
第９類 CLASS 9

【商品・サービス国際分類表〔第１１－２０１９版〕 類別表（注釈付き）】

科学用、研究用、ナビゲーション用、測量用、写真用、映画用、視聴覚用、光学用、計量用、測定用、信号用、検知用、試

験用、検査用、救命用及び教育用の機械器具；

電気の供給又は使用における伝導用、開閉用、変圧用、蓄電用、調整用又は制御用の機械器具；

音響・映像又はデータの記録用、送信用、再生用、又は処理用の機械器具；

記録された及びダウンロード可能な記録媒体、コンピュータソフトウェア、未記録のデジタル式又はアナログ式の記録用及

び保存用媒体；

硬貨作動式機械用の始動装置；

金銭登録機、計算用装置；

コンピュータ及びコンピュータ周辺機器；

潜水服、水中マスク、潜水用耳栓、潜水用及び水泳用鼻クリップ、潜水用手袋、潜水用呼吸装置；

消火器．

注釈

第9類には、主として、科学用又は研究用機械器具、視聴覚用及び情報技術用装置、並びに安全及び救命用具を含む。

この類には、特に、次の商品を含む：

実験室用科学研究機器；

訓練用の器具及びシミュレーター、例えば、蘇生訓練用マネキン人形、乗物運転技能訓練用シミュレーター；

航空機、船舶及び無人の乗物の制御及び監視用機器、例えば、ナビゲーション装置、送信装置、測定用コンパス、全地球測

位装置（ＧＰＳ）、乗物用自動操縦装置；

安全用機器、例えば、救命網、信号灯、交通信号機、消防車、音響式警報器、セキュリティートークン（暗号化装置）；

重大な又は生命を脅かす怪我に対する身体防護用衣服、例えば、事故・放射線又は火熱に対する身体防護用衣服、防弾服、

保安用ヘルメット、運動用ヘッドガード、運動用マウスガード、飛行士用保護服、作業用ひざ当て；

光学用機器、例えば、眼鏡、コンタクトレンズ、拡大鏡、検査作業用鏡、のぞき穴；

永久磁石；

腕時計型携帯情報端末、着用可能なアクティビティトラッカー；

コンピュータ用ジョイステック（テレビゲーム用を除く。）、バーチャルリアリティ用ヘッドセット、眼鏡型携帯情報端

末；

眼鏡用容器、スマートフォン用のケース、写真用機器専用ケース；

現金自動預払機、インボイス作成機、材料試験用の器具及び機械；

電子たばこ用バッテリー及び充電器；

楽器用エフェクター；

実験用ロボット、教育支援用ロボット、防犯用監視ロボット、人工知能搭載のヒューマノイドロボット．

この類には、特に、次の商品を含まない：

ジョイスティック（機械部品）（ゲーム機用のものを除く。）（第7類）、乗物用ジョイスティック（第12類）、テレビゲー

ム機用ジョイスティック、おもちゃ用及びゲーム機用コントローラー（第28類）；

その機能又は用途によって各類に分類される硬貨作動式装置、例えば、硬貨作動式洗濯機（第7類）、硬貨作動式ビリヤード

台（第28類）；

工業用ロボット（第7類）、外科手術用ロボット（第10類）、おもちゃのロボット（第28類）；

脈拍計、心拍数測定用機器、体組成計（第10類）；

実験室用ランプ、実験室バーナー（第11類）；

ダイビング用ライト（第11類）；

爆発性霧中信号、信号用ロケット照明弾（第13類）；

生物組織の顕微鏡用切片（教育用のものに限る。）、顕微鏡観察に用いる生物の教材用標本（第16類）；

特定のスポーツをするときに着用される被服及び器具、例えば、保護用パッド（運動用被服の部分品）、フェンシング用マ

スク、ボクシング用グローブ（第28類）．
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水泳用耳栓 ear plugs for swimmers ０１Ｃ０４

潜水用耳栓 N ear plugs for divers 090401

審査基準 [ 10 類] 国際分類表 [ 10 類]

オゾン発生器 N ozonisers [ozonators] ０９Ａ０６ 090378

審査基準 [ 7,11 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

090311

電解槽 electrolysers 090226

検卵器 N egg-candlers ０９Ａ４５ 090241

審査基準 [ 7 類] 国際分類表 [ 7 類]

青写真複写機 N blueprint apparatus ０９Ｄ０１ 090106

金銭登録機 N cash registers 090525

写真複写機 photo-copying machines

製図用又は図案用の機械器具 mathematical instruments

N 090649

パンチカードシステム機械 punched card office machines

票数計算機 N voting machines 090499

審査基準 [ 7,16 類] 国際分類表 [ 2,7,11,16,20 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

インボイス作成機 invoicing machines 090252

加算器 adding machines 090019

偽造硬貨検出機 counterfeit coin detectors 090173

計算器 abacuses 090627

計算機 calculating machines 090103

時間記録用装置 time recording apparatus 090478

090053

090097

製図機器 mathematical instruments 090339

別納郵便物チェック装置 apparatus to check franking 090149

090149

０９Ｅ２６

審査基準 [ 7 類] 国際分類表 [ 6,19 類]

タイムスタンプ time and date stamping
machines

タイムレコーダー time clocks [time recording
devices]

郵便切手のはり付けチェック装置 postage stamp checking
apparatus

電解槽 electrolysers [electrolytic
cells]

イオン発生装置（空気清浄用又
は浄水用を除く。）

ionization apparatus not for
the treatment of air or water

硬貨の計数用又は選別用の機械 coin counting or sorting
machines

駐車場用硬貨作動式ゲート mechanisms for coin-operated
car parking gates

紙幣・硬貨の計数用及び選別用
の機械

money counting and sorting
machines

事務用パンチカード機械 punched card machines for
offices

郵便切手の貼付チェック装置 apparatus to check stamping
mail
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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

パーキングメーター parking meters 090383

N ０９Ｇ０１ 090295

審査基準 [ 12 類] 国際分類表 [ 12 類]

救命帯 N life belts 090547

救命胴衣 N life jackets 090546

救命浮標 N life buoys 090517

救命網 N life nets 090260

［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

火災避難用具 fire escapes 090205

090809

救命網 safety nets 090260

救命いかだ life-saving rafts 090073

救命ボート lifeboats 090816

救命用カンバス布 safety tarpaulins 090261

サバイバルブランケット survival blankets 090815

090731

消火器 N fire extinguishers ０９Ｇ０２ 090041

消火栓 fireplugs

消火ホース fire hoses

消火ホース用ノズル N fire hose nozzles 090296

N 090646

国際分類表 [ 6,17,20 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

消火装置 fire extinguishing apparatus 090750

消火ポンプ fire pumps 090298

消火用布 fire blankets 090638

消防士用石綿製スクリーン asbestos screens for firemen 090689

消防用ホース fire hose 090708

火たたき（延焼防止用） fire beaters 090082

火災報知機 N fire alarms ０９Ｇ０４ 090068

ガス漏れ警報器 gas alarms

盗難警報器 anti-theft warning apparatus

審査基準 [ 12 類] 国際分類表 [ 12 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

音響式警報器 acoustic alarms 090014

音響式警報器 sound alarms 090014

警笛音発生型警報器 whistle alarms 090013

警報器 alarms* 090026

煙探知器 smoke detectors 090623

サイレン sirens 090449

電気式警報ベル alarm bells, electric 090071

盗難防止警報装置 anti-theft warning apparatus 090511

救命用具 life saving apparatus and
equipment

救助用レーザー信号灯 rescue laser signalling
flares

自然災害用救命カプセル life-saving capsules for
natural disasters

スプリンクラー消火装置 sprinkler systems for fire
protection

3-158



090497

ベル（警報装置） bells [warning devices] 090402

防犯用監視ロボット security surveillance robots 090789

保安用ヘルメット N protective helmets ０９Ｇ０５ 090112

［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

090003

はんだ付け工用ヘルメット solderers' helmets 090114

090832

０９Ｇ０６

審査基準 [ 6 類] 国際分類表 [ 6,13,19 類]

０９Ｇ０７

審査基準 [ 6,19 類] 国際分類表 [ 6,19 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

090234

090687

トラフィックコーン traffic cones 090715

090446

090516

(注) ０９Ｇ５１

［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

可搬式潜水作業用減圧室 decompression chambers 090595

090355

０９Ｇ５３

審査基準 [ 28 類] 国際分類表 [ 28 類]

N ０９Ｇ６４ 090448

交通事故防止用反射用具（着用
のもの）

reflective articles for wear,
for the prevention of
accidents

帽子（保安用ヘルメット） headgear being protective
helmets

鉄道用信号機 railway signal apparatus,
luminous or mechanical

盗難防止用電気式設備 theft prevention
installations, electric

交通信号機 traffic-light apparatus
[signalling devices]

乗物故障警告用の三角標識 vehicle breakdown warning
triangles

発光式又は機械式の道路標識 road signs, luminous or
mechanical

乗物の故障の警告用の三角標識 vehicle breakdown warning
triangles

発光式又は機械式の道路標識 luminous or mechanical road
signs

機械式標識（「航路標識」を除
く。）

mechanical signs

乗物運転技能訓練用シミュレーター simulators for the steering
and control of vehicles

潜水用機械器具 divers' apparatus, not for
sports

潜水用呼吸装置 breathing apparatus for
underwater swimming

業務用テレビゲーム機用プログラム game programs for arcade
video game machines
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運動技能訓練用シミュレーター sports training simulators ０９Ｇ６５

１０Ａ０１

国際分類表 [ 11,16 類]

