
第１８類 CLASS 18

かばん金具 handbag frames １３Ｃ０１

がま口口金 purse frames

蹄
てい

鉄 N horseshoes 180121

審査基準 [ 6,11,17,20,26 類] 国際分類表 [ 6,11,12,17,20,26 類]

 （備考）

［参考］商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表掲載の表示

ハンドバッグの口金枠 handbag frames 180065

【商品・サービス国際分類表〔第１１－２０１９版〕 類別表（注釈付き）】

革及び人工皮革；

獣皮；

旅行かばん及びキャリーバッグ；

傘及び日傘；

つえ；

むち、馬具；

動物用首輪、引きひも及び被服．

注釈

第18類には、主として、革、模造の革、これらの材料から成る特定の商品を含む。

この類には、特に、次の商品を含む：

旅行かばん及びキャリーバッグ、例えば、スーツケース、トランク、旅行かばん、幼児用背負い袋、通学用かばん；

旅行かばん用タグ；

名刺入れ及び札入れ；

革製又はレザーボード製の箱及び容器．

この類には、特に、次の商品を含まない：

医療用のつえ（第10類）；

人用の革製被服、履物及び帽子（第25類）；

中に入れることを意図した商品専用バッグ及びケース、例えば、ラップトップ型コンピュータ専用バッグ（第9類）、写真用

機器専用バッグ又はケース（第9類）、楽器用ケース（第15類）、ゴルフバッグ（車付又は車のないもの）、スキー及びサー

フボード専用バッグ（第28類）；

その機能又は用途によって分類される革・模造の革・獣皮から成る特定の商品、例えば、革砥（第8類）、つや出し用革（第

21類）、清浄用セーム革（第21類）、被服用革製ベルト（第25類）．

「かばん金具 がま口口金 蹄
鉄」は、「洋傘金具」、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２
０類「靴くぎ（金属製のものを
除く。） 靴びょう（金属製の
ものを除く。） 靴保護金具
（金属製のものを除く。）」、
第２５類「げた金具」及び第２
６類「靴はとめ 靴ひも代用金
具」に類似と推定する。

(REMARKS) "Handbag frames,
purse frames, horseshoes" is
presumed to be similar to
"metal parts of umbrellas" in
class 18, "shoe pegs of
metal", "hobnails of metal",
"protective metal members for
shoes and boots" in class 6,
"shoe pegs, not of metal",
"hobnails, not of metal",
"protective members, not of
metal, for shoes and boots"
in class 20, "metal fittings
for Japanese style wooden
clogs" in class 25, and "shoe
eyelets, metal fasteners for
shoes and boots" in class 26.
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レザークロス N leathercloth １６Ｃ０２ ３４Ｃ０１ 180141

審査基準 [ 24 類] 国際分類表 [ 16,22,24 類]

革ひも N leather straps １８Ａ０１ 180036

審査基準 [ 17,22,26 類] 国際分類表 [ 6,16,17,20,22,26 類]

［参考］商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表掲載の表示

革ひも leather cord 180031

革ひも leather thongs 180036

原革 rawhides ３４Ｃ０１

原皮 raw skins

なめし革 tanned leather

［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

180116

家畜皮 cattle skins 180088

擬革 imitation leather 180042

キッド革 kid 180027

金箔打ち用薄膜皮 goldbeaters' skin 180008

獣の背皮 butts [parts of hides] 180038

獣皮 animal skins 180002

180094

180094

なめし革 curried skins 180032

180039

レザーボード leatherboard 180022

毛皮 N fur ３４Ｃ０２ 180067

［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

毛皮 fur-skins 180067

180063

１８Ｃ１１

国際分類表 [ 29 類]

皮革 leather and fur, unworked or
semi-worked

１８Ａ０１ ３４Ｃ０１
３４Ｃ０２

家具用張り革 furniture coverings of
leather

セーム革（清掃用のものを除
く。）

chamois leather, other than
for cleaning purposes

セーム革（清掃用のものを除
く。）

skins of chamois, other than
for cleaning purposes

未加工又は半加工の革 leather, unworked or semi-
worked

人造モールスキン moleskin [imitation of
leather]

皮革製包装用容器 industrial packaging
containers of leather
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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

革製帽子箱 hat boxes of leather 180023

180079

180089

180091

180132

ペット用被服類 clothing for domestic pets １９Ｂ３３

審査基準 [ 20,21,28 類] 国際分類表 [ 5,6,9,10,19,20,21,22,24,28,31 類]

