" in class 26, "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, and "metal
fittings for Japanese style
wooden clogs" in class 25.

［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
コルセットの胸部の張り枠
コルセット用鯨のひげ製張り枠
被服用はと目

テープ
リボン

corset busks
whalebones for corsets
eyelets for clothing

tapes [haberdashery]
ribbons

260012
260012
260073

１６Ａ０２

［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
裁縫小物用の蝶型リボン
裁縫用小物のリボン
贈答品包装用リボン（紙製のも
のを除く。）

haberdashery bows
haberdashery ribbons
ribbons and bows, not of
paper, for gift wrapping

260142
260076
260141

弾性リボン

elastic ribbons

260095

3-377

編みレース生地
刺しゅうレース生地

knitted raschel lace fabrics
embroidery lace fabrics

１６Ｂ０１

審査基準 [ 24 類]

国際分類表 [ 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
金糸を用いた刺しゅう布
銀糸を用いた刺しゅう布
刺しゅう布
刺しゅう布
花網模様の刺しゅう布
被服用フリル
縁飾り用レース
レース製フリル

gold embroidery
silver embroidery
embroidery
fancy goods [embroidery]
festoons [embroidery]
frills for clothing
lace for edgings
frills [lacework]

房類

tufts and tassels [semifinished]

260094
260093
260028
260028
260057
260086
260019
260066

１６Ｃ０３

［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
飾り房（裁縫用小物）
シェニール織物製縁飾り
スカートのひだ飾り
被服用縁飾り
被服用縁飾り
フォールスヘム
房の縁飾り
縁飾り
縁飾り用ひも
レース製ピコット
レース製縁飾り

tassels [haberdashery]
chenille [passementerie]
skirt flounces
edgings for clothing
trimmings for clothing
false hems
fringes
passementerie
cords for trimming
picot [lace]
lace trimmings

組みひも

braids

260063
260037
260084
260018
260064
260056
260060
260068
260096
260080
260068

１８Ａ０１

審査基準 [ 17,18,22 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
組ひも
羊毛製ひも

編み棒
糸通し器
裁縫箱
裁縫用へら
裁縫用指抜き
針刺し
針箱

国際分類表 [ 6,16,18,20,22 類]

braids
woollen laces

N
N
(注)

N

knitting sticks
needle-threaders
sewing boxes
dressmakers' impressing
blades

260062
260067

１９Ｂ０３

sewing thimbles
pin and needle cushions
boxes for needles

審査基準 [ 8,16,20,21 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
かがり台
裁縫用指ぬき
刺繍用糸又は羊毛を保持するた
めの糸巻（機械の部品でないも
の）

darning lasts
sewing thimbles
bobbins for retaining
embroidery floss or wool [not
parts of machines]

3-378

260134
260049

260092
国際分類表 [ 3,8,11,16,21 類]
260020
260050
260124

針入れ
針刺し
針刺し

needle cases
needle cushions
pin cushions

260091
260078
260055

２０Ｆ０１
造花

N

造花の花輪

artificial flowers

artificial garlands and
wreaths for ceremonies or
funerals

２０Ｆ０１

審査基準 [ 6,19,20,21,24,31 類]
造花（「造花の花輪」を除く。）

artificial flowers, other
than artificial garlands and
wreaths

紙製造花
装飾用造花のリース

artificial flowers of paper
artificial garlands for
decoration

布製造花
プラスチック製造花

artificial flowers of textile
artificial flowers of
plastics

２１Ｅ０１
260059

国際分類表 [ 19,20,21,31 類]

２１Ｅ０１

［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
果実の模造品
植物の模造品（クリスマスツ
リーを除く。）

artificial fruit
artificial plants, other than
Christmas trees

腕止め

armband for holding sleeves

260061
260129

２１Ａ０１

審査基準 [ 25 類]

国際分類表 [ 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
サイクリスト用ズボンクリップ
袖つり上げ用弾性バンド

trouser clips for cyclists
expanding bands for holding
sleeves

衣服用き章（貴金属製のものを除く。）

insignias for wear, not of
precious metal

衣服用バックル

buckles for clothing
[clothing buckles]

衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。） N

badges for wear, not of
precious metal

衣服用ブローチ
帯留

brooches for clothing
special sash clips for obi
[Obi-dome]

ボンネットピン（貴金属製のものを除
く。）

bonnet pins, not of precious
metal

ワッペン

ornamental adhesive patches
for jackets

腕章

N

260119
260023

２１Ａ０２

brassards

260024
審査基準 [ 14 類]

3-379

260101

国際分類表 [ 14,21 類]

（備考）「衣服用き章（貴金属製のもの
を除く。） 衣服用バックル
衣服用バッジ （貴金属製のも
のを除く。） 衣服用ブローチ
帯留 ボンネットピン（貴金属
製のものを除く。） ワッペン
腕章」は、「ボタン類」及び第
１４類「カフスボタン」、「宝
玉及びその模造品」に類似と推
定する。

(REMARKS) "Insignias for
wear, not of precious metal,
buckles for clothing
[clothing buckles], badges
for wear, not of precious
metal, brooches for clothing,
special sash clips for obi
[Obi-dome], bonnet pins, not
of precious metal, ornamental
adhesive patches for jackets,
brassards" is presumed to be
similar to "buttons and the
like" in class 26, "cuff
links" and "semi-wrought
precious stones and their
imitations" in class 14.

［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
アップリケ（裁縫用小物）
衣服用ばらの花型飾り
綬章
繊維製品修繕用の加熱粘着パッ
チ

appliques [haberdashery]
rosettes [haberdashery]
prize ribbons
heat adhesive patches for
repairing textile articles

260128
260085
260117
260081

繊維製品装飾用の加熱粘着パッ
チ（裁縫用小物）

heat adhesive patches for
decoration of textile
articles [haberdashery]

260111

装飾用バッジ

ornamental novelty badges
[buttons]

260113

バックル（被服用アクセサ
リー）

buckles [clothing
accessories]

260097

ハットバンド（帽子の山の下部
に巻いたリボン革帯・細ひも等
の環帯）

hat bands

260139

ハットバンド（帽子の山の下部
に巻いたリボン革帯・細ひも等
の環帯）

hatbands

260139

被服用だ鳥の羽根製アクセサ
リー

ostrich feathers [clothing
accessories]

260011

被服用鳥の羽根製アクセサリー

birds' feathers [clothing
accessories]

260074

被服用羽根製アクセサリー

feathers [clothing
accessories]

260082

ピン（宝飾品を除く。）
ピン（宝飾品を除く。）
ブローチ（被服用アクセサ
リー）

pins, other than jewelry
pins, other than jewellery
brooches [clothing
accessories]

260100
260100
260027

帽子飾り
リネンの印付けに用いる数字布
片

hat trimmings
numerals for marking linen

260016
260045

リネンの印付けに用いる数字又
は文字の布片

numerals or letters for
marking linen

260032

リネンの印付けに用いる文字布
片

letters for marking linen

260069

リネンの印付けに用いるモノグ
ラム布片

monogram tabs for marking
linen

260032

3-380

頭飾品

hair ornaments

２１Ａ０３

国際分類表 [ 21 類]
入れ毛
髪しん

hair pieces
hairpieces for Japanese hair
styling [Kamishin]

髪止め
かもじ

barrettes [hair-slides]
false hair for Japanese hair
styling [Kamoji]

かんざし
こうがい

oriental hair pins
ornamental hair pins for
Japanese hair styling [Kogai]

たぼ止め

back-hairpieces fixing pins
for Japanese hair styling
[Tabodome]

たぼみの

back-hairpieces for Japanese
hair styling [Tabomino]

つけかつら
手がら

toupees [false hair]
hair ribbons for Japanese
hair styling [Tegara]

ねがけ

hair tassel ornaments for
Japanese hair styling
[Negake]

ヘアネット
ヘアバンド
ヘアピン
まげ

N

hair nets
hair bands
hair pins and grips
chignons for Japanese hair
styling [Mage]

丸ぐし

ornamental combs for Japanese
hair styling [Marugushi]

結びリボン
元結

hair ribbons
hair tassel strings for
Japanese hair styling
[Motoyui]

（備考）「かんざし こうがい 丸ぐ
し」は、第２１類「くし」に類
似と推定する。

260042

(REMARKS) "Oriental hair
pins, ornamental hair pins
for Japanese hair styling
[Kogai], ornamental combs for
Japanese hair styling
[Marugushi]" is presumed to
be similar to "combs" in
class 21.