1

恒湿器 constant humidity incubators

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

090549

090556

試験管 test tubes 090236

実験室用遠心分離機 laboratory centrifuges 090698

090585

090504

090315

実験室用トレイ laboratory trays 090177

実験室用ピペット laboratory pipettes 090398

実験室用炉 furnaces for laboratory use 090568

実験室用炉 ovens for laboratory use 090568

実験用ロボット laboratory robots 090787

衝突試験用人体模型 crash test dummies 090697

ＤＮＡチップ DNA chips 090684

天地学研究用又は実験用器具 cosmographic instruments 090161

バイオチップ biochips 090774

灰吹皿（実験室用のもの） cupels [laboratory] 090170

090253

090395

ペトリ皿（シャーレ） Petri dishes 090712

ミクロトーム microtomes 090352

毛細管 capillary tubes 090109

090439

理化学機械器具 laboratory apparatus and
instruments

実験用機械器具 laboratory experimental
machines and apparatus

実験用陶磁製器具 porcelain ware for scientific
experiments in laboratories

実験用炉 furnaces for laboratory
experiments

模型及び標本 scientific models and
specimens

エアガス発生器 air-gas producing apparatus
in laboratories

恒温器 constant temperature
incubators

実験用ガラス器具 glassware for scientific
experiments in laboratories

実験室用蒸留器 stills for laboratory
experiments

実験室用特殊備品 furniture especially made for
laboratories

発酵装置（実験用器具） apparatus for fermentation
[laboratory apparatus]

化学研究室用機械器具 chemistry apparatus and
instruments

細菌培養器 incubators for bacteria
culture

実験室用クロマトグラフ装置 chromatography apparatus for
laboratory use

物理学実験用機械器具 apparatus and instruments for
physics

理化学装置用ダイヤフラム diaphragms for scientific
apparatus
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090564

るつぼ（実験室用のもの） crucibles [laboratory] 090170

レトルト retorts 090157

レトルト用スタンド retorts' stands 090158

１０Ｂ０１

1

雲台 tilting heads for cameras

カメラ cameras

カメラ用三脚 N tripods for cameras 090577

カメラ用シャッター shutters for cameras

カメラ用フィルター lens filters for cameras

カメラ用レンズ lenses for cameras

距離計 range finders for cameras

じゃばら bellows for cameras

スプール spools for cameras

スライド映写機 N slide projectors 090186

セルフタイマー self-timers for cameras

閃
せん

光電球 flash lamps for cameras

ファインダー viewfinders for cameras

フード lens hoods for cameras

フラッシュガン flash guns for cameras

マガジン film magazines for cameras

レリーズ shutter releases for cameras

露出計 exposure meters

2

映写機 movie projectors

撮影機 cinematographic cameras

写真機械器具 photographic machines and
apparatus

映画機械器具 cinematographic machines and
apparatus

光学機械器具 optical machines and
apparatus

理化学用蒸留装置 distillation apparatus for
scientific purposes

映画機械器具 cinematographic machines and
apparatus

映画用録音機械器具 sound recording apparatus and
instruments [cinematographic
apparatus]

オーバーヘッド映写機用透明
シート

transparencies for overhead
projectors

写真機械器具 photographic machines and
apparatus

現像用・焼付け用・引き伸ばし
用又は仕上げ用の機械器具

photo-developing, printing,
enlarging or finishing
machines and apparatus

閃
せん

光器
photographic flash units for
cameras

現像用又は仕上げ用の機械器具 movie film developing or
finishing machines and
apparatus

スクリーン projection screens for movie
films

編集機 editing machines for movie
films
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3

(1) 望遠鏡類

潜望鏡 N periscopes 090337

双眼鏡 N binoculars 090475

望遠鏡 N telescopes 090476

望遠鏡用三脚 tripods for telescopes

望遠鏡用反射鏡 reflectors for telescopes

望遠鏡用プリズム prisms for telescopes

望遠鏡用レンズ lenses for telescopes

(2) 顕微鏡類 microscopes

拡大鏡 magnifying glasses

金属顕微鏡 metallurgical microscopes

顕微鏡用反射鏡 reflectors for microscopes

顕微鏡用プリズム prisms for microscopes

顕微鏡用レンズ lenses for microscopes

生物顕微鏡 biological microscopes

偏光顕微鏡 polarizing microscopes

立体鏡 N stereoscopes 090460

 （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

090309

映画用撮影機 cinematographic cameras 090107

090124

映写機用光源ランプ optical lamps 090319

映写スクリーン screens [photography] 090211

映写装置 projection apparatus 090411

映写用スクリーン projection screens 090209

エピディアスコープ epidiascopes 090235

開口計（光学機械） apertometers [optics] 090050

090189

鏡（光学用のもの） mirrors [optics] 090354

090509

090509

拡大鏡（光学用のもの） magnifying glasses [optics] 090328

可搬式写真用暗室 darkrooms [photography] 090117

カメラ（写真用のもの） cameras [photography] 090184

乾燥台（写真用のもの） drying racks [photography] 090122

屈折望遠鏡 refractors 090424

クローズアップレンズ close-up lenses 090088

光学機械器具 optical machines and
apparatus

望遠鏡用鏡筒 body-tubes for telescopes
[lens barrels]

顕微鏡用鏡筒 body-tubes for microscopes
[lense barrels]

回折格子（顕微鏡用のもの） diffraction apparatus
[microscopy]

火器用照準望遠鏡 sighting telescopes for
firearms

火器用望遠照準器 telescopic sights for
firearms

「写真機械器具」は、「デジタ
ルカメラ」及び第１類「写真材
料」に類似と推定する。

(REMARKS) "Photographic
machines and apparatus" is
presumed to be similar to
"digital cameras" in class 9
and "photographic supplies"
in class 1.

暗板用キャリヤー（写真用のも
の）

carriers for dark plates
[photography]

映画用フィルム編集装置 apparatus for editing
cinematographic film
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蛍光スクリーン fluorescent screens 090208

090307

幻灯機 magic lanterns 090321

顕微鏡 microscopes 090193

090128

光学式幻灯機 optical lanterns 090319

090370

光学レンズ optical lenses 090324

絞り（写真用のもの） diaphragms [photography] 090562

写真撮影用フラッシュ flashlights [photography] 090639

090391

写真用暗室ランプ darkroom lamps [photography] 090318

090282

090246

090574

写真用棚 photographic racks 090212

090283

写真用ファインダー viewfinders, photographic 090392

090264

090212

シャッター（写真用のもの） shutters [photography] 090181

集光器 optical condensers 090592

水洗用トレイ（写真用のもの） washing trays [photography] 090390

ストロボスコープ stroboscopes 090714

スプール（写真用のもの） spools [photography] 090233

090186

090183

接眼レンズ eyepieces 090134

090332

対物レンズ（光学用のもの） objectives [lenses] [optics] 090160

090735

天体写真用レンズ lenses for astrophotography 090059

090021

090345

フィルム切断装置 film cutting apparatus 090262

090206

プリズム（光学用のもの） prisms [optics] 090365

分光器 spectroscopes 090426

分光写真装置 spectrograph apparatus 090457

写真装置用スタンド stands for photographic
apparatus

写真用乾燥装置 drying apparatus for
photographic prints

写真用機器専用ケース cases especially made for
photographic apparatus and
instruments

検査作業用鏡（「医療機械器
具」に属するものを除く。）

mirrors for inspecting work

顕微鏡のスライドグラス用容器 containers for microscope
slides

光学用機器 optical apparatus and
instruments

写真用水切り器 drainers for use in
photography

スライド映写機 transparency projection
apparatus

スライド用位置調整装置（写真
用のもの）

centering apparatus for
photographic transparencies

写真用紫外線フィルター filters for ultraviolet rays,
for photography

写真用の光沢仕上装置 glazing apparatus for
photographic prints

写真用フィルター filters for use in
photography

被写体速度測定装置（ストロボ
写真用のもの）

speed measuring apparatus
[photography]

フラッシュバルブ（写真用のも
の）

flash-bulbs [photography]

接眼レンズ付き光学機器 instruments containing
eyepieces

大砲用望遠照準器 telescopic sights for
artillery

引伸ばし装置（写真用のもの） enlarging apparatus
[photography]
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補正レンズ（光学用のもの） correcting lenses [optics] 090159

立体鏡用装置 stereoscopic apparatus 090461

090174

レンズフード lens hoods 090723

090251

１０Ｃ０１

国際分類表 [ 6,8,20 類]

1

温度計 N temperature indicators 090477

ガスメーター gasometers

寒暖計 thermometers

水量メーター water meters

はかり balances

巻尺 tape measures

面積計 planimeters

物指し measuring rules

2

圧力計 pressure gauges [manometers]

液面計 level indicators

音高計 acoustic meters

回転計 tachometers

加速度計 N accelerometers 090729

屈折度計 refractometers

光束計 luminous flux meters

光度計 photometers

高度計 N altimeters 090033

湿度計 N hygrometers 090292

照度計 illuminometers

振動計 vibration meters

騒音計 noisemeters

測程儀 logs [measuring machines]

速度計 N speed indicators 090303

熱量計 N calorimeters 090743

粘度計 N viscosimeters 090496

濃度計 concentration meters

比重計 gravimeters

密度計 densimeters

力計 dynamometers

流量計 N flowmeters 090744

3

角度ゲージ angle gauges

球面計 N spherometers 090458

レリーズ（写真用のもの） shutter releases
[photography]

升 Japanese style box-shaped
volume measure [Masu]

誘導単位計量器 derived-unit measuring
machines and apparatus

精密測定機械器具 precision measuring machines
and instruments

露出計 exposure meters [light
meters]

