
第３類 CLASS 3

０１Ａ０１

さび除去剤 N rust removing preparations 030170

染み抜きベンジン stain removing benzine

洗濯用漂白剤 N laundry bleach 030028

審査基準 [ 1,2,4,19,30 類] 国際分類表 [ 1,2,4,5,15,19,29,30 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

030193

030083

030077

030247

030081

織物柔軟剤（洗濯用のもの） fabric softeners for laundry
use

家庭用帯電防止剤 antistatic preparations for
household purposes

家庭用脱脂剤 degreasers, other than for
use in manufacturing
processes

【商品・サービス国際分類表〔第１１－２０１９版〕 類別表（注釈付き）】

化粧品、せっけん類及び歯磨き（医療用のものを除く。）；

歯磨き（医療用のものを除く。）；

香料類、薫料及び香水類、精油；

漂白剤その他の洗濯に用いる物質；

洗浄剤、つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤．

注釈

第3類には、主として、化粧品（医療用のものを除く。）、せっけん類（医療用のものを除く。）及び歯磨き（医療用のもの

を除く。）並びに家庭用及び他の環境で使用される洗浄剤を含む。

この類には、特に、次の商品を含む：

化粧品である衛生剤；

ティッシュに浸みこませた化粧水；

人用の防臭用化粧品又は動物用防臭剤；

室内用芳香剤；

ネイルアート用ステッカー；

つや出しワックス；

紙やすり．

この類には、特に、次の商品を含まない：

化粧品製造用成分、例えば、ビタミン、保存剤及び酸化防止剤（第1類）；

製造工程用の脱脂剤（第1類）；

煙突用化学洗浄剤（第1類）；

防臭剤（人用及び動物用のものを除く。）（第5類）；

医療用シャンプー、医療用せっけん、医療用ヘアローション及び医療用歯磨き（第5類）；

エメリーボード、つめやすり、手研ぎ用砥石及び回転砥石（手持ち工具）（第8類）；

化粧用具及び清浄用具、例えば、化粧用ブラシ（第21類）、雑巾及び清浄用パッド（第21類）．

家庭用帯電防止剤 anti-static preparations for
household purposes

家庭用脱脂剤 de-greasing preparations for
household purposes

洗濯用柔軟剤 fabric softeners for laundry
use

家庭用漂白剤（脱色用のもの） bleaching preparations
[decolorants] for household
purposes

家庭用湯あか除去剤 descaling preparations for
household purposes
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030025

次亜塩素酸カリウム（漂白剤） potassium hypochloride 030089

しみ抜き剤 stain removers 030068

ジャベール水（漂白剤） Javelle water 030089

030214

030174

030174

洗濯用水酸化ナトリウム溶液 soda lye 030153

洗濯用ナトリウム化合物 washing soda, for cleaning 030072

030028

洗濯用予浸剤 laundry soaking preparations 030098

030098

脱脂用テレビン turpentine for degreasing 030157

030158

漂白用塩 bleaching salts 030026

漂白用ソーダ bleaching soda 030027

030209

030208

030206

ワニス除去剤 varnish-removing preparations 030088

N ０１Ａ０２ 030001

洗濯用でん粉のり N laundry starch 030010

N 030178

審査基準 [ 1,16 類] 国際分類表 [ 1,5,16 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

030199

030009

洗濯用でん粉のり starch for laundry purposes 030010

030127

０１Ｂ０１

動物用防臭剤 deodorants for animals

審査基準 [ 5 類] 国際分類表 [ 5 類]

食器洗浄機用乾燥剤 drying agents for dishwashing
machines

洗濯用蛍光増白剤（家庭用のも
のに限る。）

color-brightening chemicals
for household purposes
[laundry]

洗濯用蛍光増白剤（家庭用のも
のに限る。）

colour-brightening chemicals
for household purposes
[laundry]

革用漂白剤 leather bleaching
preparations

埃掃除用の缶入り加圧空気 canned pressurized air for
cleaning and dusting purposes

床用滑り止め液剤 non-slipping liquids for
floors

床用ワックス除去剤（清掃用の
もの）

floor wax removers [scouring
preparations]

