第２０類

CLASS 20

【商品・サービス国際分類表〔第１１－２０１９版〕 類別表（注釈付き）】
家具、鏡、額縁；
貯蔵用又は輸送用コンテナ（金属製のものを除く。）；
未加工又は半加工の骨、角、鯨のひげ、真珠母；
貝殻；
海泡石；
こはく．
注釈
第20類には、主として、家具及びそれらのための部品並びに木材、コルク、葦、籐、柳、角、骨、象牙、鯨のひげ、貝殻、
こはく、真珠母、海泡石及びこれらの材料の代用品又はプラスチック製品を含む。
この類には、特に、次の商品を含む：
金属製家具、キャンプ用家具、銃用ラック、新聞陳列台；
屋内窓用ブラインド（シェード）；
寝具、例えば、マットレス、ベッドベース、まくら；
姿見、及び備付け用及び又は化粧用の鏡；
ナンバープレート（金属製のものを除く。）；
小型非金属製品、例えば、ボルト、ねじ、合わせくぎ、家具用キャスター、管固定用環；
郵便受け（金属製のもの及び石製のものを除く。）．
この類には、特に、次の商品を含まない：
実験室用特殊備品（第9類）又は医療用特殊備品（第10類）；
屋外用金属製ブラインド（第6類）、屋外用ブラインド（金属製のもの及び織物製のものを除く。）（第19類）、織物製屋外
用ブラインド（第22類）；
ベッド用リネン製品、羽毛掛け布団、スリーピングバッグ（第24類）；
特殊な用途の特定の鏡、例えば、光学製品用鏡（第9類）、外科用又は歯科用鏡（第10類）、バックミラー（第12類）、銃用
照準鏡（第13類）；
その機能又は用途を基準として分類される木材、コルク、葦、籐、柳、角、骨、象牙、鯨のひげ、貝殻、こはく、真珠母、
海泡石若しくはこれらの材料の代用品又はプラスチックから成る特定の商品、例えば、宝飾品製造用ビーズ（第14類）、木
製床板（第19類）、家庭用バスケット（第21類）、プラスチック製コップ（第21類）、葦製マット（第27類）．

海泡石

meerschaum [raw or partly
worked material]

こはく

N

０６Ｂ０１

yellow amber

200005

審査基準 [ 1,6,14,17,19 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
海泡石
合成こはくの板
合成こはくの棒
荷役用パレット（金属製のものを除く。） N

国際分類表 [ 1,6,14,17,19 類]

meerschaum
ambroid plates
ambroid bars
loading pallets, not of metal

200098
200204
200203

０９Ａ０３

審査基準 [ 6,7,12 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

200054

国際分類表 [ 6,7,11,12,22 類]

荷役用パレット（金属製のもの
を除く。）

handling pallets, not of
metal

200146

輸送用パレット（金属製のもの
を除く。）

transport pallets, not of
metal

200145

3-315

養蜂用巣箱

beehives [hive boxes or
honeycombs]

０９Ａ４４

［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
みつばちの巣
みつばちの巣箱
みつばちの巣箱用の木製仕切り
養蜂用巣礎

honeycombs
beehives
sections of wood for beehives
comb foundations for beehives

美容院用椅子
理髪用椅子

hairdresser's chairs
barbers' chairs

200150
200001
200040
200039

０９Ｅ２５

審査基準 [ 10,11 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
調髪用いす

国際分類表 [ 8,10,11,21 類]

hairdressers' chairs

プラスチック製バルブ（機械要素に当たる
ものを除く。）

200241

valves of plastics, not
including machine elements
審査基準 [ 6,7,11,17,19 類]

０９Ｆ０５

国際分類表 [ 6,7,9,11,17,18,19 類]

プラスチック製アングルバルブ
（機械要素に当たるものを除
く。）

angle valves of plastics,
other than machine elements

プラスチック製球バルブ（機械
要素に当たるものを除く。）

ball valves of plastics,
other than machine elements

プラスチック製コック（機械要
素に当たるものを除く。）

cocks of plastics, other than
machine elements

プラスチック製自動調整弁（機
械要素に当たるものを除く。）

automatic control valves of
plastics, other than machine
elements

プラスチック製ちょう形バルブ
（機械要素に当たるものを除
く。）

butterfly valves of plastics,
other than machine elements

［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
送水管用プラスチック製バルブ
排水用プラスチック製トラップ
（バルブ）

water-pipe valves of plastic
drain traps [valves] of
plastic

200236
200231

プラスチック製バルブ

valves, not of metal, other
than parts of machines

200186

０９Ｇ５９
貯蔵槽類（金属製又は石製のものを除
く。）

N

reservoirs, not of metal nor
of masonry

液体貯蔵槽（金属製又は石製のものを除
く。）

liquid storage tanks or
reservoirs, not of metal or
masonry

工業用水槽（金属製又は石製のものを除
く。）

industrial water storage
tanks, not of metal or
masonry

０９Ｇ５９

審査基準 [ 6,19 類]

3-316

０９Ｇ６０
200174

国際分類表 [ 6,11,19 類]

液化ガス貯蔵槽（金属製又は石製のものを
除く。）

liquefied gas storage tanks,
not of metal or masonry

ガス貯蔵槽（金属製又は石製のものを除
く。）

gas storage tanks, not of
metal or masonry

０９Ｇ６０

審査基準 [ 6 類]

輸送用コンテナ（金属製のものを除く。）

containers for transport, not
of metal

１２Ａ７４

審査基準 [ 6 類]