測定機械器具 measuring or testing machines
and instruments

基本単位計量器 standard-unit measuring
machines and apparatus

角度割り出し機 angle dividing apparatus
[measuring instruments]
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傾斜計 N inclinometers 090299

光波干渉測長機 interferometers

投影機 profile projectors

長さゲージ length measuring gauges

比較測長機 comparators, non-electronic

4

5

ゴム試験機 rubber testing machines

コンクリート試験機 concrete testing machines

セメント試験機 cement testing machines

繊維材料試験機 textile testing machines

プラスチック試験機 plastic testing machines

木材試験機 lumber testing machines

ねじ測定機械器具 screw-thread measuring
machines and instruments

表面粗さ測定器 surface roughness testing
machines and instruments

平面度測定機械器具 flatness testing machines and
instruments

真直度測定機械器具 straightness testing machines
and instruments

度盛測定機 graduation checkers
[calibration checkers]

液体組成自動調節機械器具 automatic fluid-composition
control machines and
instruments

液面自動調節機械器具 automatic liquid-level
control machines and
instruments

温度自動調節機械器具 automatic temperature control
machines and instruments

自動調節機械器具 automatic
adjusting/regulating machines
and instruments

圧力自動調節機械器具 automatic pressure control
machines and instruments

液体自動調節機械器具 automatic liquid-flow control
machines and instruments

プログラム調節機械器具 program control machines and
instruments

材料試験機 material testing machines and
instruments

金属材料圧縮試験機 metal compression testing
machines

自動燃焼調節機械器具 automatic combustion control
machines and instruments

真空自動調節機械器具 automatic vacuum control
machines and instruments

熱量自動調節機械器具 automatic calorie control
machines and instruments

金属材料硬さ試験機 metal hardness testing
machines

金属材料強度試験機 metal strength testing
machines
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6

アリダード N alidades 090028

クリノメーター N clinometers 090299

磁針 surveying compass needles

ジャイロコンパス gyrocompasses

ジャイロ磁気コンパス magnetic gyrocompasses

写真測量機 photogrammetric machines

精密経緯儀 precision theodolites

測鎖 N surveying chains 090056

ターゲット targets for levelling rods

トランシット transits for surveying

標尺 levelling rods for surveying

六分儀 N sextants 090444

7

子午儀 meridian transit telescopes

天体分光儀 astronomical spectrographs

天頂儀 zenith telescopes

8

［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

アシジメーター（電池用） acidimeters for batteries 090010

圧電センサー piezoelectric sensors 090824

圧力計 manometers 090336

圧力計 pressure gauges 090336

圧力指示計 pressure indicators 090410

圧力測定装置 pressure measuring apparatus 090409

亜硫酸ガス定量計 sulfitometers 090463

アルコール計 alcoholmeters 090027

浮きばかり hydrometers 090011

衛星探知用測定器 satellite finder meters 090792

エルゴメーター ergometers 090239

塩分計 salinometers 090389

気象観測用機械 meteorological machines and
apparatus

基台 base plates for surveying
purposes

距離測量機 distance measuring machines
or apparatus [range finders]

測量機械器具 surveying machines and
instruments

測量機械用三脚 tripods for surveying
machines

天文用測定機械器具 astrometric measuring
apparatus and instruments

隠蔽率測定紙 electronic charts for
identifying hiding-power of
paint

磁気コンパス magnetic compasses for
surveying

水準測量機 level measuring machines for
surveying

測桿
かん rod-floats for measuring

velocity of water current

温度指示用シート thermosensitive temperature
indicator strips

発錆
せい

度測定用試験片
test pieces for rust
formation testing
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折尺 carpenters' rules 090343

090429

090716

温度調整装置 heat regulating apparatus 090116

外径検査用リングゲージ calibrating rings 090040

回転速度計 tachometers 090465

カウンター counters 090138

090678

090279

ガス分析装置 gas testing instruments 090278

ガソリンゲージ gasoline gauges 090243

ガソリンゲージ petrol gauges 090243

カリパス calipers 090066

観測用機械器具 observation instruments 090366

気圧計 barometers 090079

気象観測用気球 meteorological balloons 090075

気象観測用具 meteorological instruments 090348

090194

距離記録装置 distance recording apparatus 090194

距離測定機械器具 distance measuring apparatus 090187

気量計 aerometers 090020

空気分析装置 air analysis apparatus 090025

屈折計 refractometers 090250

090586

経緯儀 theodolites 090479

傾斜指示計 gradient indicators 090299

傾斜指示計 slope indicators 090299

計量器 measures 090201

計量機 weighing machines 090080

計量スプーン measuring spoons 090641

計量台 weighbridges 090081

090388

ゲージ gauges 090242

検出探知装置（測定機械器具） detectors 090180

航海用コンパス marine compasses 090133

090350

光度計 actinometers 090018

コンパレーター comparators 090067

サーモスタット thermostats 090238

090240

さおばかり balances [steelyards] 090433

さおばかり lever scales [steelyards] 090433

さおばかり steelyards [lever scales] 090433

下げ振り plumb bobs 090257

下げ振り糸 plumb lines 090258

温度計測用ラベル（医療用のも
のを除く。）

temperature indicator labels,
not for medical purposes

風見用円錐筒 wind socks for indicating
wind direction

ガス計量器（測定器具） gasometers [measuring
instruments]

温度計（「診断用機械器具」に
属するものを除く。）

thermometers, not for medical
purposes

光学用具用マイクロメーターね
じ

micrometer screws for optical
instruments

材料試験用の器具及び機械 material testing instruments
and machines

距離記録装置 apparatus for recording
distance

クロノグラフ chronographs [time recording
apparatus]

計量用機器 weighing apparatus and
instruments
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サッカロメーター saccharometers 090435

酸用浮きばかり acid hydrometers 090387

090249

090754

湿温計 thermo-hygrometers 090773

090823

090284

定規（測定器具） rules [measuring instruments] 090349

食品分析装置 food analysis apparatus 090029

真空計 vacuum gauges 090302

身長測定用具 height measuring instruments 090812

水位計 water level indicators 090204

水銀水準器 mercury levels 090344

水準器 spirit levels 090096

水準儀 levelling instruments 090363

090362

090281

水脈探知棒 rods for water diviners 090072

精密測定装置 precision measuring apparatus 090346

精密ばかり precision balances 090489

赤外線検出器 infrared detectors 090756

積算回転計 revolution counters 090485

090739

線条計数器 thread counters 090136

測鉛 sounding leads 090454

測鉛線 sounding lines 090327

測距儀 range finders 090195

測距儀 telemeters 090195

測程器 logs [measuring instruments] 090326

測定装置 measuring apparatus 090202

測定用具 measuring instruments 090347

測定用コンパス compasses for measuring 090200

090827

090419

測量器具 surveying instruments 090055

090280

測量用水準器 surveyors' levels 090333

測光器 photometers 090393

体重計 bathroom scales 090772

090761

090761

タクシーメーター taximeters 090300

試験装置（医療用のものを除
く。）

testing apparatus not for
medical purposes

水準器（水平面決定用具） levels [instruments for
determining the horizontal]

水準標尺（測量器具） levelling staffs [surveying
instruments]

接続機能付きブレスレット型測
定用具

connected bracelets
[measuring instruments]

磁針 needles for surveying
compasses

室温調整用デジタルサーモス
タット

climate control digital
thermostats

定規（測定器具） rulers [measuring
instruments]

体重分析器用はかり scales with body mass
analysers

体重分析器用はかり scales with body mass
analyzers

測定用スポイト（医療用のもの
及び家庭用のものを除く。）

droppers for measuring, other
than for medical or household
purposes

測定用分度器 protractors [measuring
instruments]

測量用機器 surveying apparatus and
instruments
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090737

直角定規（測定器具） square rulers for measuring 090785

直角定規（測定器具） squares for measuring 090784

Ｔ定規（測定器具） T-squares for measuring 090783

手紙ばかり letter scales 090325

デジタル式気象観測装置 digital weather stations 090764

電気式測定機械器具 measuring devices, electric 090214

投薬用ディスペンサー dosage dispensers 090565

動力計、検力計 dynamometers 090203

ドレスメーカー用物指し dressmakers' measures 090169

ナノ粒子サイズ分析器 nanoparticle size analysers 090817

ナノ粒子サイズ分析器 nanoparticle size analyzers 090817

日照計 heliographic apparatus 090290

乳汁比重計 lactodensimeters 090316

乳汁比重計 lactometers 090317

乳児用はかり baby scales 090758

濃度計 densitometers 090532

ノギス slide calipers 090104

乗物用サーモスタット thermostats for vehicles 090481

090232

090232

090069

090069

090152

バーニヤ verniers 090494

パイロメーター pyrometers 090415

はかり scales 090074

八分儀 octants 090367

090090

090171

090386

比重計 densimeters 090175

ピトー管 Pitot tubes 090713

標尺（測量器具） rods [surveying instruments] 090281

風速計 anemometers 090039

プラニメーター planimeters 090400

090436

ブロックゲージ jigs [measuring instruments] 090105

分銅 weights 090403

分量計量器 quantity indicators 090301

090399

ヘムマーカー hemline markers 090313

偏光計 polarimeters 090404

ホイールバランサ balancing apparatus 090237

着用可能なアクティビティト
ラッカー

wearable activity trackers

乗物用タイヤの低圧自動指示計 automatic indicators of low
pressure in vehicle tyres

乗物用の速度検査装置 speed checking apparatus for
vehicles

バルブの圧力指示計用栓 pressure indicator plugs for
valves

乗物用走行距離記録計 kilometer recorders for
vehicles

乗物用走行距離記録計 mileage recorders for
vehicles

乗物用タイヤの低圧自動指示計 automatic indicators of low
pressure in vehicle tires

平板（測量器具） plane tables [surveying
instruments]