洗濯用漂白剤 laundry bleaching
preparations

洗濯用予浸剤 preparations for soaking
laundry

脱脂用テレビン油 oil of turpentine for
degreasing

化粧用接着剤 adhesives for cosmetic
purposes

洗濯用つや出しでん粉のり starch glaze for laundry
purposes

洗濯用のり smoothing preparations
[starching]

かつら装着用接着剤 adhesives for affixing false
hair

洗濯用ふのり seaweed gelatine for laundry
use [Funori]

つけまつ毛用接着剤 adhesives for affixing false
eyelashes

口臭用消臭剤 breath freshening
preparations
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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

口臭消臭スプレー breath freshening sprays 030204

小片状の口臭消臭剤 breath freshening strips 030216

030250

ペット用消臭剤 deodorants for pets 030217

塗料用剥離剤 paint stripping preparations ０３Ｃ０１

審査基準 [ 1,2 類] 国際分類表 [ 1,2,4 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

ペイント用剥離剤 paint stripping preparations 030179

ラッカー除去剤 lacquer-removing preparations 030085

靴クリーム N shoe cream ０３Ｅ０１ 030039

靴墨 shoe black [shoe polish]

審査基準 [ 4 類] 国際分類表 [ 4 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

靴用つや出し剤 shoe polish 030228

靴用ワックス shoe wax 030046

つや出し剤 N polishing preparations ０３Ｆ０１ 030045

審査基準 [ 4 類] 国際分類表 [ 4 類]

家具用つや出し剤 furniture polishes

自動車用つや出し剤 automobile polishes

皮革用つや出し剤 leather dressings

床用つや出し剤 floor polishes

［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

030047

光沢剤 shining preparations [polish] 030048

030212

つや出しクリーム polishing creams 030070

つや出しワックス polishing wax 030054

030061

030061

床用滑り止めワックス non-slipping wax for floors 030207

床用ワックス floor wax 030241

寄木細工の床に用いるワックス wax for parquet floors 030053

せっけん類 soaps and detergents ０４Ａ０１

国際分類表 [ 1 類]

洗い粉 washing powder

ガラス用洗浄剤 glass cleaning preparations

化粧せっけん toilet soap

植物の葉用光沢剤 preparations to make the
leaves of plants shiny

皮革用つや出し剤 leather preservatives
[polishes]

皮革用つや出し剤 preservatives for leather
[polishes]

身体の衛生用口臭消臭剤 breath freshening
preparations for personal
hygiene

家具用及び床用のつや出し剤 polish for furniture and
flooring

クレンザー（洗剤） scouring preparations
[cleanser]
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工業用せっけん industrial soap

シャンプー N shampoos 030134

洗濯せっけん laundry soap

ドライクリーニング剤 dry cleaning preparations

ペット用シャンプー pet shampoos

便器洗浄剤 toilet bowl detergents

磨き粉 scrubbing powder

水せっけん liquid soap

 （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

アーモンド油入り石鹸 almond soap 030007

足の汗用せっけん soap for foot perspiration 030143

030167

030167

030245

030138

蛍光増白用洗濯せっけん soap for brightening textile 030013

固形せっけん cakes of soap 030152

固形の化粧せっけん cakes of toilet soap 030152

030238

030244

030218

制汗用せっけん antiperspirant soap 030163

せっけん soap* 030012

030243

030104

030075

洗浄用油 oils for cleaning purposes 030117

洗浄用火山灰 volcanic ash for cleaning 030038

洗浄用チョーク cleaning chalk 030067

洗濯用キラヤ皮 quillaia bark for washing 030093

「シャンプー」は、「ヘアーリ
ンス」に類似と推定する。

(REMARKS) "Shampoos" is
presumed to be similar to
"hair rinses [shampoo-
conditioners]".