カーテン金具
金属代用のプラスチック製締め金具

curtain fittings
metal-substitute plastic
fasteners

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。）

nails, wedges, nuts, screws,
tacks, bolts, rivets and
casters, not of metal

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。）

washers, not of metal, not of
rubber or vulcanized fiber
審査基準 [ 6,11,17,18,26 類]

（備考）「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。）」
は、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１８類「洋傘金具」、
第２０類「靴くぎ（金属製のも
のを除く。） 靴びょう（金属
製のものを除く。） 靴保護金
具（金属製のものを除
く。）」、第２５類「げた金
具」及び第２６類「靴はとめ
靴ひも代用金具」に類似と推定
する。

国際分類表 [ 6,19 類]

国際分類表 [ 6,11 類]

１３Ｃ０１

国際分類表 [ 6,11,12,17,18,26 類]

(REMARKS) "Curtain fittings,
metal-substitute plastic
fasteners, nails [not of
metal], wedges [not of
metal], nuts [not of metal],
screws [not of metal], tacks
[not of metal], bolts [not of
metal], rivets [not of metal]
, casters [not of metal],
washers [not of metal, not of
rubber or vulcanized fiber]"
is presumed to be similar to
"shoe pegs of metal",
"hobnails of metal",
"protective metal members for
shoes and boots" in class 6,
"metal parts of umbrellas" in
class 18, "shoe pegs, not of
metal", "hobnails, not of
metal", "protective members,
not of metal, for shoes and
boots" in class 20, "metal
fittings for Japanese style
wooden clogs" in class 25,
and "shoe eyelets, metal
fasteners for shoes and
boots" in class 26.

［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
合わせくぎ（金属製のものを除
く。）

dowels, not of metal

200217

カーテンフック
カーテン用留め具（織物製のも
のを除く。）

curtain hooks
curtain holders, not of
textile material

200176
200101

カーテンリング
カーテンレール

curtain rings
curtain rails

200011
200171

3-317

カーテンローラー
カーテンロッド
階段用敷物押え
家具用キャスター（金属製のも
のを除く。）

curtain rollers
curtain rods
stair rods
furniture casters, not of
metal

200121
200175
200105
200149

家具用のブラケット（金属製の
ものを除く。）

brackets, not of metal, for
furniture

200306

掛金（金属製のものを除く。）
壁面取り付け具（金属製のもの
を除く。）

latches, not of metal
wall plugs, not of metal

200140
200232

ケーブル及び管用のクリップ
（金属製のものを除く。）

clips, not of metal, for
cables and pipes

200016

ケーブル結束用ねじ（金属製の
ものを除く。）

binding screws, not of metal,
for cables

200224

ちょうつがい（金属製のものを
除く。）

hinges, not of metal

200056

ドア用締め具（金属製のものを
除く。）

door fasteners, not of metal

200300

扉用差し錠（金属製のものを除
く。）

door bolts, not of metal

200280

止めくぎ（金属製のものを除
く。）

pegs [pins], not of metal

200217

止めくぎ（金属製のものを除
く。）

pins [pegs], not of metal

200217

ナット（金属製のものを除
く。）

nuts, not of metal

200097

ねじ（金属製のものを除く。）
ブラインド用プラスチック製滑
車

screws, not of metal
pulleys of plastics for
blinds

200215
200262

プラグ（合わせくぎ）（金属製
のものを除く。）

plugs [dowels], not of metal

200232

ベッド用キャスター（金属製の
ものを除く。）

bed casters, not of metal

200139

ボルト（金属製のものを除
く。）

bolts, not of metal

200218

窓サッシ用締め具（金属製のも
のを除く。）

sash fasteners, not of metal,
for windows

200298

窓用締め具（金属製のものを除
く。）

window fasteners, not of
metal

200299

窓用止め具（金属製及びゴム製
のものを除く。）

window stops, not of metal or
rubber

200297

リベット（金属製のものを除
く。）

rivets, not of metal

200216

錠（電気式又は金属製のものを除く。）

locks, non-electric, not of
metal

１３Ｃ０２

審査基準 [ 6,14 類]

国際分類表 [ 6,14 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
鍵用のスプリットリング（金属
製のものを除く。）

split rings, not of metal,
for keys

200294

錠（電気式及び金属製のものを
除く。）

locks, other than electric,
not of metal

200240

乗物用錠（金属製のものを除
く。）

locks, not of metal, for
vehicles

200181

プラスチック製鍵

plastic keys

200305

3-318

プラスチック製キーカード
（コード化されているもの及び
磁気式のものを除く。）

plastic key cards, not
encoded and not magnetic

クッション
座布団
まくら
マットレス

cushions [furniture]
Japanese floor cushions
[Zabuton]
N
N

200260

１７Ｃ０１

pillows
mattresses

200157
200079
審査基準 [ 22,24 類]

（備考）「まくら マットレス」は、
「寝台」に類似と推定する。

国際分類表 [ 22,24 類]

(REMARKS) "Pillows,
mattresses" is presumed to be
similar to "beds".