皮革厚測定具 appliances for measuring the
thickness of leather

皮革厚測定装置 apparatus for measuring the
thickness of skins

プローブ（「医療用機械器具」
に属するものを除く。）

probes for scientific
purposes
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方位儀（測量機械） azimuth instruments 090512

方位コンパス directional compasses 090523

歩数計 pedometers 090137

マイクロメーター micrometer gauges 090379

マイクロメーター micrometers 090379

雌ねじ検査用プラグゲージ screw-tapping gauges 090466

薬量計 dosimeters 090565

指輪サイズ測定器 finger sizers 090794

指輪サイズ測定器 ring sizers 090793

１１Ａ０１

回転変流機 rotary converters

調相機 phase modifiers

審査基準 [ 7,12 類] 国際分類表 [ 7,11,12 類]

1

開閉器 electric switches

継電器 electric relays

遮断器 N circuit breakers 090191

制御器 power controllers

整流器 N current rectifiers 090167

断路器 electric circuit closers

点滅器 local switches

配線函
かん

power distributing boxes

配電盤 plugboards

配電用又は制御用ヒューズ fuses for electric current

避雷器 N lightning arresters 090381

変圧器 electric transformers

誘導電圧調整器 induction voltage regulators

リアクトル electric reactors

2 回転変流機 rotary converters

調相機 phase modifiers

［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

インバーター（電気式のもの） inverters [electricity] 090310

継電器 relays, electric 090222

減光器（照度調整器） reducers [electricity] 090168

コネクター（電気用のもの） connectors [electricity] 090144

サージ電圧保護器 voltage surge protectors 090676

自動タイムスイッチ time switches, automatic 090353

照明器具用安定器 lighting ballasts 090672

振動制限器（電気用） limiters [electricity] 090165

配電用又は制御用の機械器具 power distribution or control
machines and apparatus

配電用又は制御用の機械器具 power distribution or control
machines and apparatus

配電用又は制御用接続器 connectors for distributing
or controlling electric
current

配電用又は制御用蓄電器 capacitors for distributing
or controlling electric
current

配電用又は制御用抵抗器 resistors for distributing or
controlling electric current
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制御盤（電気用のもの） control panels [electricity] 090217

整流子 commutators 090132

090163

セルスイッチ（電気用のもの） cell switches [electricity] 090168

090606

090606

逓昇変圧器 step-up transformers 090706

電気アダプター electrical adapters 090730

電気コンバーター converters, electric 090153

090765

電気スイッチ switches, electric 090164

090150

電気接続具 connections, electric 090220

電気接続具 couplings, electric 090220

電気接点 contacts, electric 090148

電気ソケット electric sockets 090828

電気のコンセント用カバー covers for electric outlets 090667

電気プラグ electric plugs 090166

090738

090083

090498

配線函 branch boxes [electricity] 090094

090198

090054

配電箱 switchboxes [electricity] 090131

090197

配電盤 switchboards 090146

バッテリーチャージャー battery chargers 090266

避雷針 lightning conductors 090381

避雷針 lightning rods 090381

ベル用押しボタン push buttons for bells 090093

変圧器（電気用のもの） transformers [electricity] 090049

太陽電池 N solar batteries １１Ａ０１ １１Ａ０３ 090557

審査基準 [ 7,12 類] 国際分類表 [ 7,11,12 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

090733

整流用電気装置 electric apparatus for
commutation

調光器（光調整器）（電気式の
もの）

light dimmers [regulators],
electric

調光器（光調整器）（電気式の
もの）

light regulators [dimmers],
electric

電池用充電器 chargers for electric
batteries

乗物用電圧調整器 voltage regulators for
vehicles

配電制御盤 distribution consoles
[electricity]

電気自動車用充電装置 charging stations for
electric vehicles

電気制御用機械器具 regulating apparatus,
electric

電子たばこ用充電器 chargers for electronic
cigarettes

配電箱 distribution boxes
[electricity]

配電盤 distribution boards
[electricity]

太陽光発電パネル solar panels for the
production of electricity
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電池 batteries and cells １１Ａ０３

乾電池 dry cells

湿電池 wet cells

蓄電池 accumulators [batteries]

［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

ガルヴァーニ電池 galvanic batteries 090272

ガルヴァーニ電池 galvanic cells 090218

高圧型電池 high tension batteries 090044

蓄電池 accumulators, electric 090361

蓄電池 batteries, electric 090360

蓄電池槽 accumulator jars 090008

090007

090007

090780

電槽 battery jars 090008

点灯用電池 batteries for lighting 090031

バッテリーボックス battery boxes 090009

光電池 photovoltaic cells 090531

陽極電池 anode batteries 090044

１１Ａ０４

位相計 phase indicators

オッシログラフ oscillographs [oscilloscopes]

回路計 circuit testers

磁気測定器 magnetometers

周波数計 N frequency meters 090268

積算電力計 watt hour meters

電圧計 N voltmeters 090500

電波測定器 wavemeters

電流計 N ammeters 090036

電力計 wattmeters

発振器 oscillators

蓄電池（乗物用） accumulators, electric, for
vehicles

蓄電池（乗物用） batteries, electric, for
vehicles

電子たばこ用バッテリー batteries for electronic
cigarettes

検漏計 ground detectors [electric
leakage detectors]

真空管特性測定器 vacuum tube characteristic
testers

抵抗測定器 resistance measuring
instruments

電気磁気測定器 electric or magnetic meters
and testers

空中線測定器 antenna parameter measuring
apparatus

検出器 detectors [electric or
magnetic meters and testers]

容量測定器 capacity measures [electric
or magnetic meters and
testers]
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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

オーム計 ohmmeters 090368

オシログラフ oscillographs 090374

検流計 galvanometers 090092

電気損失測定器 electric loss indicators 090213

波長計 wavemeters 090369

電線及びケーブル electric wires and cables １１Ａ０５

国際分類表 [ 6 類]

1 電線 electric wires

ゴム線 rubber covered wires

特殊被覆電線 special covered wires

裸線 bare wires

プラスチック線 plastic covered wires

巻き線 coils [electric wire]

2 ケーブル electric cables

終端函
かん

terminal boxes

接続函
かん

junction boxes

通信ケーブル telecommunication cables

動力ケーブル power cables

光ファイバーケーブル optical fiber cables

 （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

原動機始動装置用ケーブル starter cables for motors 090647

090799

090635

絶縁被覆銅線 copper wire, insulated 090558

090553

090626

電気用ケーブル cables, electric 090215

電気用ケーブルの保護外被 sheaths for electric cables 090098

電気用接続箱 junction boxes [electricity] 090145

電信線 telegraph wires 090469

電線 wires, electric 090255

電線及びケーブル conductors, electric 090141

電線管 electricity conduits 090142

090293

090294

電線用コネクター wire connectors [electricity] 090442

自動車用ワイヤーハーネス electric wire harnesses for
automobiles

据えつけスポットライト用電気
式レール

electrified rails for
mounting spot lights

送電線用材料 materials for electricity
mains [wires, cables]

接続用スリーブ junction sleeves for electric
cables

「電線及びケーブル」は、第１
７類「絶縁テープ 絶縁用ゴム
製品」に類似と推定する。

(REMARKS) "Electric wires and
cables" is presumed to be
similar to "electrical
insulating tapes, electrical
insulating rubber goods" in
class 17.

電気ケーブル用接続スリーブ junction sleeves for electric
cables

電線識別用外被織り込み糸 identification threads for
electric wires

電線識別用保護外被 identification sheaths for
electric wires

3-173



090219

電話線 telephone wires 090572

同軸ケーブル coaxial cables 090665

配線用ダクト ducts [electricity] 090216

光ファイバーケーブル fiber optic cables 090666

光ファイバーケーブル fibre optic cables 090666

090571

090571

１１Ｂ０１

国際分類表 [ 7 類]

1 電話機械器具 telephone apparatus

インターホン intercoms

携帯電話機 portable telephones

電話機 telephone sets

2

印刷電信機 teletypewriters

自動電信機 automatic telegraph apparatus

写真電送機 phototelegraphy apparatus

手動電信機 manual telegraph apparatus

中継交換機 repeating exchange machines

ファクシミリ N facsimile machines 090600

3

4

テレビジョン送信機 television transmitters

ラジオ受信機 radio receivers

ラジオ送信機 radio transmitters

電線用接続具 connections for electric
lines

光ファイバー（光伝導フィラメ
ント）

optical fibers [light
conducting filaments]

光ファイバー（光伝導フィラメ
ント）

optical fibres [light
conducting filaments]

有線通信機械器具 wire communication machines
and apparatus

搬送機械器具 transmission machines and
apparatus for
telecommunication

音声周波電送機械器具 audio frequency transmission
machines and apparatus

電気通信機械器具 telecommunication machines
and apparatus

自動交換機 automatic switching apparatus
for telecommunication

手動交換機 manual switching apparatus
for telecommunication

搬送中継機械器具 transmission and repeating
machines and apparatus

放送用機械器具 broadcasting machines and
apparatus

テレビジョン受信機 television receivers [TV
sets]

ケーブル搬送機械器具 cable transmission machines
and apparatus

電力線搬送機械器具 power-line transmission
machines and apparatus

裸線搬送機械器具 open-wire transmission
machines and apparatus
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5