アンモニア（洗浄剤として用い
られるものに限る。）

ammonia [volatile alkali]
[detergent]

アンモニア（洗浄剤として用い
られるものに限る。）

volatile alkali [ammonia]
[detergent]

石油系合成洗剤 detergents prepared from
petroleum

ハンドクリーナー hand cleaners [hand cleaning
preparations]

身体の衛生用又は消臭用膣洗浄
剤

vaginal washes for personal
sanitary or deodorant
purposes

身体の衛生用又は消臭用膣洗浄
剤（医療用のものを除く。）

douching preparations for
personal sanitary or
deodorant purposes
[toiletries]

洗眼剤（医療用のものを除
く。）

eye-washes, not for medical
purposes

家庭用化学洗浄剤 chemical cleaning
preparations for household
purposes

壁紙清浄剤 wallpaper cleaning
preparations

身体の衛生用クレンザー（医療
用のものを除く。）

cleansers for intimate
personal hygiene purposes,
non medicated

洗浄剤（煙突用化学洗浄剤を除
く。）

cleaning preparations

洗浄剤（製造工程用及び医療用
のものを除く。）

detergents, other than for
use in manufacturing
operations and for medical
purposes
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030242

ドライクリーニング剤 dry-cleaning preparations 030205

ドライシャンプー dry shampoos* 030223

030251

030211

030195

ひげそり用せっけん shaving soap 030017

風防ガラス洗浄液 windscreen cleaning liquids 030126

風防ガラス洗浄液 windshield cleaning liquids 030126

030196

防臭せっけん deodorant soap 030149

歯磨き N dentifrices ０４Ｂ０１ 030079

固形歯磨き toothpaste in soft cake form

粉歯磨き tooth powder

潤製歯磨き moistened tooth powder

洗口液 mouthwash

練り歯磨き tooth paste

水歯磨き non-medicated dental rinse

 （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

030194

義歯磨き剤 denture polishes 030198

030031

歯の漂白用ジェル dental bleaching gels 030210

化粧品 N cosmetics ０４Ｃ０１ 030065

1 おしろい N make-up powder 030147

紙おしろい face-powder on paper

クリームおしろい creamy face powder

固形おしろい pressed face powder

粉おしろい loose face powder

練りおしろい face powder paste

2 化粧水 N toilet water 030092

一般化粧水 common lotions

スキンローション skin lotions

乳液 milky lotions

乳児用おしり拭きに浸み込ませ
た洗浄剤

baby wipes impregnated with
cleaning preparations

布に浸み込ませた洗浄剤 cloths impregnated with a
detergent for cleaning

排水管の詰まり除去剤 preparations for unblocking
drain pipes

動物用シャンプー（医療用でな
い身づくろい用剤）

shampoos for animals [non-
medicated grooming
preparations]

口内洗浄剤（医療用のものを除
く。）

mouthwashes, not for medical
purposes

水おしろい liquid foundation [Mizu-
oshiroi]

ペット用シャンプー（医療用で
ない身づくろい用剤）

shampoos for pets [non-
medicated grooming
preparations]

「歯磨き」は、第21類「歯ブラ
シ」に類似と推定する。

(REMARKS) "Dentifrices" is
presumed to be similar to
"toothbrushes, non-electric"
in class 21.

義歯洗浄剤 preparations for cleaning
dentures
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粘液性化粧水 viscous lotions

ハンドローション hand lotions

ひげそり用化粧水 shaving lotions

3 化粧用クリーム N cosmetic creams 030071

クレンジングクリーム cleansing creams [cosmetic]

コールドクリーム cold creams

ハイゼニッククリーム hygienic creams

バニシングクリーム vanishing creams

ハンドクリーム hand creams

ひげそり用クリーム shaving creams

日焼け止めクリーム sunscreen creams

漂白クリーム skin whitening creams

ファウンデーションクリーム creamy foundation

リップクリーム lip creams

4 紅 cosmetic rouges

口紅 N lipsticks 030018

練り紅 creamy rouges

ほお紅 cheek colors

5 頭髪用化粧品 hair care preparations

髪油 hair oils

カラーリンス color rinses

コールドパーマ用液 cold waving solutions

すき油 combing oils

セッティングローション wave-set lotions

染毛剤 N hair dyes 030040

パーマネント用液 permanent wave preparations

ヘアークリーム hair creams

ヘアースプレー hair spray

ヘアートニック hair tonics

ヘアートリートメント hair treatments

ヘアーフィクサー hair fixers

ヘアーラッカー hair lacquers

ベーラム bay rums

ポマード hair pomades

6 香水類 perfumes

オーデコロン eau de Cologne [colognewater]