犬の靴 dog shoes

犬の首輪 dog collars

犬の胴着 clothing for dogs

犬の胴輪 dog bellybands

［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

動物用革製引きひも leather leads 180005

動物用革製引きひも leather leashes 180005

動物用首輪 collars for animals* 180030

ペット用被服 clothing for pets 180135

かばん類 ２１Ｃ０１

袋物 pouches

国際分類表 [ 14,16 類]

1 かばん類

折りかばん folding briefcases

肩掛けかばん shoulder bags

グラッドストン gladstone bags

こうり Japanese wicker trunks [Kori]

書類入れかばん briefcases

スーツケース N suitcases 180085

手提げかばん carry-on bags

トートバッグ tote bags

トランク trunks

ハンドバッグ N handbags 180077

ボストンバッグ boston bags

ランドセル schoolchildren's backpacks

リュックサック N rucksacks 180058

2 袋物 pouches

お守り入れ charm bags [Omamori-ire]

カード入れ N card cases [notecases] 180021

がま口 purses

キーケース N key cases 180113

巾着 money pouches

財布 wallets

パス入れ (注) commutation-ticket holders

名刺入れ N business card cases 180126

革製包装用袋 bags [envelopes, pouches] of
leather, for packaging

革製又はレザーボード製の箱 boxes of leather or
leatherboard

革製又はレザーボード製の容器 cases of leather or
leatherboard

テフィリン（羊皮紙を収めた革
の小箱）

tefillin [phylacteries]

買物袋（車付きのものを含
む。）

shopping bags, including
wheeled shopping bags
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 （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

アタッシェケース attache cases 180073

網製買物袋 net bags for shopping 180114

会議用具入れ（ケース） conference folders 180139

会議用具入れ（ケース） conference portfolios 180139

買物袋 shopping bags 180071

180131

楽譜入れ music cases 180013

180138

革製肩掛けひも leather shoulder straps 180096

革製肩掛けベルト leather shoulder belts 180096

180096

革製旅行用具入れ travelling sets [leatherware] 180084

キャンプ用バッグ bags for campers 180075

鎖網細工の財布 chain mesh purses 180090

車付き買物袋 wheeled shopping bags 180070

クレジットカード入れ（財布） credit card cases [wallets] 180125

財布 purses 180010

札入れ pocket wallets 180069

雑のう haversacks 180100

車輪付スーツケース suitcases with wheels 180133

180019

スーツケース用取っ手 suitcase handles 180086

スポーツバッグ bags for sports* 180118

通学用かばん school bags 180020

通学用かばん school satchels 180020

180137

登山用バッグ bags for climbers 180074

バッグ bags* 180124

バックパック backpacks 180058

ビーチバッグ beach bags 180076

ブリーフケース briefcases 180083

180127

旅行かばん travelling bags 180078

旅行かばん用タグ baggage tags 180128

旅行かばん用タグ luggage tags 180128

旅行用衣服かばん garment bags for travel 180111

旅行用小型手提げかばん valises 180115

旅行用トランク travelling trunks 180029

旅行用トランク trunks [luggage] 180092

携帯用化粧道具入れ N vanity cases, not fitted ２１Ｆ０１ 180093

審査基準 [ 3,8,10,20,21,26 類] 国際分類表 [ 3,8,10,20,21,24,26 類]

「かばん類 袋物」は、第２１
類の「洗面用具入れ」に類似と
推定する。

(REMARKS) "Bags and the like,
pouches" is presumed to be
similar to "toilet cases" in
class 21.

買い物袋保持用取っ手 grips for holding shopping
bags

かばん用圧縮袋 compression cubes adapted for
luggage

革製肩掛けベルト及び革製肩掛
けひも

shoulder belts [straps] of
leather

狩猟用獲物袋 game bags [hunting
accessories]

電動式移動機能付きスーツケー
ス

motorized suitcases

ランドセル randsels [Japanese school
satchels]
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傘 umbrellas and their parts ２２Ｂ０１

1 折り畳み式傘 telescopic umbrellas

晴雨兼用傘 rainproof parasols

日傘 parasols [sun umbrellas]

洋傘 umbrellas

2 傘カバー N umbrella covers 180051

傘用柄 N umbrella handles 180068

洋傘金具 metal parts of umbrellas

洋傘の骨 frames for umbrellas

洋傘袋 bags for umbrellas

 （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

傘 umbrellas 180043

傘の中棒 umbrella sticks 180014

180018

傘用又は日傘用の骨 umbrella or parasol ribs 180007

傘用リング umbrella rings 180003

日傘 parasols 180066

ステッキ walking sticks ２２Ｃ０１

つえ N canes 180015

審査基準 [ 6 類] 国際分類表 [ 6 類]