6 無線応用機械器具 radio machines and apparatus

方向探知機 radio direction finders

レーダー機械器具 radar machines and apparatus

7

8

ＩＣレコーダー IC recorders

携帯型オーディオプレーヤー portable audio players

コンパクトディスクプレーヤー N compact disc players 090632

ジュークボックス juke boxes

テープレコーダー N tape recorders 090077

電気蓄音機 electric phonographs

レコードプレーヤー N record players 090192

9

ＤＶＤプレーヤー N DVD players 090685

ＤＶＤレコーダー DVD recorders

デジタルカメラ digital cameras

デジタルフォトフレーム N digital photo frames 090711

ビデオカメラ videocameras [camcorders]

ビデオディスクプレーヤー videodisc players

ビデオテープレコーダー videotape recorders

10

アンテナ antennas [aerials]

固定局多重通信機械器具 multichannel radio
communication machines and
apparatus for fixed stations

固定局単一通信機械器具 single-channel radio
communication machines and
apparatus for fixed stations

車両用通信機械器具 vehicular radio communication
machines and apparatus

無線通信機械器具 radio communication machines
and apparatus

携帯用通信機械器具 portable radio communication
machines and apparatus

航空機用通信機械器具 aeronautical radio
communication machines and
apparatus

ロラン機械器具 loran navigation machines and
apparatus

遠隔測定制御機械器具 remote control telemetering
machines and instruments

音声周波機械器具 audio frequency devices and
apparatus

船舶用通信機械器具 marine radio communication
machines and apparatus

乗物用ナビゲーション装置 navigation apparatus for
vehicles [on-board computers]

ビーコン機械器具 radio beacon machines and
apparatus

電気通信機械器具の部品及び附
属品

parts and accessories for
telecommunication machines
and apparatus

拡声機械器具 public-address systems and
instruments

録音機械器具 sound recording machines and
apparatus [audio-frequency
apparatus]

映像周波機械器具 video frequency devices and
apparatus
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イヤホン earphones

携帯電話機用ケース cell phone cases

携帯電話機用ストラップ N cell phone straps 090703

磁気テープイレーザー magnetic tape erasers

磁気テープクリーナー magnetic tape cleaners

磁気ヘッドイレーザー magnetic head erasers

スピーカー N loudspeakers 090190

配線盤 plugboads

ビデオテープ blank video tapes

フォノモーター electrical phonomotors

ヘッドホン headphones

レコード原盤 blank record disks

レコードスプレー sprays for phonograph records

（備考）1. 

2. 

キャビネット cabinets for
telecommunication apparatus

コイル coils for telecommunication
apparatus

テープレコーダー用テープ blank magnetic tapes for tape
recorders

転換器 change-over switches for
telecommunication apparatus

電気通信機械器具用接続器 connectors for
telecommunication apparatus

磁気ヘッドクリーナー magnetic head cleaners
[apparatus]

台架類 stands and racks for
telecommunication machines
and apparatus

ダイヤル dials of telecommunication
apparatus

ピックアップ pickups for telecommunication
apparatus

表示灯 indicator lights for
telecommunication apparatus

変成器 electrical transformers for
telecommunication apparatus

電気通信機械器具用蓄電器 electric capacitors for
telecommunication apparatus

電気通信機械器具用抵抗器 electric resistors for
telecommunication apparatus

電気通信機械器具用ヒューズ fuses for telecommunication
apparatus

「デジタルカメラ」は、「写真
機械器具」に類似と推定する。

(REMARKS) 1 "Digital cameras"
is presumed to be similar to
"photographic machines and
apparatus" .

「デジタルフォトフレーム」
は、第１６類「写真立て」に類
似と推定する。

2 "Digital photo frames" is
presumed to be similar to
"photograph stands" in class
16.

保安器 protectors for
telecommunication apparatus

マイクロホン microphones for
telecommunication apparatus

レコードクリーナー cleaning apparatus for
phonograph records
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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

アンテナ aerials 090045

アンテナ antennas 090045

アンテナ用支柱 masts for wireless aerials 090471

イコライザー equalisers [audio apparatus] 090770

イコライザー equalizers [audio apparatus] 090770

090674

遠隔制御装置 remote control apparatus* 090470

遠隔破壊装置 telerupters 090474

オーディオインターフェース audio interfaces 090769

090779

音響カプラー acoustic couplers 090593

音響用振動板 diaphragms [acoustics] 090182

音声・映像受信機 audio- and video-receivers 090289

音声再生装置 sound reproduction apparatus 090452

音声送信装置 sound transmitting apparatus 090450

音声用カセットプレーヤー cassette players 090631

携帯型メディアプレーヤー portable media players 090702

携帯電話機 cell phones 090734

携帯電話機 cellular phones 090734

携帯電話機 mobile telephones 090734

コイル coils, electric 090001

コイル用ホルダー holders for electric coils 090514

090062

090340

高周波送受信装置 high-frequency apparatus 090267

口述録音機 dictating machines 090188

コードレス電話機 cordless telephones 090661

サブウーファー subwoofers 090771

090076

磁気ワイヤ magnetic wires 090256

写真電送装置 phototelegraphy apparatus 090394

090062

090447

スピーカー用筐体 cabinets for loudspeakers 090087

スピーカー用ホーン horns for loudspeakers 090575

090701

相互通信装置 intercommunication apparatus 090308

090228

090488

増幅器 amplifiers 090037

テレタイプライター teletypewriters 090464

テレビジョン受信機 television apparatus 090468

テレビ電話 video telephones 090653

衛星ナビゲーション装置 satellite navigational
apparatus

磁気テープ用消磁装置 demagnetizing apparatus for
magnetic tapes

ジュークボックス（「電気通信
機械器具」に属するもの）

juke boxes, musical

信号の電気的遠隔制御装置 electro-dynamic apparatus for
the remote control of signals

オーディオミキサー（音響機
器）

audio mixers

硬貨作動式自動演奏装置
（ジュークボックス）

coin-operated musical
automata [juke boxes]

硬貨作動式テレビジョン受像機
用装置

coin-operated mechanisms for
television sets

全地球測位装置（ＧＰＳ） Global Positioning System
[GPS] apparatus

送信機（電気通信用のもの） transmitting sets
[telecommunication]

送信装置（電気通信用のもの） transmitters
[telecommunication]
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テレプリンター teleprinters 090464

090781

090130

電磁コイル electromagnetic coils 090024

090227

電信装置 telegraphs [apparatus] 090467

090022

電話の受話器 telephone receivers 090207

電話の送話器 telephone transmitters 090473

電話用器具 telephone apparatus 090423

090688

トランシーバー walkie-talkies 090677

トランスポンダ transponders 090693

ナビゲーション装置 navigational instruments 090358

乗物用後方確認用カメラ rearview cameras for vehicles 090796

090659

乗物用ラジオ受信機 vehicle radios 090417

パーソナルステレオ personal stereos 090663

ビデオカセットテープ video cassettes 090650

ビデオカメラ camcorders 090630

ビデオスクリーン video screens 090652

ビデオテープ（未記録のもの） videotapes 090495

ビデオベビーモニター video baby monitors 090722

ビデオレコーダー video recorders 090536

090535

ヘッドホーン headphones 090671

ヘッドホーン用イヤーパッド ear pads for headphones 090818

ベビーモニター baby monitors 090721

方鉛鉱鉱石検波器 galena crystals [detectors] 090271

090805

090805

マイクロホン microphones 090351

無線電信機 radiotelegraphy sets 090408

無線電話機 radiotelephony sets 090407

090673

メガホン（拡声器） megaphones 090341

090151

ラジオ送受信機 radios 090270

留守番電話機 answering machines 090629

レーダー装置 radar apparatus 090416

090230

電気式キーフォブ（遠隔制御装
置）

electronic key fobs being
remote control apparatus

電気的遠隔制御装置 electric installations for
the remote control of
industrial operations

電子信号送信機 transmitters of electronic
signals

ヘッド（記録用のもの）用ク
リーニングテープ

head cleaning tapes
[recording]

宝飾品の形状をした電気通信機
械器具

telecommunication apparatus
in the form of jewellery

宝飾品の形状をした電気通信機
械器具

telecommunication apparatus
in the form of jewelry

転轍機の電気的遠隔制御装置 electro-dynamic apparatus for
the remote control of railway
points

電話用ハンズフリーキット hands-free kits for
telephones

乗物用ナビゲーション装置（コ
ンピュータ内蔵のもの）

navigation apparatus for
vehicles [on-board computers]

無線呼出し受信機（ポケットベ
ル）

radio pagers

モニター付監視装置（医療用の
ものを除く。）

monitoring apparatus, other
than for medical purposes

レコード盤清浄用具 cleaning apparatus for
phonograph records
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090486

レコードプレーヤー用針 needles for record players 090462

レコードプレーヤー用針 styli for record players 090462

090503

090095

090230

録音用記録媒体 sound recording carriers 090111

録音用磁気・光ディスク sound recording discs 090016

録音用テープ sound recording strips 090231

携帯情報端末 personal digital assistants １１Ｂ０１ １１Ｃ０１

国際分類表 [ 2,7 類]

スマートフォン N smartphones 090719

 （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

090814

光学式記録媒体 optical data media 090616

090048

磁気エンコーダ magnetic encoders 090608

090742

自撮りレンズ selfie lenses 090803

身体装着式携帯情報端末 wearable computers 090806

090807

スマートフォン用のカバー covers for smartphones 090740

スマートフォン用のケース cases for smartphones 090741

090775

090755

090766

090594

電光掲示板 electronic notice boards 090643

電子看板 digital signs 090736

電子式数値表示ディスプレイ electronic numeric displays 090786

090763

未記録の磁気記録媒体 magnetic data media 090607

未記録の磁気ディスク disks, magnetic 090533

未記録の磁気テープ magnetic tapes 090078

レコードプレーヤー用速度調整
器

speed regulators for record
players

レコードプレーヤー用針交換装
置

apparatus for changing record
player needles

レコードプレーヤー用ピック
アップアーム

tone arms for record players

仮想キーボード投影機 devices for the projection of
virtual keyboards

混信防止装置 anti-interference devices
[electricity]

自撮り棒（手持用一脚） selfie sticks [hand-held
monopods]

録音盤清浄用具 cleaning apparatus for sound
recording discs

腕時計型携帯情報端末 personal digital assistants
in the shape of a watch

「腕時計型携帯情報端末」は、
第１４類「腕時計」に類似と推
定する。

(REMARKS) "Personal digital
assistants in the shape of a
watch" is presumed to be
similar to "wrist watches" in
class 14.