香水 liquid perfumes

固形香水 clotted perfumes

練り香 perfumed paste

粉末香水 perfumed powder

7 アイシャドウ eye shadows

あぶらとり紙 absorbent facial tissue

身体用防臭剤 deodorants for human beings

脱毛剤 N depilatories 030096

タルカムパウダー talcum powder for toilet use

ネイルエナメル N nail polish 030032

日焼けクリーム suntan creams [self-tanning
creams]

チック stick pomades for cosmetic
purposes

びん付け油 Japanese hair fixing oil
[Bintsuke-abura]

ヘアーリンス hair rinses [shampoo-
conditioners]
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ネイルエナメル除去液 N nail polish removers 030240

バスオイル bath oils

バスソルト bath salts

パック用化粧料 beauty masks

マスカラ mascaras

まゆ墨 eyebrow pencils

毛髪脱色剤 hair bleaches

 （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

アイブローペンシル eyebrow pencils 030154

あごひげ用染毛剤 beard dyes 030176

アフターシェーブローション after-shave lotions 030200

アルム石（収れん用のもの） alum stones [astringents] 030168

030219

オーデコロン eau de Cologne 030058

口ひげ用ワックス moustache wax 030052

口ひげ用ワックス mustache wax 030052

化粧落とし剤 make-up removing preparations 030078

化粧品 cosmetic kits 030064

030169

030191

化粧用油 oils for cosmetic purposes 030114

化粧用油 oils for toilet purposes 030120

030112

化粧用グリース greases for cosmetic purposes 030111

030123

030253

化粧用染料 cosmetic dyes 030156

化粧用タルカムパウダー talcum powder, for toilet use 030155

化粧用着色料 colorants for toilet purposes 030060

030181

030192

化粧用ポマード pomades for cosmetic purposes 030146

030239

化粧用ローション lotions for cosmetic purposes 030122

030109

香水 perfumes 030135

ベビーオイル（医療用のものを
除く。）

baby oils, not for medical
purposes

ベビーパウダー（医療用のもの
を除く。）

baby powder, not for medical
purposes

「ヘアーリンス」は、「シャン
プー」に類似と推定する。

(REMARKS) "Hair rinses
[shampoo-conditioners]" is
presumed to be similar to
"shampoos" .

化粧用過酸化水素（毛髪脱色
用）

hydrogen peroxide for
cosmetic purposes

化粧用クレンジング乳液 cleansing milk for toilet
purposes

化粧用ジェル状アイパッチ gel eye patches for cosmetic
purposes

アロエベラ化粧品 aloe vera preparations for
cosmetic purposes

化粧用アーモンド乳液 almond milk for cosmetic
purposes

化粧用アストリンゼント astringents for cosmetic
purposes

化粧用ワセリン petroleum jelly for cosmetic
purposes

化粧用転写シール decorative transfers for
cosmetic purposes

化粧用漂白剤（脱色用のもの） bleaching preparations
[decolorants] for cosmetic
purposes

化粧用薬草エキス herbal extracts for cosmetic
purposes
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香水 scented water 030091

子供用化粧品 cosmetics for children 030249

030234

030005

植物由来の化粧品 phytocosmetic preparations 030237

スキンホワイトニングクリーム cream for whitening the skin 030023

スキンホワイトニングクリーム skin whitening creams 030023

制汗用化粧品 antiperspirants [toiletries] 030162

030177

脱色剤（化粧用のもの） color-removing preparations 030087

脱色剤（化粧用のもの） colour-removing preparations 030087

脱毛剤 depilatory preparations 030096

脱毛用ワックス depilatory wax 030097

つめ磨き用化粧品 nail care preparations 030137

つめ用グリッター nail glitter 030254

030233

030197

030230

ネイルエナメル nail varnish 030032

ネイルエナメル除去液 nail varnish removers 030240

030133

030175

バスマ（化粧用染料） basma [cosmetic dye] 030252

030101

030235

030222

美顔用パック beauty masks 030020

ひげそり用剤 shaving preparations 030148

030142

日焼け止め用化粧品 sunscreen preparations 030225

030171

ヘアーコンディショナー hair conditioners 030231

ヘアーローション hair lotions* 030034

ヘアスプレー hair spray 030201

ペット用化粧品 cosmetics for animals 030063

ペンシル状の化粧品 cosmetic pencils 030069

ヘンナ（化粧用染料） henna [cosmetic dye] 030227

マスカラ mascara 030202

030043

030220

まゆ毛用化粧品 eyebrow cosmetics 030131

コラーゲン化粧品 collagen preparations for
cosmetic purposes

シェービングストーン（収れん
用のもの）

shaving stones [astringents]