［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
エアマットレス（医療用のもの
を除く。）

air mattresses, not for
medical purposes

200202

空気クッション（医療用のもの
を除く。）

air cushions, not for medical
purposes

200201

空気まくら（医療用のものを除
く。）

air pillows, not for medical
purposes

200158

クッション
寝具類（リネン製品を除く。）
スリーピングパッド
スリーピングマット
長まくら（まくら下用）
乳児寝返り防止用クッション
乳児の頭のサポート用クッショ
ン

cushions
bedding, except linen
sleeping pads
sleeping mats
bolsters
anti-roll cushions for babies
head support cushions for
babies

200078
200077
200293
200293
200195
200331
200330

乳児用頭の位置決め枕

head positioning pillows for
babies

200332

乳幼児のおむつ替え用マット
わら製マットレス
わら製マットレス

baby changing mats
straw mattress
straw mattresses

200279
200159
200159

木製・竹製又はプラスチック製の包装用容
器

industrial packaging
containers of wood, bamboo or
plastics

木製の包装用容器（「コルク製及び木製
栓・木製ふた」を除く。）

industrial packaging
containers of wood [not
including "corks nor wooden
stoppers, lids and covers"]

折り箱

Japanese food boxes of veneer
or cardboard [Oribako]

木箱

wooden boxes for industrial
packaging purposes

木製の包装用たる

packaging barrels and casks
made of wood

3-319

１８Ｃ０３
１８Ｃ０９

１８Ｃ０３

１８Ｃ０６
１８Ｃ１３

［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
梱包用木枠
紡ぎ糸・絹糸・ひもに用いる木
製巻き枠

crates
reels of wood for yarn, silk,
cord

200128
200025

瓶用木製箱
ワインの澱除去用木製たる

bottle casings of wood
casks of wood for decanting
wine

200238
200017

竹製の包装用容器

かご

industrial packaging
containers of bamboo

１８Ｃ０６

bamboo baskets for industrial
packaging purposes

［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
バスケット（金属製のものを除
く。）

プラスチック製の包装用容器（「プラス
チック製栓・ふた及び瓶」を除く。）

baskets, not of metal

industrial packaging
containers of plastics [not
including "plastic stoppers,
lids, covers and bottles"]

200243

１８Ｃ０９

審査基準 [ 16,21 類]

国際分類表 [ 16,17,21 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
食品用プラスチック製装飾品

decorations of plastic for
foodstuffs

コルク製・プラスチック製及び木製の栓

corks, plastics and wooden
stoppers for industrial
packaging containers

プラスチック製及び木製のふた

plastic and wooden lid and
covers for industrial
packaging containers

200003

１８Ｃ１３

審査基準 [ 6,17,21 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

国際分類表 [ 6,17,21 類]

コルク栓
栓（ガラス製・金属製及びゴム
製のものを除く。）

corks
stoppers, not of glass, metal
or rubber

200030
200334

栓（金属製のものを除く。）
樽用蛇口（金属製のものを除
く。）

plugs, not of metal
faucets, not of metal, for
casks

200213
200042

たる用栓（金属製のものを除
く。）

bungs, not of metal

200213

たる用呑口（金属製のものを除
く。）

taps, not of metal, for casks

200042

瓶用キャップ（金属製のものを
除く。）

bottle caps, not of metal

200219

瓶用コルク栓
瓶用スクリューキャップ（金属
製のものを除く。）

corks for bottles
screw tops, not of metal, for
bottles

200029
200285

瓶用栓（金属製のものを除
く。）

bottle fasteners, not of
metal

200220

瓶用栓又はふた（金属製のもの
を除く。）

bottle closures, not of metal

200220

密封キャップ（金属製のものを
除く。）

sealing caps, not of metal

200214

3-320

容器の栓及びふた（金属製のも
のを除く。）

closures, not of metal, for
containers

ししゅう用枠

embroidery frames and hoops

審査基準 [ 8,16,21,26 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
ししゅう用枠

200112

１９Ｂ０３

国際分類表 [ 3,8,11,16,21,26 類]

embroidery frames

ネームプレート及び標札（金属製のものを
除く。）

200032

nameplates and door
nameplates, not of metal

１９Ｂ２１

審査基準 [ 6 類]

国際分類表 [ 6,11 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
家屋番号札（金属製及び発光式
のものを除く。）

house numbers, not of metal,
non-luminous

200155

ナンバープレート（金属製のも
のを除く。）

numberplates, not of metal

200130

ナンバープレート（金属製のも
のを除く。）

registration plates, not of
metal

200130

認識票（金属製のものを除
く。）

identity plates, not of metal

200154

ネームプレート（金属製のもの
を除く。）

nameplates, not of metal

200154

手持式旗ざお（金属製のものを除く。）

N

hand-held flagpoles, not of
metal

１９Ｂ２２

審査基準 [ 6,16,19,24 類]

うちわ
扇子

hand-held flat fans
hand-held folding fans

200333

国際分類表 [ 6,16,24 類]

１９Ｂ２３

［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
うちわ又は扇子（電気式のもの
を除く。）

植物の茎支持具（金属製のものを除く。）

fans for personal use, nonelectric

N

stakes, not of metal, for
plants or trees

200110

１９Ｂ３２

審査基準 [ 6,21 類]

犬小屋
小鳥用巣箱
ペット用ベッド

N
N

dog kennels
nesting boxes for small birds
beds for household pets

200091

国際分類表 [ 6,16,17,21 類]

１９Ｂ３３

200058
200007

審査基準 [ 18,21,28 類] 国際分類表 [ 5,6,9,10,18,19,21,22,24,28,31 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
鳥用巣箱
猫用ひっかきポスト
ペット用クッション
ペット用小屋
ペット用巣箱

birdhouses
scratching posts for cats
pet cushions
kennels for household pets
nesting boxes for household
pets

3-321

200312
200264
200271
200009
200008

きゃたつ及びはしご（金属製のものを除
く。）

step ladders and ladders, not
of metal

１９Ｂ３４

審査基準 [ 6 類]