双方向タッチスクリーン端末機 interactive touch screen
terminals

データ処理装置用カプラー couplers [data processing
equipment]

ブラックボックス（データ記録
装置）

black boxes [data recorders]

身体に装着可能なビデオディス
プレイモニター

wearable video display
monitors

スマートフォン用保護フィルム protective films adapted for
smartphones

セキュリティートークン（暗号
化装置）

security tokens [encryption
devices]
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未記録の光ディスク optical discs 090617

未記録のフロッピーディスク floppy disks 090534

眼鏡型携帯情報端末 smartglasses 090748

モデム modems 090611

指輪型携帯情報端末 smart rings 090767

(注)

１１Ｃ０１

電子管 electron tubes

半導体素子 semi-conductor elements

電子計算機用プログラム computer programs

国際分類表 [ 2 類]

1 電子応用機械器具（「ガイガー
計数器・高周波ミシン・サイク
ロトロン・産業用Ｘ線機械器
具・産業用ベータートロン・磁
気探鉱機・磁気探知機・地震探
鉱機械器具・水中聴音機械器
具・超音波応用測深器・超音波
応用探傷器・超音波応用探知
機・電子応用扉自動開閉装置・
電子顕微鏡」を除く。）

electronic machines [not
including geiger counters,
high frequency apparatus for
welding, cyclotrons [not for
medical purposes], industrial
X-ray machines and apparatus
[not for medical
use],industrial betatrons
[not for medical
use],magnetic prospecting
machines, magnetic object
detectors, seismic
exploration machines and
apparatus, hydrophone
machines and apparatus, echo
sounders, ultrasonic flaw
detectors, ultrasonic
sensors, electronic door
closing control systems and
electron microscopes]

電子応用機械器具及びその部品 electronic machines,
apparatus and their parts

１１Ｃ０１ １１Ｃ０２

電子応用機械器具（「ガイガー計数器・高
周波ミシン・サイクロトロン・産業用Ｘ線
機械器具・産業用ベータートロン・磁気探
鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水
中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音
波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応
用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除
く。）

electronic machines [not
including geiger counters,
high frequency apparatus for
welding, cyclotrons [not for
medical purposes], industrial
X-ray machines and apparatus
[not for medical
use],industrial betatrons
[not for medical
use],magnetic prospecting
machines, magnetic object
detectors, seismic
exploration machines and
apparatus, hydrophone
machines and apparatus, echo
sounders, ultrasonic flaw
detectors, ultrasonic
sensors, electronic door
closing control systems and
electron microscopes]

電子回路（「電子計算機用プログラムを記
憶させた電子回路」を除く。）

electronic circuits, not
including those recorded with
computer programs
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(1)

光学式マウス optical mouse

電子計算機 computers

電子計算機用ディスプレイ装置 display units for computers

ハードディスクユニット hard disk drives

プリンター printers

(2)

電子式卓上計算機 electronic desk calculators

電子辞書 electronic dictionaries

ワードプロセッサ word processors

2 電子管 electron tubes

真空管 vacuum tubes

整流管 rectifier tubes

ブラウン管 cathode ray tubes

放電管 discharge tubes

3 半導体素子 semi-conductor elements

サーミスター thermistors

ダイオード diodes

トランジスター transistors

発光ダイオード light-emitting diodes [LED]

4

集積回路 N integrated circuits 090538

5 電子計算機用プログラム computer programs

 （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

090640

ＩＣチップ chips [integrated circuits] 090540

090759

090421

090619

監視用コンピュータプログラム monitors [computer programs] 090613

090791

電子計算機及びその周辺機器 computers and their
peripherals

スキャナー scanners [data processing
equipment]

電子回路（「電子計算機用プロ
グラムを記憶させた電子回路」
を除く。）

electronic circuits, not
including those recorded with
computer programs

大規模集積回路 large scale integrated
circuits

「電子計算機用プログラム」
は、第４２類「電子計算機用プ
ログラムの提供」に類似と推定
する。

(REMARKS) "Computer programs"
is presumed to be similar to
"providing computer programs
on data networks" in class
42.

電子応用静電複写機 electrostatic copying
machines

Ｘ線管 X-rays tubes, not for medical
use

光電管 photo-sensitive tubes
[phototubes]

演算装置（中央処理装置） processors [central
processing units]

記録された又はダウンロード可
能なコンピュータソフトウェア
プラットフォーム

computer software platforms,
recorded or downloadable

ＩＣカード（スマートカード） integrated circuit cards
[smart cards]

インターロックドア用の入退室
管理装置

electronic access control
systems for interlocking
doors

Ｘ線管（医療用のものを除
く。）

X-ray tubes not for medical
purposes
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090802

光学式文字読取り装置 optical character readers 090615

小型電子翻訳機 electronic pocket translators 090636

コンピュータ computers 090372

コンピュータ記憶装置 computer memory devices 090342

コンピュータ周辺機器 computer peripheral devices 090590

090589

090591

090717

090751

コンピュータハードウェア computer hardware 090732

090373

090599

090603

コンピュータ用キーボード computer keyboards 090537

090670

090829

090604

090747

090634

090609

090618

090658

コンピュータ用モニター monitors [computer hardware] 090612

090664

三極管 triodes 090705

090692

090584

商品用電子タグ electronic tags for goods 090637

090795

090622

記録済み又はダウンロード可能
なコンピュータのスクリーン
セーバー用のソフトウェア

computer screen saver
software, recorded or
downloadable

コンピュータの画面保護用フィ
ルム

protective films adapted for
computer screens

コンピュータプログラム（記憶
されたもの）

computer programs, recorded

コンピュータプログラム用記録
済み磁気カード

encoded magnetic cards

コンピュータ操作用プログラム
（記憶されたもの）

computer operating programs,
recorded

コンピュータソフトウェア（記
憶されたもの）

computer software, recorded

コンピュータソフトウェア用ア
プリケーション（電気通信回線
を通じてダウンロードにより販
売されるもの）

computer software
applications, downloadable

コンピュータ用ＣＤ－ＲＯＭ
チェンジャー

juke boxes for computers

コンピュータ用ジョイステック
（テレビゲーム用を除く。）

joysticks for use with
computers, other than for
video games

コンピュータ用ディスクドライ
ブ

disk drives for computers

コンピュータ用インターフェー
ス

interfaces for computers

コンピュータ用ゲームソフト
ウェア（記憶されたもの）

computer game software,
recorded

コンピュータ用ゲームソフト
ウェア（電気通信回線を通じて
ダウンロードにより販売される
もの）

computer game software,
downloadable

コンピュータ用リストレスト wrist rests for use with
computers

磁気コードを利用した識別用腕
輪

encoded identification
bracelets, magnetic

集積回路用ウェハー wafers for integrated
circuits

コンピュータ用の磁気テープ装
置

magnetic tape units for
computers

コンピュータ用プリンター printers for use with
computers*

コンピュータ用プログラム（電
気通信回線を通じてダウンロー
ドにより販売されるもの）

computer programs,
downloadable

シンクライアント型コンピュー
タ

thin client computers

スキャナー（データ処理装置） scanners [data processing
equipment]
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090640

台詞拡大表示装置 teleprompters 090472

増幅用電子管 amplifying tubes 090038

増幅用電子管 amplifying valves 090038

タブレット型コンピュータ tablet computers 090724

090762

090619

データ処理装置 data processing apparatus 090306

090797

090777

電子書籍リーダー electronic book readers 090718

電子手帳 electronic agendas 090628

090820

トランジスター（電子部品） transistors [electronic] 090624

熱電子管 thermionic tubes 090060

熱電子管 thermionic valves 090060

ノートブック型コンピュータ laptop computers 090707

ノートブック型コンピュータ notebook computers 090642

090831

バーコードリーダー bar code readers 090581

発光ダイオード（ＬＥＤ） light-emitting diodes [LED] 090704

半導体 semi-conductors 090539

プリント回路 printed circuits 090125

プリント回路基板 printed circuit boards 090699

プロッタ plotters 090596

090598

090559

090559

ポケット型計算機 pocket calculators 090644

マイクロプロセッサ microprocessors 090610

090614

マウスパッド mouse pads 090662

090529

ＵＳＢフラッシュドライブ USB flash drives 090700

090825

090620

ラジオ放送用真空管 vacuum tubes [radio] 090491

090709

090710

090826

タブレットコンピューター用カ
バー

covers for tablet computers

中央処理装置（演算装置） central processing units
[processors]

手持式電子辞書 hand-held electronic
dictionaries

スマートカード（ＩＣカード） smart cards [integrated
circuit cards]

ペン型データ入力具（コン
ピュータ画面用）

electronic pens [visual
display units]