入浴剤（医療用のものを除
く。）

bath preparations, not for
medical purposes

パーマネントウェーブ用中和剤 neutralizers for permanent
waving

バスソルト（医療用のものを除
く。）

bath salts, not for medical
purposes

痩身用化粧品 cosmetic preparations for
slimming purposes

ティッシュに浸みこませた化粧
落とし剤

tissues impregnated with
make-up removing preparations

ティッシュに浸み込ませた化粧
水

tissues impregnated with
cosmetic lotions

皮膚の手入れ用化粧品 cosmetic preparations for
skin care

日焼け用化粧品 sun-tanning preparations
[cosmetics]

まつ毛用化粧品 cosmetic preparations for
eyelashes

花のエキスを抽出してなる香水 extracts of flowers
[perfumes]

歯のホワイトニング用細片（化
粧品）

teeth whitening strips

バルサム（医療用のものを除
く。）

balms, other than for medical
purposes

マッサージ用ジェル（医療用の
ものを除く。）

massage gels, other than for
medical purposes
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メイクアップ用化粧品 make-up 030102

メイクアップ用化粧品 make-up preparations 030033

毛髪用ウエーブ剤 hair waving preparations 030041

030041

毛髪用着色剤 hair colorants 030040

030232

030016

ラベンダー香水 lavender water 030090

リップグロス lip glosses 030221

030229

030248

香料 (注) perfume and flavour materials ０４Ｄ０１

審査基準 [ 30 類] 国際分類表 [ 30,34 類]

1

ジャスミン油 N jasmine oil 030115

ちょうじ油 clove oil [essential oil]

はっか油（香料） peppermint oils [perfumery]

バニラ vanilla oil

ばら油 N rose oil 030119

ベルガモット油 N bergamot oil 030021

ラベンダー油 N lavender oil 030116

2

じゃ香 musk [natural]

りゅうぜん香 ambergris [natural]

3 合成香料 synthetic perfumery

ゲラニオール geraniol [synthetic]

人造じゃ香 synthetic musk

ヘリオトロピン heliotropine [synthetic]

4 調合香料 blended perfumery

5

［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

アーモンド油 almond oil 030006

ガウルテリア油 gaultheria oil 030108

花香香水用精油 bases for flower perfumes 030105

ゲラニオール geraniol 030110

合成りゅうぜん香 amber [perfume] 030008

香料用ミント mint for perfumery 030129

サフロール safrol 030151

シーダー材の精油 essential oils of cedarwood 030037

シトロン油 essential oils of citron 030226

じゃ香 musk [perfumery] 030132

浴用化粧品 cosmetic preparations for
baths

リップスティックケース（リ
フィル用）

lipstick cases

ろうそくタイプの美容用マッ
サージオイル

massage candles for cosmetic
purposes

毛髪用ウエーブ剤 waving preparations for the
hair

毛髪を直毛にするための用剤 hair straightening
preparations

精油からなる食品香料 food flavorings prepared from
essential oils

植物性天然香料 natural perfumery prepared
from vegetables

動物性天然香料 natural perfumery prepared
from animals

バニリン vanillin being synthetic
perfumery compounds
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精油 essential oils 030100

精油 ethereal oils 030100

030099

030173

030173

030107

030107

030236

030236

ダイウイキョウ油 badian essence 030015

テルペン terpenes [essential oils] 030159

ヘリオトロピン heliotropine 030113

芳香油 aromatics [essential oils] 030172

ミントエッセンス（精油） mint essence [essential oil] 030128

ヨノン ionone [perfumery] 030121

レモン油 essential oils of lemon 030056

薫料 N incense ０４Ｄ０２ 030095

吸香 sniffing incense [Kyuko]