国際分類表 [ 6,22 類]

［参考］商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表掲載の表示
はしご（金属製のものを除
く。）

steps [ladders], not of metal

200147

踏み台型きゃたつ（金属製のも
のを除く。）

step stools, not of metal

200289

木製又はプラスチック製のはし
ご

ladders of wood or plastics

200092

郵便受け（金属製又は石製のものを除
く。）

letter boxes [not of metal or
masonry]

１９Ｂ３５

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
郵便受け（金属製及び石製のも
のを除く。）

帽子掛けかぎ（金属製のものを除く。）

letter boxes, not of metal or
masonry

hat hooks, not of metal

200244

１９Ｂ３６

審査基準 [ 6 類]

国際分類表 [ 6 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
衣服掛けレール用フック（金属
製のものを除く。）

hooks, not of metal, for
clothes rails

200080

衣服用フック（金属製のものを
除く。）

clothes hooks, not of metal

200166

コート用フック（金属製のもの
を除く。）

coathooks, not of metal

200080

バッグハンガー（金属製のもの
を除く。）

bag hangers, not of metal

200304

買物かご

shopping baskets for the
transport of items

１９Ｂ４２

［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
商品運搬用バスケット

hampers [baskets] for the
transport of items

家庭用水槽（金属製又は石製のものを除
く。）

water tanks for household
purposes, not of metal or
masonry

200143

１９Ｂ４９

審査基準 [ 6,19 類]
ハンガーボード

hanging boards [Japanese
style pegboards using
positional hooks]

１９Ｂ５１

工具箱（金属製のものを除く。）

tool boxes, not of metal

１９Ｂ５３

審査基準 [ 6 類]

3-322

国際分類表 [ 19 類]

国際分類表 [ 6 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
工具箱（金属製のものを除
く。）（空のもの）

tool boxes, not of metal,
empty

200301

工具箱（金属製のものを除
く。）（空のもの）

tool chests, not of metal,
empty

200302

タオル用ディスペンサー（金属製のものを
除く。）

towel dispensers, not of
metal

１９Ｂ５４

審査基準 [ 6,21 類]

国際分類表 [ 6,8,21 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
タオル用固定式ディスペンサー
（金属製のものを除く。）

towel dispensers, fixed, not
of metal

200084

タオル用固定式ディスペンサー
（金属製のものを除く。）

towel dispensers, not of
metal, fixed

200084

家具

N

furniture

２０Ａ０１

審査基準 [ 6,14,19 類]
1

2

4

国際分類表 [ 6,14,16,19 類]

たんす類
食器戸棚
茶だんす

N

cupboards
Chadansu [cabinets for tea
services]

200014

洋服だんす

N

wardrobes

200320

机類
座卓

Japanese style low tables
[Zataku]

事務机
食卓
勉強机
和机
3

200041

office desks
dining tables
writing desks
Japanese style low desks
[Wazukue]

椅子類
安楽椅子
きょうそく

easy-chairs
Japanese style arm rests
[Kyosoku]

腰掛け椅子
座椅子

stools
Japanese style floor seats
[Zaisu]

食卓用椅子
長椅子
乳幼児用ハイチェアー

dining chairs
high chairs for infants

鏡

mirrors, looking glasses

鏡台
三面鏡台
姿見台
手鏡

dressers [dressing tables]
three-mirror dressing tables
cheval glasses
hand-held mirrors [a part of
a dresser]

5

洗面化粧台

bathroom vanity

6

いこう
おもちゃ箱
傘立て
げた箱
書棚
寝台

kimono racks
toy boxes and chests
umbrella stands
shoe cabinets
bookshelves
beds

N

3-323

200164

宅配ボックス

receiver-side storage boxes
for home delivery services

陳列棚
つり床
長持
文庫

display shelves
Tsuridoko alcoves
Nagamochi chests
boxes for storing writing
implements

本立て
本箱
マガジンラック
ロッカー
（備考）1. 「家具」は、「つい立て びょ
うぶ」及び「ベンチ」に類似と
推定する。

N
N
N

book stands
bookcases
magazine racks
lockers

200309
200135
200192

(REMARKS) 1 "Furniture" is
presumed to be similar to
"oriental single panel
standing partition
[Tsuitate], oriental folding
partition screens [Byoubu]"
and "benches".

2. 「手鏡」は、「懐中鏡」に類似
と推定する。

2 "Hand-held mirrors [a part
of a dresser]" is presumed to
be similar to "pocket
mirrors".

3. 「寝台」は、「まくら マット
レス」及び第２４類「かや 敷
布 布団 布 団カバー 布団
側 まくらカバー 毛布」に類
似と推定する。

3 "Beds" is presumed to be
similar to "pillows,
mattresses" in class 20,
"mosquito nets, bedsheets,
futon and quilts, futon and
quilts cases [linen], futon
ticks [unstuffed futon],
pillowcases [pillow slips],
blankets" in class 24.