［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
頭飾用蝶形リボン
かつら
かつら
かつら
かつら
かつら
髪止め
髪止め
髪用装飾品

bows for the hair
false hair
plaited hair
toupees
tresses of hair
wigs
hair barrettes
hair slides
decorative articles for the
hair

260114
260043
260044
260089
260044
260079
260040
260040
260038

玉房の髪飾り
頭髪用カールピン
頭髪用リボン

top-knots [pompoms]
hair curling pins
ribbons for the hair

260083
260039
260140

3-381

ヘアエクステンション
ヘアグリップ
ヘアバンド（頭飾品）
ヘアピン
ボビーピン

hair extensions
hair grips
hair bands
hair pins
bobby pins

ボタン類

260125
260015
260013
260041
260015

buttons and the like

２１Ｂ０１

審査基準 [ 14 類]
こはぜ
手芸用ビーズ
スナップボタン

fasteners for tabi [Kohaze]
beads for handicraft work
snap fasteners [press
fasteners and press studs]

スライドファスナー
尾錠
ボタン
ホック
面ファスナー

slide fasteners [zippers]
strap buckles
buttons
snap fasteners
hook and pile fastening tapes

（備考）「ボタン類」は、「衣服用き章
（貴金属製のものを除く。）
衣服用バックル 衣服用バッジ
（貴金属製のものを除く。）
衣服用ブローチ 帯留 ボン
ネットピン（貴金属製のものを
除く。） ワッペン 腕章」及
び第１４類「身飾品（「カフス
ボタン」を除く。）」に類似と
推定する。

N
N

国際分類表 [ 14,21 類]

260021
260116

(REMARKS) "Buttons and the
like" is presumed to be
similar to "insignias for
wear, not of precious metal,
buckles for clothing
[clothing buckles], badges
for wear, not of precious
metal, brooches for clothing,
special sash clips for obi
[Obi-dome], bonnet pins, not
of precious metal, ornamental
adhesive patches for jackets,
brassards" in class 26 and
"personal ornaments, other
than cuff links" in class 14.

［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
雲母のスパンコール
襟支持具
かばん用ジッパー
かばん用ジッパー
コルセット用ホック
ジッパー
ジッパー
スナップボタン
ズボンつり用留具
ズボンつり用留具
スライドファスナー（ジッ
パー）

mica spangles
collar supports
zip fasteners for bags
zippers for bags
hooks for corsets
zip fasteners
zippers
snap fasteners
fastenings for braces
fastenings for suspenders
slide fasteners [zippers]

260071
260046
260087
260087
260098
260053
260053
260022
260026
260026
260053

ドレス用ファスナー
ビーズ（宝飾品製造用のものを
除く。）

dress body fasteners
beads, other than for making
jewellery

260048
260123

ビーズ（宝飾品製造用のものを
除く。）

beads, other than for making
jewelry

260123

被服用スパンコール
被服用留具
ブラウス用ファスナー
ベルト留め金
ホック（裁縫用小物）

spangles for clothing
fastenings for clothing
blouse fasteners
belt clasps
hooks [haberdashery]

260077
260010
260048
260031
260052

3-382

つけあごひげ
つけ口ひげ
ヘアカーラー（電気式のものを除く。）

false beards
false moustaches
hair curlers, non-electric

審査基準 [ 3,8,10,18,20,21 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
髪染め用キャップ
髪染め用キャップ
付けあごひげ
付け口ひげ
頭髪用カールペーパー

国際分類表 [ 3,8,10,20,21,24 類]

hair coloring caps
hair colouring caps
false beards
false moustaches
hair curling papers