薫香 fumigating incense [Kunko]

線香 joss-sticks

におい袋 perfuming sachets

［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

030106

香木 scented wood 030030

線香 joss sticks 030213

芳香剤 air fragrancing preparations 030215

030246

ポプリ potpourris [fragrances] 030203

リネンの芳香付用におい袋 sachets for perfuming linen 030150

研磨紙 abrasive paper [sandpaper] １３Ｂ０３

研磨布 N abrasive cloth 030160

研磨用砂 abrasive sand

人造軽石 artificial pumice stone

つや出し紙 N polishing paper 030139

審査基準 [ 8 類] 国際分類表 [ 8 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

かみそりの革砥用ペースト pastes for razor strops 030073

紙やすり emery paper 030084

紙やすり glass paper 030140

紙やすり sandpaper 030140

精油（エーテルを用いて採取し
たものに限る。）

ethereal essences

精油からなる飲料用香料 flavorings for beverages
[essential oils]

精油からなる食品用香料 food flavorings [essential
oils]

精油からなる食品用香料 food flavourings [essential
oils]

薫香 fumigation preparations
[perfumes]

精油からなる飲料用香料 flavourings for beverages
[essential oils]

精油からなる菓子用香料 cake flavorings [essential
oils]

精油からなる菓子用香料 cake flavourings [essential
oils]

芳香剤としてのリードディ
フューザー

air fragrance reed diffusers
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030044

030003

030003

030165

研磨紙 abrasive paper 030166

030144

研磨用金属炭化物 carbides of metal [abrasives] 030035

研磨用ダイヤマンチン diamantine [abrasive] 030082

研磨用炭化けい素 silicon carbide [abrasive] 030036

研磨用炭酸カルシウム whiting 030022

研磨用トリポリ石 tripoli stone for polishing 030164

研磨用ベンガラ jewellers' rouge 030011

研磨用ベンガラ polishing rouge 030011

コランダム（研磨材料） corundum [abrasive] 030062

金剛砂 emery 030094

仕上げ用砥石 smoothing stones 030002

人造軽石 pumice stone 030145

擦り磨き剤 scouring solutions 030076

布やすり emery cloth 030086

布やすり sandcloth 030160

布やすり（研磨布） glass cloth [abrasive cloth] 030161

つけづめ N false nails ２１Ｆ０１ 030136

つけまつ毛 N false eyelashes 030042

審査基準 [ 8,10,18,20,21,26 類] 国際分類表 [ 8,10,18,20,21,24,26 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

030066

ネイルアート用ステッカー nail art stickers 030224

［参考］第3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

洗濯用仕上げ剤 laundry glaze 01A01 01A02 030029

01A01 01A02 030124
04A01

洗濯用青み付け剤 laundry blueing 01A01 03A01 030014

01B01 04C01 030180

01C01 21F01 030019

01C01 21F01 030019

革用クリーム creams for leather 03E01 03F01 030074

革用ワックス waxes for leather 03E01 03F01 030074

裁縫用ワックス tailors' wax 03F01 19B03 030055

04A01 04B01 030125
04C01

香料用及び香水用油 oils for perfumes and scents 04C01 04D01 030118

04C01 04D01 030141
04D02

研磨剤（研磨用補助液及び歯科
用のものを除く。）

sharpening preparations

研磨材（手動工具として用いる
ものを除く。）

abrasives*

研磨用石（手動工具として用い
られるものを除く。）

polishing stones

研磨剤（研磨用補助液及び歯科
用のものを除く。）

furbishing preparations

研磨剤（研磨用補助液及び歯科
用のものを除く。）

grinding preparations

香料、薫料及び香水類 perfumery

化粧用綿棒 cotton sticks for cosmetic
purposes

化粧用綿棒 cotton swabs for cosmetic
purposes

化粧品、せっけん類及び歯磨き toiletry preparations*

化粧用脱脂綿 cotton wool for cosmetic
purposes

洗濯用剤 laundry preparations

人用又は動物用の防臭剤 deodorants for human beings
or for animals

3-52



靴の縫糸用ろう cobblers' wax 05D01 030050

靴の縫糸用ろう shoemakers' wax 05D01 030049
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