［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
足載せ用スツール
衣装掛けスタンド
衣装掛け台（カバー付き）

footstools
costume stands
covers for clothing
[wardrobe]

200321
200038
200129

いす
医薬品用戸棚
植木鉢用台又は棚
ウォーターベッド（医療用のも
のを除く。）

chairs [seats]
medicine cabinets
flower-pot pedestals
waterbeds, not for medical
purposes

200050
200015
200116
200230

エアベッド（医療用のものを除
く。）

air beds, not for medical
purposes

200326

おもちゃ箱
カウンター（テーブル）
鏡（姿見）
花器台（家具）
家具用脚
家具用脚
家具用棚板
家具用扉
家具用木製仕切り
家具用木製仕切り

chests for toys
counters [tables]
mirrors [looking glasses]
flower-stands [furniture]
feet for furniture
legs for furniture
furniture shelves
doors for furniture
furniture partitions of wood
partitions of wood for
furniture

200256
200067
200193
200115
200319
200318
200172
200170
200148
200148

架台（家具）
学校用家具
壁取付式の乳幼児のおむつ替え
用台

trestles [furniture]
school furniture
wall-mounted baby changing
platforms

200196
200094
200278

3-324

金属製家具
金属製腰掛け
金属製食卓
空気注入式家具
計算機用台

furniture of metal
seats of metal
tables of metal
inflatable furniture
stands for calculating
machines

200132
200182
200188
200288
200212

化粧台
コートかけスタンド
腰掛け
木挽き台
小物掛けスタンド
コンソールテーブル
コンピュータ用カート（家具）

dressing tables
coatstands
seats
saw horses
valet stands
console tables
carts for computers
[furniture]

200189
200144
200050
200263
200310
200308
200266

コンピュータ用カート（家具）

trolleys for computers
[furniture]

200266

サイドボード
作業台
索引用戸棚（家具）
指物細工品（家具）
事務用家具
収納箱（金属製のものを除
く。）

sideboards
work benches
index cabinets [furniture]
cabinet work
office furniture
chests, not of metal

200034
200106
200043
200088
200037
200207

ショーケース（家具）
食卓
食卓の天板
食品用戸棚
書見台（家具）
食器用戸棚
書類整理棚
飼料用棚
新聞陳列台
水銀塗りガラス（鏡）
スツール
整理用トレイ（金属製のものを
除く。）

showcases [furniture]
tables*
table tops
meat safes
book rests [furniture]
plate racks
shelves for file cabinets
fodder racks
newspaper display stands
silvered glass [mirrors]
stools
trays, not of metal*

200200
200070
200169
200122
200270
200198
200062
200117
200134
200013
200235
200072

洗面化粧台（家具）
ソファー
ソファー
タイプ用机
タイプライター用棚板
タイル状の鏡
タオルスタンド（家具）
立机
棚
棚（家具）
たる用スタンド（金属製のもの
を除く。）

washstands [furniture]
settees
sofas
typing desks
shelves for typewriters
mirror tiles
towel stands [furniture]
standing desks
shelving units
racks [furniture]
cask stands, not of metal

200137
200184
200183
200095
200095
200261
200276
200152
200303
200108
200120

たんす
陳列台
陳列板
机
ティーワゴン
ティーワゴン

chests of drawers
display stands
display boards
desks
tea carts
tea trolleys

200066
200057
200002
200036
200082
200082

3-325

手鏡（化粧用鏡）

hand-held mirrors [toilet
mirrors]

200274

図書館用書棚
長いす
長いす
長いす（家具）
乳児用寝台
乳児用寝台
寝いす
のこぎり台（家具）
配膳用ワゴン（家具）
膝机
肘掛けいす
筆記用机
病院用ベッド
瓶棚
ファイリングキャビネット
ベッド
ベッドフレーム（木製のもの）
ベッドベース
ヘッドレスト（家具）
ベビーサークル
帽子掛けスタンド
宝石整理用陳列棚
宝石整理用陳列棚
保管用棚
マッサージ台
万力作業台（家具）
持ち運びできる机
物切り台（テーブル状のもの）
幼児用ハイチェアー
ワゴン（家具）

library shelves
chaise longues
chaise lounges
benches [furniture]
cots for babies
cribs for babies
divans
saw benches [furniture]
dinner wagons [furniture]
lap desks
armchairs
writing desks
hospital beds
bottle racks
filing cabinets
beds*
bedsteads of wood
bed bases
head-rests [furniture]
playpens for babies
hat stands
jewellery organizer displays
jewelry organizer displays
shelves for storage
massage tables
vice benches [furniture]
portable desks
chopping blocks [tables]
high chairs for babies
trolleys [furniture]

200024
200051
200051
200020
200316
200316
200085
200287
200222
200338
200063
200180
200138
200031
200044
200102
200026
200185
200052
200022
200053
200292
200292
200191
200229
200209
200339
200126
200257
200254

屋内用ブラインド

indoor window blinds [shade]
[furniture]

すだれ

blinds of reed, rattan or
bamboo [Sudare]

装飾用ビーズカーテン
日よけ

N

bead curtains for decoration
window shades
審査基準 [ 24,27 類]

（備考）「すだれ 日よけ」は、第２２
類「雨覆い 天幕」に類似と推
定する。

２０Ｃ０１

200167

国際分類表 [ 6,14,16,18,19,21,22,24,26,27 類]

(REMARKS) "Blinds of reed,
rattan or bamboo [Sudare],
window shades" is presumed to
be similar to "tarpaulins
[not for ships], tents [not
for camping]" in class 22.

