
第３３類 CLASS 33

清酒 N Sake ２８Ａ０１ 330022

合成清酒 Sake substitute

直し Naoshi [Japanese liquor]

1 清酒 N Sake 330022

日本酒 Japanese sake [Nihonshu]

2

3 合成清酒 Sake substitute

直し Naoshi [Japanese liquor]

洋酒 western liquors in general ２８Ａ０２

果実酒 alcoholic fruit beverages

審査基準 [ 32 類] 国際分類表 [ 32 類]

1 洋酒 western liquors in general

ウイスキー whiskey [whisky]

ウォッカ N vodka 330034

みりん Japanese Shochu-based mixed
liquor [Mirin]

【商品・サービス国際分類表〔第１１－２０１９版〕 類別表（注釈付き）】

アルコール飲料（ビールを除く。）；

飲料製造用アルコール調整品．

注釈

第33類には、主として、アルコール飲料（ビールを除く。）、エッセンス及びエキスを含む。

この類には、特に、次の商品を含む：

ぶどう酒、酒精強化ワイン；

りんご酒、なし酒；

スピリッツ、リキュール；

アルコールエッセンス、果実のエキス（アルコール分を含むもの）、ビターズ．

この類には、特に、次の商品を含まない：

医療用飲料（第5類）；

アルコールを除去した飲料（第32類）；

ビール（第32類）；

アルコール飲料製造用のアルコール分を含まないミキサー（割り材）、例えば、清涼飲料、ソーダ水（第32類）．

焼酎 Japanese white liquor
[Shochu]

白酒 Japanese sweet rice-based
mixed liquor [Shiro-zake]

焼酎 Japanese white liquor
[Shochu]

泡盛 Awamori [distilled rice
spirits]

白酒 Japanese sweet rice-based
mixed liquor [Shiro-zake]

みりん Japanese Shochu-based mixed
liquor [Mirin]

酎ハイ Japanese Shochu-based
beverages [Chuhai]
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ジン N gin 330014

ブランデー N brandy 330019

ラム N rum 330033

リキュール N liqueurs 330015

2 果実酒 alcoholic fruit beverages

いちご酒 strawberry wine

梨酒 perry

ぶどう酒 N wine 330013

りんご酒 N cider 330009

3

［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

アニス（リキュール） anise [liqueur] 330004

アニゼット（リキュール） anisette [liqueur] 330005

アラック酒 arak [arrack] 330007

アラック酒 arrack [arak] 330007

ウイスキー whisky 330023

カクテル cocktails* 330010

330002

キュラソー curacao 330011

キルシュ kirsch 330017

330012

スピリッツ（飲料） spirits [beverages] 330018

なし酒 perry 330021

330036

ピケット酒 piquette 330020

ビターズ bitters 330003

330035

ペパーミントリキュール peppermint liqueurs 330001

中国酒 Chinese liquors in general ２８Ａ０３

［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

330037

酎ハイ Japanese Shochu-based
beverages [Chuhai]

果実のエキス（アルコール分を
含むもの）

fruit extracts, alcoholic

消化促進酒（リキュール及びス
ピリッツ）

digesters [liqueurs and
spirits]

ニラ（さとうきびを主原料とす
るアルコール飲料）

nira [sugarcane-based
alcoholic beverage]

プレミックスアルコール飲料
（ビールベースのものを除
く。）

pre-mixed alcoholic
beverages, other than beer-
based

ウチャピーチュー Wujiapie-jiou [mixed Chinese
liquor]

カオリャンチュー Gaolian-jiou [sorghum-based
Chinese spirits]

パイカル Chinese white liquor
[Baiganr]

ラオチュー Laojiou [Chinese brewed
alcoholic beverages]

パイチュー（中国蒸留酒） baijiu [Chinese distilled
alcoholic beverage]
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薬味酒 flavored liquors ２８Ａ０４

はちみつ酒 N hydromel [mead] 330016

 （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

はちみつ酒 mead [hydromel] 330016

［参考］第33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

28A01 28A02 330006
28A03 28A04

28A01 28A02 330026
28A03 28A04

28A01 28A02 330025
28A03 28A04

28A01 28A02 330024
28A03 28A04

28A01 28A02 330031
28A03 28A04

28A01 28A02 330032
28A03 28A04

28A01 28A02 330008
28A03 28A04

梅酒 liquor flavored with Japanese
plum extracts

保命酒 liquor containing herb
extracts

松葉酒 liquor flavored with pine
needle extracts

まむし酒 liquor containing Mamushi-
snake extracts

「薬味酒」は、第５類「薬用
酒」に類似と推定する。

(REMARKS) "Flavored liquors"
is presumed to be similar to
"medicinal alcoholic
beverages" in class 5.

アペリティフ（ビールを除
く。）

aperitifs*

アルコール飲料（ビールを除
く。）

alcoholic beverages, except
beer

アルコールエキス（ビール用の
ものを除く。）

alcoholic extracts

アルコールエッセンス alcoholic essences

果実入りアルコール飲料 alcoholic beverages
containing fruit

米を原料とする酒 rice alcohol

蒸留酒 distilled beverages
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