
第３２類 CLASS 32

ビール N beer ２８Ａ０２ 320002

審査基準 [ 33 類]　国際分類表 [ 33 類]

合成ビール compound beer

スタウト stout

ラガービール lager beer

［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

バーレーワイン（ビール） barley wine [beer] 320059

麦芽ビール malt beer 320004

ビールをベースとするカクテル beer-based cocktails 320052

２９Ｃ０１

果実飲料 N fruit juices 320010

飲料用野菜ジュース N vegetable juices [beverages] 320022

国際分類表 [ 29 類]

1

アイソトニック飲料 N isotonic beverages 320045

ガラナ飲料 guarana drinks

コーヒーシロップ coffee syrup

コーラ飲料 cola drinks

サイダー soda pops

シャーベット水 N sherbets [beverages] 320029

シロップ syrups for beverages

ジンジャーエール N ginger ale 320003

清涼飲料のもと carbonated drink mixes

炭酸水 aerated water [soda water]

ミネラルウォーター N mineral water [beverages] 320015

ラムネ Ramune [Japanese soda pops]

レモン水 lemonades

レモンスカッシュ lemon squash

清涼飲料 carbonated drinks [refreshing
beverages]

【商品・サービス国際分類表〔第１１－２０１８版〕　類別表（注釈付き）】
ビール；
ミネラルウォーター、炭酸水及びその他のアルコールを含有しない飲料；
果実飲料；
シロップその他の飲料製造用調製品．

注釈
第32類には、主として、アルコールを含有しない飲料及びビールを含む。

この類には、特に、次の商品を含む：
アルコールを除去した飲料．

この類には、特に、次の商品を含まない：
医療用飲料（第5類）；
乳飲料（ミルクを主成分とするもの）（第29類）；
コーヒー飲料、ココア飲料、チョコレート飲料又は茶飲料（第30類）．

黒ビール black beer [toasted-malt
beer]

清涼飲料 carbonated drinks [refreshing
beverages]
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2 果実飲料 N fruit juices 320010

オレンジジュース orange juice beverages

グレープジュース grape juice beverages

トマトジュース tomato juice beverages

パインジュース pineapple juice beverages

りんごジュース apple juice beverages

3 飲料用野菜ジュース N vegetable juices [beverages] 320022

 （備考）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

アーモンドシロップ orgeat 320027

320042

320051

飲料水 waters [beverages] 320012

飲料用シロップ syrups for beverages 320011

エナジードリンク energy drinks 320060

果実飲料 fruit juice 320010

320006

320001

320044

320048

320055

320041

320047

シャーベット水 sorbets [beverages] 320029

ジンジャービール（清涼飲料） ginger beer 320003

スムージー smoothies 320050

清涼飲料 soft drinks 320058

セルツァ炭酸水 seltzer water 320017

ソーダ水 soda water 320028

320053

炭酸水 aerated water 320035

320013

トマトジュース tomato juice [beverage] 320030

320049

「トマトジュース　飲料用野菜
ジュース」は、第２９類「調理
用野菜ジュース」に類似と推定
する。

(REMARKS) 1 "Tomato juice
beverages and vegetable
juices [beverages]" is
presumed to be similar to
"vegetable juices for
cooking" in class 29.

「コーヒーシロップ」は、第３
０類「コーヒー」に類似と推定
する。

2 "Coffee syrup" is presumed
to be similar to "prepared
coffee and coffee-based
beverages" in class 30.

アペリティフ（アルコール分を
含まないもの）

aperitifs, non-alcoholic

アロエ飲料（アルコール分を含
まないもの）

aloe vera drinks, non-
alcoholic

果実飲料（アルコール分を含ま
ないもの）

non-alcoholic fruit juice
beverages

果実エキス（アルコール分を含
まないもの）

non-alcoholic fruit extracts

果肉飲料（アルコール分を含ま
ないもの）

fruit nectars, non-alcoholic

クヴァス（アルコール分を含ま
ない飲料）

kvass [non-alcoholic
beverage]

米を主原料とする清涼飲料（牛
乳代用物を除く。）

rice-based beverages, other
than milk substitutes

サルサパリラ（アルコール分を
含まない飲料）

sarsaparilla [non-alcoholic
beverage]

シードル（アルコール分を含ま
ないもの）

cider, non-alcoholic

大豆ベースの飲料（牛乳代用物
を除く。）

soya-based beverages, other
than milk substitutes

炭酸水製造用調製品 preparations for making
aerated water

はちみつを主原料とする清涼飲
料（アルコール分を含まないも
の）

non-alcoholic honey-based
beverages
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320033

320034

ぶどう液 must 320019

320054

ミネラルウォーター table waters 320018

未発酵のぶどう液 grape must, unfermented 320026

リチア水 lithia water 320014

レモネード lemonades 320020

レモネード用シロップ syrups for lemonade 320023

N ３１Ａ０６ 320021

審査基準 [ 31 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

麦芽汁 malt wort 320025

ビール製造用麦芽汁 beer wort 320005

乳清飲料 N whey beverages ３１Ｄ０１ 320007

審査基準 [ 5,29,30 類]　国際分類表 [ 29 類]

［参考］第32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

28A02 29C01 320008
31D01

28A02 32F13 320024

29C01 31A06 320009
32F13

アルコール分を含まない飲料 non-alcoholic beverages 29C01 31D01 320031

29C01 31D01 320043

29C01 31D01 320056

29C01 31D01 320056

29C01 31D01 320057

29C01 31D01 320057

発泡性飲料用錠剤 pastilles for effervescing
beverages

発泡性飲料用粉末 powders for effervescing
beverages

プロテインを強化したスポーツ
用清涼飲料

protein-enriched sports
beverages

ビール製造用ホップエキス extracts of hops for making
beer

飲料製造用調製品 preparations for making
beverages

リキュール製造用調製品 preparations for making
liqueurs

飲料製造用エッセンス essences for making beverages

茶風味の飲料（アルコール分を
含まないもの）

non-alcoholic beverages
flavored with tea

茶風味の飲料（アルコール分を
含まないもの）

non-alcoholic beverages
flavoured with tea

カクテル（アルコール分を含ま
ないもの）

cocktails, non-alcoholic

コーヒー風味の飲料（アルコー
ル分を含まないもの）

non-alcoholic beverages
flavored with coffee

コーヒー風味の飲料（アルコー
ル分を含まないもの）

non-alcoholic beverages
flavoured with coffee
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