［参考］商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表掲載の表示
編み木製屋内窓用シェード

indoor window shades of woven
wood

200269

編み木製屋内窓用ブラインド

indoor window blinds of woven
wood

200269

屋内窓用ブラインド

indoor window blinds
[furniture]

200272

3-326

屋内窓用ブラインド（シェー
ド）

indoor window shades
[furniture]

200272

織物製屋内窓用シェード

indoor window shades of
textile

200282

織物製屋内窓用ブラインド

indoor window blinds of
textile

200282

カーテン用止めひも
紙製屋内窓用シェード
紙製屋内窓用ブラインド
竹製カーテン
羽根板を用いた屋内用ブライン
ド

curtain tie-backs
indoor window shades of paper
indoor window blinds of paper
bamboo curtains
slatted indoor blinds

200177
200281
200281
200255
200136

モビール（装飾品）

mobiles [decoration]

200151

風鈴

wind chimes

２０Ｃ０２

審査基準 [ 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
装飾用ウインドチャイム

wind chimes [decoration]

つい立て

oriental single panel
standing partition [Tsuitate]

びょうぶ

oriental folding partition
screens [Byoubu]

（備考）「つい立て びょうぶ」は、
「家具」、第６類「金属製建
具」及び第１９類「建具（金属
製のものを除く。）」に類似と
推定する。

200268

２０Ｃ０４

(REMARKS) "Oriental single
panel standing partition
[Tsuitate], oriental folding
partition screens [Byoubu]"
is presumed to be similar to
"furniture" in class 20,
"metal joinery fittings" in
class 6 and "joinery
fittings, not of metal" in
class 19.

［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
つい立て（家具）

ベンチ

screens [furniture]

benches

（備考）「ベンチ」は、「家具」に類似
と推定する。

アドバルーン
木製又はプラスチック製の立て看板

200165

２０Ｄ０２

(REMARKS) "Benches" is
presumed to be similar to
"furniture".

advertising balloons
upright signboards of wood or
plastics

２０Ｄ０４

審査基準 [ 6,21 類]

国際分類表 [ 6,9,16,21 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
アドバルーン
木製又はプラスチック製看板

inflatable publicity objects
signboards of wood or
plastics

200259
200253

木製又はプラスチック製の掲示
板

placards of wood or plastics

200096

3-327

食品見本模型

葬祭用具

(注)

artificial model food samples

２０Ｄ０５

ritual equipment

２０Ｆ０１

審査基準 [ 6,19,21,24,26,31 類]

国際分類表 [ 6,19,21,24,26,31 類]

位はい

Buddhist mortuary tablets
[Ihai]

神棚

Shintoist family altars
[Kamidana]

骨つぼ
さかき立て

funerary urns
Shintoist upright tubular
vases for sakaki tree twigs
[Sakaki-tate]

三宝

offering stands for Shintoism
[Sanboh]

数珠
納棺用品
花立て
棺
仏壇

Buddhist prayer beads [Juzu]
coffin fittings
ritual flower stands
coffins
Buddhist family altars
[Butsudan]

N

へいじ

Shintoist sake-offering
porcelain bottles [Heiji]

みこし

portable shrines for
Shintoism [Mikoshi]

水玉

water-offering porcelain pots
for Shintoism [Mizutama]

木魚

hollow wood blocks for
beating when reciting
Buddhist sutra [Mokugyo]

輪灯

Buddhist hanging lanterns
[Rinto]

200047

［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
骨壷

funerary urns

懐中鏡
鏡袋

(注)

pocket mirrors
pocket mirror bags

審査基準 [ 3,8,10,18,21,26 類]
（備考）「懐中鏡」は、「手鏡」に類似
と推定する。

200267

２１Ｆ０１

国際分類表 [ 3,8,10,18,21,24,26 類]

(REMARKS) "Pocket mirrors" is
presumed to be similar to
"hand-held mirrors".

靴合わせくぎ（金属製のものを除く。）

N

shoe dowels, not of metal

靴くぎ（金属製のものを除く。）

N

shoe pegs, not of metal

靴びょう（金属製のものを除く。）

hobnails, not of metal

靴保護金具（金属製のものを除く。）

protective members, not of
metal, for shoes and boots
審査基準 [ 6,14,21,22,26 類]

3-328

２２Ａ０２

200323
200322

国際分類表 [ 6,14,21,22,25,26 類]

（備考）「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。）」は、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。） 金属製靴
くぎ 金属製靴びょう 金属製
靴保護金具」、第11類「水道蛇
口用座金 水道蛇口用ワッ
シャー」、第17類「ゴム製又は
バルカンファイバー製の座金及
びワッシャー」、第18類「かば
ん金具 がま口口金 蹄鉄」、
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。

揺りかご
幼児用歩行器

(REMARKS) "Shoe pegs, not of
metal, hobnails, not of
metal, protective members,
not of metal, for shoes and
boots" is presumed to be
similar to "metal hardware,
not including "security
locks, keys of metal for
locks, ring of metal for keys
and padlocks"" in class 6,
"washers for water taps" in
class 11, "washers of rubber
or vulcanized fiber" in class
17, "handbag frames, purse
frames, horseshoes" in class
18, "curtain fittings, metalsubstitute 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.

N
N

cradles
infant walkers

２４Ａ０１

審査基準 [ 9,28 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
乳児運搬用揺りかご
幌付き揺りかご

マネキン人形
洋服飾り型類

国際分類表 [ 9,16,26,28,31 類]

Moses baskets
bassinets

N

200023
200258

200317
200023

mannequins
costume display stands

２４Ａ０２

200064

国際分類表 [ 9 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
ドレスメーカー用人台
ドレスメーカー用人台

額縁

dressmakers' dummies
tailors' dummies

N

200064
200064

picture frames

２６Ｂ０１

審査基準 [ 16 類]

200225
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
額縁用飾り縁
額縁用飾り縁
額縁用ブラケット
画桟（額縁用のもの）

石こう製彫刻
プラスチック製彫刻
木製彫刻

moldings for picture frames
mouldings for picture frames
picture frame brackets
picture rods [frames]

plaster sculptures
plastic sculptures
wooden sculptures
審査基準 [ 6,19 類]