放電管（照明用のものを除
く。）

discharge tubes, electric,
other than for lighting

放電管（照明用のものを除
く。）

electric discharge tubes,
other than for lighting

電子式双方向ホワイトボード electronic interactive
whiteboards

トラックボール（コンピュータ
周辺機器）

trackballs [computer
peripherals]

ノートブック型コンピュータ専
用スタンド

stands adapted for laptops

読取り装置（データ処理装置） readers [data processing
equipment]

ラップトップ型コンピューター
専用バッグ

bags adapted for laptops

ラップトップ型コンピューター
用保護ケース

sleeves for laptops

マウス（コンピュータ周辺機
器）

mouse [computer peripheral]

未記録の身分証明書用磁気カー
ド

identity cards, magnetic

有機発光ダイオード（ＯＬＥ
Ｄ）

organic light-emitting diodes
[OLED]

量子ドット発光ダイオード（Ｑ
ＬＥＤ）

quantum dot light-emitting
diodes [QLED]
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ガイガー計数器 geiger counters １１Ｃ０２

磁気探鉱機 magnetic prospecting machines

磁気探知機 magnetic object detectors

超音波応用測深器 echo sounders

超音波応用探傷器 ultrasonic flaw detectors

超音波応用探知機 ultrasonic sensors

電子顕微鏡 electron microscopes

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

090425

090420

090422

090418

090526

090178

サイクロトロン cyclotrons 090172

090808

090453

ソナー sonars 090179

超音波応用海中深度計 marine depth finders 090668

ベータトロン betatrons 090085

粒子加速装置 particle accelerators 090002

090323

産業用Ｘ線機械器具 industrial X-ray machines and
apparatus, not for medical
use

産業用ベータートロン industrial betatrons, not for
medical use

地震探鉱機械器具 seismic exploration machines
and apparatus

高周波ミシン high frequency apparatus for
welding

サイクロトロン cyclotrons, not for medical
purposes

Ｘ線発生装置（医療用のものを
除く。）

apparatus and installations
for the production of X-rays,
not for medical purposes

Ｘ線防護装置（医療用のものを
除く。）

protection devices against X-
rays, not for medical
purposes

工業用の放射線装置 radiological apparatus for
industrial purposes

水中聴音機械器具 hydrophone machines and
apparatus

電子応用扉自動開閉装置 electronic door closing
control systems

Ｘ線装置（医療用のものを除
く。）

X-ray apparatus not for
medical purposes

測深用機械器具 sounding apparatus and
machines

レーザー光発生装置（医療用の
ものを除く。）

lasers, not for medical
purposes

工業用の放射線透写スクリーン radiology screens for
industrial purposes

工業用又は軍事用の金属検出器 metal detectors for
industrial or military
purposes

磁気共鳴画像診断装置（医療用
のものを除く。）

magnetic resonance imaging
[MRI] apparatus, not for
medical purposes
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磁心 magnetic cores １１Ｄ０１

抵抗線 resistance wires

審査基準 [ 7,17 類] 国際分類表 [ 7,11,17 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

陰極 cathodes 090543

090412

永久磁石 magnets 090023

集電極 collectors, electric 090129

対陰極 anticathodes 090507

蓄電池用グリッド grids for batteries 090287

電池用電極板 plates for batteries 090012

陽極 anodes 090043

消防艇 N fire boats １２Ａ０１ 090601

審査基準 [ 6,12,22 類] 国際分類表 [ 6,12,19,22 類]

N １２Ａ０３ 090437

国際分類表 [ 12 類]

消防車 N fire engines １２Ａ０５ 090297

審査基準 [ 12,13 類] 国際分類表 [ 6,11,12,13,22,27 類]

防じんマスク dust masks １７Ａ０５

防毒マスク gas masks

溶接マスク welding masks

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

090113

090263

090210

防じんマスク respirators for filtering air 090430

保護用マスク protective masks* 090338

防火被服 fireproof garments １７Ａ０６

防災頭巾 disaster prevention hoods

［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

090005

電極 electrodes, other than
welding electrodes or medical
electrodes

呼吸マスク用フィルター（人工
呼吸器用のものを除く。）

filters for respiratory masks

作業者の顔面保護用遮蔽具
（ゴーグルを除く。）

workmen's protective face-
shields

事故・放射線又は火熱に対する
身体防護用衣服

clothing for protection
against accidents,
irradiation and fire

陰極防食用電極 cathodic anti-corrosion
apparatus

科学用人工衛星 satellites for scientific
purposes

呼吸マスク（人工呼吸器用のも
のを除く。）

respiratory masks, other than
for artificial respiration
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090691

飛行士用保護服 protective suits for aviators 090070

090035

090288

090288

防弾チョッキ bullet-proof vests 090582

防弾チョッキ bullet-proof waistcoats 090582

防弾服 bullet-proof clothing 090728

１７Ａ０８

審査基準 [ 17,21 類] 国際分類表 [ 17,21 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

090276

作業用ひざ当て knee-pads for workers 090605

090274

090034

２３Ｂ０１

1

運動用ゴーグル N goggles for sports 090654

コンタクトレンズ N contact lenses 090554

サングラス N sunglasses 090648

水中マスク diver's masks

水中眼鏡 swimming goggles

鼻眼鏡 N pince-nez 090397

普通眼鏡 ordinary spectacles

2

コンタクトレンズ用容器 N containers for contact lenses 090555

鼻眼鏡のマウント pince-nez mountings

鼻眼鏡用鎖 pince-nez chains

鼻眼鏡用ひも pince-nez cords

眼鏡ケース spectacle cases

眼鏡用レンズ lenses for spectacles

枠 spectacle frames

防火用被服 clothing for protection
against fire

事故防護用手袋 gloves for protection against
accidents

工業用Ｘ線防護手袋 gloves for protection against
X-rays for industrial
purposes

実験室専用被服 clothing especially made for
laboratories

防火用石綿製被服 asbestos clothing for
protection against fire

防火用衣服 garments for protection
against fire

眼鏡 spectacles [eyeglasses and
goggles]

防じん眼鏡 dust protective goggles and
masks

眼鏡の部品及び附属品 parts and accessories for
spectacles

事故防護用手袋（「運動用具」
に属するものを除く。）

gloves for protection against
accidents

事故防護用手袋（石綿製） asbestos gloves for
protection against accidents

眼鏡 spectacles [eyeglasses and
goggles]

眼鏡ふき spectacle wipes as
accessories of spectacles

眼鏡用つる spectacle temples for
spectacles
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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

サングラス anti-glare glasses 090046

水中マスク divers' masks 090597

眼鏡 eyeglasses 090331

眼鏡 eyewear 090335

眼鏡 spectacles 090331

眼鏡用鎖 eyeglass chains 090115

眼鏡用鎖 spectacle chains 090115

眼鏡用ひも eyeglass cords 090156

眼鏡用ひも spectacle cords 090156

眼鏡用容器 eyeglass cases 090567

眼鏡用容器 spectacle cases 090567

眼鏡用レンズ eyeglass lenses 090334

眼鏡用レンズ spectacle lenses 090334

眼鏡用枠 eyeglass frames 090359

眼鏡用枠 spectacle frames 090359

２４Ａ０１

審査基準 [ 20,28 類] 国際分類表 [ 16,20,26,28,31 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

090651

運動用保護ヘルメット N protective helmets for sports ２４Ｃ０１ 090656

ホイッスル N sports whistles 090801

審査基準 [ 25,27,28 類] 国際分類表 [ 6,8,18,19,22,25,26,27,28 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

運動用ヘッドガード head guards for sports 090753

運動用マウスガード mouth guards for sports 090752

乗馬用ヘルメット riding helmets 090690

ウエイトベルト weight belts for scuba diving ２４Ｃ０４

エアタンク air tanks for scuba diving

シュノーケル N snorkels 090800

レギュレーター regulators for scuba diving

審査基準 [ 8,22,25,28 類] 国際分類表 [ 25,28 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

潜水用手袋 gloves for divers 090275

携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを
記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ

electronic circuits and CD-
ROMs recorded with programs
for hand-held games with
liquid crystal displays

家庭用テレビゲーム用プログラ
ムソフトを記憶させたＲＯＭ
カートリッジ

video game cartridges

家庭用テレビゲーム機用プログラム game programs for home video
game machines
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メトロノーム N metronomes ２４Ｅ０１ 090139

審査基準 [ 15 類] 国際分類表 [ 15 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

090768

ワウワウペダル wah-wah pedals 090811

レコード N phonograph records ２４Ｅ０２ 090016

N 090695

1 レコード N phonograph records 090016

(1) ＥＰレコード EP records

ＬＰレコード LP records

(2)

(3) 録音済みのコンパクトディスク recorded audio compact discs

2 N 090695

［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

090694

２４Ｅ０２ ２６Ｄ０１

審査基準 [ 16 類] 国際分類表 [ 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

090176

090696

090821

090804

090587

電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させ
た電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ

electronic circuits and CD-
ROMs recorded with automatic
performance programs for
electronic musical
instruments

録音済みの磁気カード・磁気
シート及び磁気テープ

sound recorded magnetic
cards, sheets and tapes

インターネットを利用して受信
し及び保存することができる音
楽ファイル

downloadable music files

電気又は電子楽器用フェイザー effects units for electric or
electronic musical
instruments

楽器用エフェクター electric and electronic
effects units for musical
instruments

インターネットを利用して受信し及び保存
することができる音楽ファイル

downloadable music files

アニメーションを内容とする記
録済み媒体及び動画ファイル

animated cartoons

インターネットを利用して受信
し、及び保存することができる
画像ファイル

downloadable image files

携帯電話用のダウンロード可能
なエモティコン（絵文字）

downloadable emoticons for
mobile phones

携帯電話機用のダウンロード可
能な着信音

downloadable ring tones for
mobile phones

インターネットを利用して受信し及び保存
することができる画像ファイル

downloadable image files

録画済みビデオディスク及びビデオテープ recorded video discs and
video tapes

携帯電話用のダウンロード可能
な画像

downloadable graphics for
mobile phones

録音済み又は録画済みのコンパ
クトディスク

compact discs [audio-video]
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電子出版物 electronic publications ２６Ａ０１ ２６Ｄ０１