靴飾り（貴金属製のものを除く。）
靴はとめ
靴ひも
靴ひも代用金具

２１Ｆ０１

shoe ornaments, not of
precious metal
N

260115
260115
260014
260072
260121

２２Ａ０２

shoe eyelets
shoe laces
metal fasteners for shoes and
boots

260034

審査基準 [ 6,14,20,21,22 類]
（備考）「靴はとめ 靴ひも代用金具」
は、「被服用はとめ」、第６類
「金属製金具（「安全錠・金属
製鍵・鍵用金属製リング・南京
錠」を除く。）」、第１１類
「水道蛇口用座金 水道蛇口用
ワッシャー」、第１７類「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」、第１８
類「かばん金具 がま口口金
蹄鉄」及び第２０類「カーテン
金具 金属代用のプラスチック
製締め金具 くぎ・くさび・
ナット・ねじくぎ・びょう・ボ
ルト・リベット及びキャスター
（金属製のものを除く。） 座
金及びワッシャー（金属製・ゴ
ム製又はバルカンファイバー製
のものを除く。）」に類似と推
定する。

国際分類表 [ 20,21,25 類]

(REMARKS) "Shoe eyelets,
metal fasteners for shoes and
boots" is presumed to be
similar to "eyelets for
clothing" in class 26, "metal
hardware, not including
"security locks, keys of
metal for locks, ring of
metal for keys and padlocks""
in class 6, "washers for
water taps" in class 11,
"washers of rubber or
vulcanized fiber" in class
17, "handbag frames, purse
frames, horseshoes" in class
18, and "curtain fittings,
metal-substitute plastic
fasteners, nails, wedges,
nuts, screws, tacks, bolts,
rivets and casters, not of
metal,washers, not of metal,
not of rubber or vulcanized
fiber" in class 20.

［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
靴飾り
靴のバックル
靴のはと目
靴用ファスナー
靴用ホック

人毛

shoe
shoe
shoe
shoe
shoe

N

trimmings
buckles
eyelets
fasteners
hooks

human hair

260035
260088
260036
260001
260033

３４Ｅ０７

審査基準 [ 21,22 類]

3-383

260126
国際分類表 [ 21,22 類]

［参考］第26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
電気式及び非電気式ヘアカー
ラー（手持器具を除く。）

11A07 21F01
hair curlers, electric and
non-electric, other than hand
implements

260127

裁縫キット

sewing kits

13A01 13A02
15A01 15A03
19B03

260130

ドレスメーカー用品である裁縫
用小物（糸類は除く。）

haberdashery [dressmakers'
articles]*, except thread

13A02
16A02
16C03
19B03
21B01

13C01
16B01
18A01
21A02

260070

被服用ひも

cords for clothing

17A01 17A02
17A03

260047

被服用肩パッド

shoulder pads for clothing

17A04

260118

カーテンヘッド用テープ

tapes for curtain headings

20C01

260120

造花の花輪・リース

artificial garlands

20F01 21E01

260065

造花の花輪・リース

wreaths of artificial flowers 20F01 21E01

260099

照明が組み込まれた造花のクリ
スマス用花輪

artificial Christmas garlands 20F01 21E01
incorporating lights
24A01

260136

照明が組み込まれた造花のクリ
スマス用花輪

artificial Christmas wreaths
incorporating lights

20F01 21E01
24A01

260138

造花のクリスマス用花輪

artificial Christmas garlands 20F01 21E01

260135

24A01

造花のクリスマス用花輪

artificial Christmas wreaths

20F01 21E01
24A01

260137

アームバンド（被服用アクセサ
リー）

arm bands [clothing
accessories]

21A01 21A02

260024

チャーム（宝飾品、キーホル
ダー用のものを除く。）

charms, other than for
jewellery, key rings or key
chains

21A02 21A03
21B01

260133

チャーム（宝飾品、キーホル
ダー用のものを除く。）

charms, other than for
jewelry, key rings or key
chains

21A02 21A03
21B01

260133

競技用ゼッケン

competitors' numbers

24C01

260112

3-384