3-329

200190
200190
200226
200226

２６Ｃ０１

国際分類表 [ 6,14,16,19,21 類]

経木

Japanese food wrapping sheets
of wood as materials [Kyogi]

しだ

ferns [unworked or partly
worked material]

竹

bamboo [unworked or partly
worked material]

竹皮

bamboo skins [unworked or
partly worked material]

つる
とう

vines
rattan [unworked or partly
worked material]

木皮

tree barks

３４Ｅ０２

審査基準 [ 31 類]

国際分類表 [ 17,21,31 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
竹
籐

bamboo
rattan

あし

reeds [raw or partly worked
material]

い

rushes [raw or partly worked
material]

おにがや

Onigaya hay [raw or partly
worked material]

すげ

sedges [unworked or partly
worked material]

すさ

(注)

麦わら
わら

200019
200133

３４Ｅ０３

vegetable aggregate for
plaster [Susa]
wheat, barley or oat straw
rice straw
国際分類表 [ 22,31 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
葦（編物材料）

reeds [plaiting materials]

牙

tusks [raw or partly worked
material]

鯨のひげ
甲殻
人工角
象牙

whalebones
shells and crusts
artificial horns
ivory [unworked or partly
worked material]

角
歯
べっこう

animal horns
animal teeth
tortoiseshells [unworked or
partly worked material]

骨

animal bone [unworked or
partly worked material]

200178

３４Ｅ０５

［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
牡鹿の枝角
貝殻
牡蠣の殻
真珠母（未加工又は半加工のも
の）

stag antlers
shells
oyster shells
mother-of-pearl, unworked or
semi-worked

3-330

200049
200233
200090
200153

動物のかぎづめ
動物の角
動物のひづめ
べっ甲
未加工又は半加工の鯨のひげ

animal claws
animal horns
animal hooves
tortoiseshell
whalebone, unworked or semiworked

200010
200035
200179
200089
200018

未加工又は半加工の角
模造のべっ甲

horn, unworked or semi-worked
imitation tortoiseshell

200074
200045

さんご

coral [unworked or partly
worked]

３４Ｅ０６

［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
さんご

coral

200071

［参考］第20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
ドアハンドル（金属製のものを
除く。）

door handles, not of metal

07A02 07A03
07C01

200273

ドアノッカー（金属製のものを
除く。）

door knockers, not of metal

07A02 07A03
07C01 07D01

200286

玄関用呼鈴（金属製及び電気式
のものを除く。）

door bells, not of metal,
non-electric

07A02 07A03
07C01 07E01

200283

ノブ（金属製のものを除く。）

knobs, not of metal

07A02 07A03
07C01 07E01

200277

ドアクローザー（金属製及び電
気式のものを除く。）

door closers, not of metal,
non-electric

07A03

200335

扉用ばね（金属製及び電気式の
ものを除く。）

door springs, not of metal,
non-electric

07A03

200335

引戸用戸車（金属製のものを除
く。）

runners, not of metal, for
sliding doors

07A03

200336

木製たる板

staves of wood

07C01 18C03

200087

木製の帯状薄板

wood ribbon

07C01 34E02

200027
200118

銃用ラック

gun racks

08A01

貯蔵・輸送用コンテナ（金属製
のものを除く。）

containers, not of metal
[storage, transport]

09A03
09G60
18C03
18C09

パンかご（パン製造業者用）

bakers' bread baskets

09A08

200163

巣箱

nesting boxes

09A44 19B33

200109

モルタル混合用槽（金属製のも
のを除く。）

troughs, not of metal, for
mixing mortar

09A99

200206

09G59
12A74
18C06
18C13

200068

製図机

drafting tables

09D01 20A01

200083

乗物用プラスチック製スロープ
台

plastic ramps for use with
vehicles

09E99

200328

管固定用環（金属製のものを除
く。）

collars, not of metal, for
fastening pipes

09F06 13C01

200291

フレキシブルホース用巻き枠
（金属製及び機械式のものを除
く。）

winding spools, not of metal,
non-mechanical, for flexible
hoses

09G02 19B32

200104

フレキシブルホース用リール
（金属製及び機械式のものを除
く。）

reels, not of metal, nonmechanical, for flexible
hoses

09G02 19B32

200103

けい留ブイ（金属製のものを除
く。）

mooring buoys, not of metal

09G08 09G49
09G99

200251
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貯蔵槽類（金属製又は石製のも
のを除く。）

tanks, not of metal nor of
masonry

09G59 09G60

200174

大おけ（金属製のものを除
く。）

vats, not of metal

09G59 18C03
18C06 18C09

200081

計測棒（鉄道積荷用）（金属製
のものを除く。）

loading gauge rods, not of
metal, for railway wagons

10C01

200055

識別腕輪（金属製のものを除
く。）

identification bracelets, not
of metal

10D01 19B21

200221

ブラシ用柄

brush mountings

11A07
19A05
19B37
22A02

200033

天秤棒又はくびき

shoulder poles [yokes]