審査基準 [ 16 類] 国際分類表 [ 16 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

090782

090657

映写フィルム exposed cinematographic films ２６Ｄ０１

スライドフィルム exposed slide films

スライドフィルム用マウント slide film mounts

審査基準 [ 16 類] 国際分類表 [ 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

090550

090625

090185

090185

090099

レーザー写真 holograms 090291

露光済みＸ線フィルム X-ray films, exposed 090573

露光済みフィルム films, exposed 090515

［参考］第9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

06A01 24A01 090660
25B01

07A01 090312

07A01 07A03 090259

07A01 11A05 090669

光学ガラス optical glass 07E01 090371

写真凸版用スクリーン screens for photoengraving 09A11 090286

09D01 09E21 090686

競馬賭け率計算機 totalizators 09D01 11C01 090484

09D01 11C01 090154

09D01 11C01 090810

ダウンロード可能な電子楽譜 electronic sheet music,
downloadable

電子出版物（電気通信回線を通
じてダウンロードにより販売さ
れるもの）

electronic publications,
downloadable

映画用フィルム（露光済みのも
の）

cinematographic film, exposed

「電子出版物」は、第４１類
「電子出版物の提供」に類似と
推定する。

(REMARKS) "Electronic
publications" is presumed to
be similar to "providing
electronic publications" in
class 41.

スライド用枠（写真用のもの） frames for photographic
transparencies

装飾用磁石 decorative magnets

扉用のぞき穴（拡大レンズ） peepholes [magnifying lenses]
for doors

Ｘ線写真（医療用のものを除
く。）

X-ray photographs, other than
for medical purposes

スライドフィルム（現像済みの
もの）

slides [photography]

スライドフィルム（現像済みの
もの）

transparencies [photography]

複写機器（写真式、静電式及び
感熱式のもの）

photocopiers [photographic,
electrostatic, thermic]

プリンター用及び写真複写機用
インクカートリッジ（充てんさ
れていないもの）

ink cartridges, unfilled, for
printers and photocopiers

事故防護用網 nets for protection against
accidents

家畜等を拘束するための通電用
フェンス

electrified fences

現金自動預払機 automated teller machines
[ATM]
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09D01 11C01 090720

アキュムレータボックス accumulator boxes 09E12 11A03 090009

09E21 090063

チケット発行機 ticket dispensers 09E21 090086

09E99 090788

09E99 090778

テレプレゼンスロボット telepresence robots 09E99 11B01 090822

09F05 090675

09G01 09G49 090621

09G04 09G07 090830

09G04 11A02 090357
11B01 12A01

反射安全ベスト reflective safety vests 09G05 17A06 090745

09G05 17A08 090004

ヘルメット用バイザー visors for helmets 09G05 24C01 090047

09G06 09G07 090322
09G08

09G06 09G07 090445
09G08

09G06 09G07 090127
09G08

09G06 09G07 090126
09G08

09G06 09G07 090329
09G08

09G06 09G07 090434
09G08

09G06 09G07 090380
09G08

09G06 09G07 090524
09G08

09G06 09G49 090254

航路標識（発光式） beacons, luminous 09G08 090513

信号用ブイ signalling buoys 09G08 090518

標識用ブイ marking buoys 09G08 090583

溶接用つい立て spark-guards 09G49 090245

09G49 09G51 090431

09G49 10A01 090798

09G49 10A01 090680

潜水服 diving suits 09G51 24C04 090162

プリンター用及び写真複写機用
トナーカートリッジ（充てんさ
れていないもの）

toner cartridges, unfilled,
for printers and photocopiers

ソレノイド弁（電磁弁） solenoid valves
[electromagnetic switches]

安全拘束具（乗物座席用及び運
動器具用のものを除く。）

safety restraints, other than
for vehicle seats and sports
equipment

救助用の信号灯（火薬類又は火
工品に属するものを除く。）

rescue flares, non-explosive
and non-pyrotechnic

硬貨作動式機械用の始動装置 mechanisms for coin-operated
apparatus

教育支援用ロボット（産業用・
医療用・遊戯用のものを除
く。）

teaching robots

人工知能搭載のヒューマノイド
ロボット

humanoid robots with
artificial intelligence

信号用警笛 signalling whistles

信号用ベル signal bells

閃光式信号装置 flashing lights [luminous
signals]

船舶装備用信号装置 naval signalling apparatus

事故防止用身体防護具 protection devices for
personal use against
accidents

信号用カンテラ signal lanterns

霧中信号（爆発性のものを除
く。）

fog signals, non-explosive

鉄道用保安機械器具 railway traffic safety
appliances

呼吸装置（人工呼吸用のものを
除く。）

breathing apparatus, except
for artificial respiration

発光式標識 signs, luminous

発光式又は機械式の信号機 signals, luminous or
mechanical

発光式又は機械式の標識板 signalling panels, luminous
or mechanical

蘇生訓練用シミュレーター resuscitation training
simulators

蘇生訓練用マネキン人形 resuscitation mannequins
[teaching apparatus]
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09G53 11B01 090819
11C01 24A01

09G53 11C01 090776
24A01

09G53 11C01 090588
24A01 24E01 

24E02 26A01 

26D01

09G53 24A01 090727

09G55 09G99 090443
11C01

09G55 09G99 090725
11C01

酸素詰替え装置 oxygen transvasing apparatus 09G99 090377

伝声管 acoustic conduits 09G99 090015

伝声管 speaking tubes 09G99 090017

測定用ガラス器具 graduated glassware 10A01 10C01 090285

測定用ガラス器具 measuring glassware 10A01 10C01 090285

10B01 10C01 090384
11C02

10B01 11B01 090061

３Ｄ眼鏡 3D spectacles 10B01 11B01 090726

赤外線熱画像探知カメラ thermal imaging cameras 10B01 11B01 090760

録音装置 sound recording apparatus 10B01 11B01 090451

尿比重計 urinometers 10C01 10D01 090492

指示計器類 meters 10C01 11A04 090138

バリオメーター variometers 10C01 11A04 090493

10C01 11A04 090633
11C02

10C01 11B01 090356

ボイラー用制御装置 boiler control instruments 10C01 11B01 090120

舞台照明用調節装置 stage lighting regulators 11A01 11A02 090682

ヒューズ線 fuse wire 11A01 11A05 090505

11A01 11A05 090089
11B01

11A01 11B01 090441

回路閉じ器 circuit closers 11A01 11B01 090143

加減抵抗器 rheostats 11A01 11B01 090432

蓄電器 capacitors 11A01 11B01 090140

蓄電器 condensers [capacitors] 11A01 11B01 090140

電気抵抗器 resistances, electric 11A01 11B01 090427

ヒューズ fuses 11A01 11B01 090269

11A01 11B01 090304
11D01

電機子 armatures [electricity] 11A01 11D01 090305

11A06 090030

バーチャルリアリティ用ヘッド
セット

virtual reality headsets

記録済みＣＤ－ＲＯＭ compact discs [read-only
memory]

テレビゲーム機用メモリーカー
ド

memory cards for video game
machines

データグローブ data gloves

教育用映像周波機械器具、教育
用音声周波機械器具、その他の
教育用視聴覚機械器具

audiovisual teaching
apparatus

機械の誤作動・故障等の検知・
分析装置

diagnostic apparatus, not for
medical purposes

航海用計器・計測及び通信装置 nautical apparatus and
instruments

電気式錠 locks, electric

符号記録済みキーカード encoded key cards

天文用測定機械器具、天体望遠
鏡

apparatus and instruments for
astronomy

遠隔点火用電気装置 igniting apparatus, electric,
for igniting at a distance

端子（電気用のもの） terminals [electricity]

インピーダンス用チョークコイ
ル

choking coils [impedance]

インダクター（電気用のもの） inductors [electricity]
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11A06 090030

扉用電気式ベル electric door bells 11A06 090566

ブザー buzzers 11A06 090522

11B01 11C01 090440
11C02

音源標定機器 sound locating instruments 11B01 11C02 090455

11C01 25B01 090679

罫引き（建具職用のもの） marking gauges [joinery] 13A01 090490

17A05 24C01 090414

エッグタイマー（砂時計） egg timers [sandglasses] 19A05 090683

砂時計 hourglasses 19A05 090683

犬笛 dog whistles 19B33 090508

19B33 090746

ネオンサイン neon signs 20D04 090330

22A01 090645

24A02 090813

24C01 24C04 090655

円形計算尺 circular slide rules 25B01 090101

計算尺 slide-rules 25B01 090102

電気式遠隔点火装置 electric apparatus for remote
ignition

教育用映像・音声周波機械器具
及び電子応用機械器具

teaching apparatus

事故用、放射線用及び火災用保
護靴

shoes for protection against
accidents, irradiation and
fire

理容・美容の練習用人頭模型 hairdressing training heads
[teaching apparatus]

潜水用及び水泳用鼻クリップ nose clips for divers and
swimmers

光発出方式の電子ポインタ light-emitting electronic
pointers

歯の防護具（歯科用のものを除
く。）

teeth protectors*

動物の訓練用電子式首輪 electronic collars to train
animals
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