からかさ Japanese paper umbrellas
[Karakasa]

蛇の目傘 Japanese oiled-paper
umbrellas [Janome-gasa]

ビーチパラソル beach umbrellas [beach
parasols]

「洋傘金具」は、「かばん金具
がま口口金 蹄鉄」、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。）」及び第２６類「被服用
はとめ」に類似と推定する。

(REMARKS) "Metal parts of
umbrellas" is presumed to be
similar to "handbag frames,
purse frames, horseshoes" in
class 18, "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, "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, and
"eyelets for clothing" in
class 26.

傘用又は日傘用の骨 frames for umbrellas or
parasols

つえ金具 metal parts of canes and
walking-sticks

つえの柄 handles for canes and walking
sticks
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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

腰掛け可能なつえ walking stick seats 180016

つえ walking sticks* 180015

つえの柄 walking cane handles 180060

つえの柄 walking stick handles 180060

乗馬用具 saddlery ２４Ｃ０２

審査基準 [ 6,25 類] 国際分類表 [ 6,21,25 類]

あぶみ N stirrups 180119

馬用毛布 N horse blankets 180026

くら riding saddles

くら敷き saddle cloths for horses

た綱 reins [harness]

はみ bits [harness]

むち N whips 180049

むながい horse collars

［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

あぶみ革 stirrup leathers 180046

あぶみ用ゴム製部品 parts of rubber for stirrups 180045

馬の首あて horse collars 180025

馬の引き革 harness traces 180033

馬用くら敷き saddlecloths for horses 180129

馬用ひざ当て knee-pads for horses 180053

おもがい head-stalls 180059

革製腹帯 girths of leather 180080

九尾の猫むち cat o' nine tails 180061

くつわ muzzles 180028

鞍の下敷き布 pads for horse saddles 180117

くら用覆い covers for horse saddles 180097

くら用留具 fastenings for saddles 180006

くら枠 saddle trees 180004

遮眼帯 blinders [harness] 180056

遮眼帯 blinkers [harness] 180056

乗馬用くら riding saddles 180081

しょうろく bridoons 180011

た綱 reins 180072

頭絡 bridles [harness] 180112

馬具 saddlery 180082

馬具用革ひも harness straps 180033

馬具用革ひも straps of leather [saddlery] 180034

馬具用引き革 traces [harness] 180057

馬具用付属品 harness fittings 180120

端綱 halters 180059

はみ bits for animals [harness] 180017

遮眼帯 blinkers for horses [blinders
for horses]
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［参考］第18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

08A01 08B01 180012

かいば袋 nose bags [feed bags] 09A42 180050

09F03 180052

09F03 180052

革製バルブ valves of leather 09F05 180087

乳幼児用スリング slings for carrying infants 17A04 180122

17A04 180044

袋型ベビーキャリー pouch baby carriers 17A04 21C01 180123

革製あごひも chin straps, of leather 18A01 24C02 180062

バルカンファイバー製箱 boxes of vulcanized fiber 18C04 180098

バルカンファイバー製箱 boxes of vulcanized fibre 18C04 180098

動物用覆い covers for animals 19B33 24C02 180054

動物用装着具 harness for animals 19B33 24C02 180055

19B99 21C01 180047

20C01 180041

20C01 180041

幼児連れ歩き用安全ひも reins for guiding children 21A01 180136

サドルバッグ saddlebags* 21C01 24C02 180134

スケート靴用革ひも straps for skates 24C01 180035

アルペンストック alpenstocks 24C03 180001

登山用ステッキ mountaineering sticks 24C03 180001

トレッキング用つえ trekking sticks 24C03 180140

ハイキング用つえ hiking sticks 24C03 180140

革製ラベル labels of leather 25B01 180130

生皮 pelts 34C01 34C02 180002

兵士の装備用革ひも straps for soldiers'
equipment

スプリング用革製ケーシング casings, of leather, for
plate springs

スプリング用革製ケーシング casings, of leather, for
springs

幼児用背負い袋 sling bags for carrying
infants

工具袋（中身が入っていないも
の）

tool bags, empty

家具用革製飾り leather trimmings for
furniture

家具用革製飾り trimmings of leather for
furniture
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