12A71

200265

浮遊式コンテナ（金属製のもの
を除く。）

floating containers, not of
metal

12A74 18C03
18C06 18C09

200069

扉の金具（金属製のものを除
く。）

door fittings, not of metal

13C01 13C02

200125

窓の金具（金属製のものを除
く。）

window fittings, not of metal

13C01 13C02

200123

家具用の付属品及び金具（金属
製のものを除く。）

furniture fittings, not of
metal

13C01 13C02
20A01

200113

袋を密封するためのプラスチッ
ク製包装用クリップ

clips of plastic for sealing
bags

13C01 18C13

200313

ポール（金属製のものを除
く。）

poles, not of metal

13C01 19B22
19B32 24C03

200242

ドアストップ（金属製及びゴム
製のものを除く。）

door stops, not of metal or
rubber

13C01 19B99

200296

ベッドの付属品及び金具（金属
製のものを除く。）

bed fittings, not of metal

13C01 20A01

200124

テント用くい（金属製のものを
除く。）

tent pegs, not of metal

13C01 20D01
24C03

200168

棺の付属品及び金具（金属製の
ものを除く。）

coffin fittings, not of metal

13C01 20F01

200048

ベビーサークル用マット

mats for infant playpens

17C01 20A01

200275

麦わらさなだ

straw plaits

18A01

200161

麦わら製編物（敷物を除く。）

plaited straw, except matting

18A01

200160

麦わら製縁飾り

straw edgings

18A01

200162

たる（金属製のものを除く。）

barrels, not of metal

18C03 18C06
18C09

200210

たる（金属製のものを除く。）

casks, not of metal

18C03 18C06
18C09

200119

たる用たが（金属製のものを除
く。）

barrel hoops, not of metal

18C03 18C06
18C09 18C13

200211

たる用たが（金属製のものを除
く。）

cask hoops, not of metal

18C03 18C06
18C09 18C13

200211

貯蔵容器（金属製のものを除
く。）

bins, not of metal

18C03 18C06
18C09 18C13

200207

枝編み細工品

wickerwork

18C03 18C06
20A01

200199

木製又はプラスチック製の箱

boxes of wood or plastic

18C03 18C09
18C13

200315

液体燃料用容器（金属製のもの
を除く。）

containers, not of metal, for
liquid fuel

18C09 18C13

200065

燃料缶（金属製のものを除
く。）

jerrycans, not of metal

18C09 18C13

200311

排油用容器（金属製のものを除
く。）

oil drainage containers, not
of metal

18C09 18C13

200325
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13B04
19A06
21F01
25B01

プラスチック製包装容器

packaging containers of
plastic

18C09 18C13

200100

取り外し可能な流し台用マット

mats, removable, for sinks

19A05

200099

取り外し可能な流し台用マット
又はカバー

removable mats or covers for
sinks

19A05

200099

衣服用ハンガー

clothes hangers

19A06 19B99

200059

衣服用ハンガー

coat hangers

19A06 19B99

200059

シャワーチェア

shower chairs

19B04

200329

乳幼児用浴室用椅子

bath seats for babies

19B04

200337

浴槽用手すり（金属製のものを
除く。）

bathtub grab bars, not of
metal

19B04 19B57

200290

犬の排泄物処理用袋の固定式
ディスペンサー（金属製のもの
を除く。）

dispensers for dog waste
bags, fixed, not of metal

19B33 19B54

200295

衣服保管用カバー

garment covers [storage]

19B99

200252

鍵掛けボード

keyboards for hanging keys

19B99

200197

小児用寝台用緩衝保護具（寝具
に当たるものを除く。）

bumper guards for cots, other
than bed linen

19B99 20A01

200314

小児用寝台用緩衝保護具（寝具
に当たるものを除く。）

bumper guards for cribs,
other than bed linen

19B99 20A01

200314

暖炉用防護スクリーン（家具）

screens for fireplaces
[furniture]

20A01 20A02

200046

自立型間仕切り（家具）

freestanding partitions
[furniture]

20A01 20C04

200284

デッキチェア

deck chairs

20A01 20D02

200194

聖書台

lecterns

20A01 20F01

200141

家具用プラスチック製縁取り材

edgings of plastic for
furniture

20A01 34A01

200173

動物の剥製

stuffed animals

20C01 20C50

200006

鳥の剥製

stuffed birds

20C01 20C50

200156

木製・ろう製・石膏製又はプラ
スチック製の胸像

busts of wood, wax, plaster
or plastic

20C01 20C50
20D50 26C01

200223

木製・ろう製・石膏製又はプラ
スチック製の十字架像（宝飾品
を除く。）

crucifixes of wood, wax,
plaster or plastic, other
than jewellery

20C01 20C50
20D50 26C01

200324

木製・ろう製・石膏製又はプラ
スチック製の十字架像（宝飾品
を除く。）

crucifixes of wood, wax,
plaster or plastic, other
than jewelry

20C01 20C50
20D50 26C01

200324

木製・ろう製・石膏製又はプラ
スチック製の小像

figurines of wood, wax,
plaster or plastic

20C01 20C50
20D50 26C01

200239

木製・ろう製・石膏製又はプラ
スチック製の小像

statuettes of wood, wax,
plaster or plastic

20C01 20C50
20D50 26C01

200239

木製・ろう製・石膏製又はプラ
スチック製の像

statues of wood, wax, plaster
or plastic

20C01 20C50
20D50 26C01

200187

木製・ろう製・石膏製又はプラ
スチック製の美術品

works of art of wood, wax,
plaster or plastic

20C01 20C50
20D50 26C01

200205

乗客乗降用移動式階段（金属製
のものを除く。）

mobile boarding stairs, not
of metal, for passengers

20D50

200093

キャンプ用マットレス

camping mattresses

24C03

200327

びく

fishing baskets

24D01

200021

プラスチック製ラベル

labels of plastic

25B01

200307

コロゾ（実）

corozo

34E01

200076
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