
（参考）類似商品・役務審査基準〔国際分類第11ｰ2020版対応〕
変更点一覧

項番 区分 上位概念 現行の商品・役務名 現行の参考訳 類似群 区分 上位概念 改訂後の商品・役務名 改訂後の参考訳 類似群 変更内容

1 01
化学品
1 無機酸類

亜硫酸 sulphurous acid 01A01 01
化学品
1 無機酸類

亜硫酸 sulfurous acid 01A01 参考訳変更

2 01
化学品
1 無機酸類

硫酸 sulphuric acid 01A01 01
化学品
1 無機酸類

硫酸 sulfuric acid 01A01 参考訳変更

3 01
化学品
3 無機塩類

硫酸塩 sulphates 01A01 01
化学品
3 無機塩類

硫酸塩 sulfates 01A01 参考訳変更

4 01
化学品
3 無機塩類
(2) 硫酸塩

硫酸バリウム barium sulphate 01A01 01
化学品
3 無機塩類
(2) 硫酸塩

硫酸バリウム barium sulfate 01A01 参考訳変更

5 01
化学品
3 無機塩類
(8) 金属酸塩

重クロム酸カリウム potassium bichromate 01A01 01
化学品
3 無機塩類
(8) 金属酸塩

重クロム酸カリウム
bichromate of
potassium

01A01 参考訳変更

6 01
化学品
5 酸化物
(2) 金属酸化物

酸化アンチモン antimony oxides 01A01 01
化学品
5 酸化物
(2) 金属酸化物

酸化アンチモン antimony oxide 01A01 参考訳変更

7 01
化学品
5 酸化物
(2) 金属酸化物

酸化鉛 lead oxides 01A01 01
化学品
5 酸化物
(2) 金属酸化物

酸化鉛 lead oxide 01A01 参考訳変更

8 01
化学品
5 酸化物
(2) 金属酸化物

二酸化マンガン manganese dioxides 01A01 01
化学品
5 酸化物
(2) 金属酸化物

二酸化マンガン manganese dioxide 01A01 参考訳変更

9 01 化学品 硫化物 sulphides 01A01 01 化学品 硫化物 sulfides 01A01 参考訳変更

10 01
化学品
6 硫化物

二硫化炭素 carbon disulphide 01A01 01
化学品
6 硫化物

二硫化炭素 carbon disulfide 01A01 参考訳変更

11 01
化学品
6 硫化物

硫化アンチモン antimony sulphide 01A01 01
化学品
6 硫化物

硫化アンチモン antimony sulfide 01A01 参考訳変更

12 01
化学品
17 有機酸及びその塩
類

アントラニル酸 antranilic acid 01A01 01
化学品
17 有機酸及びその塩
類

アントラニル酸 anthranilic acid 01A01 参考訳変更

13 01 工業用のり及び接着剤 デキストリンのり dextrine size 01A02 01 工業用のり及び接着剤 デキストリンのり dextrin [size] 01A02 参考訳変更

14 01 非鉄金属 セシウム cesium 06A02 01 非鉄金属 セシウム caesium 06A02 参考訳変更

15 03 － 家庭用帯電防止剤
anti-static preparations
for household purposes

01A01 03 － 家庭用帯電防止剤
antistatic preparations
for household purposes

01A01 参考訳変更

16 03 せっけん類 ドライクリーニング剤
dry cleaning
preparations

04A01 03 せっけん類 ドライクリーニング剤
dry-cleaning
preparations

04A01 参考訳変更

17 03 歯磨き 練り歯磨き tooth paste 04B01 03 歯磨き 練り歯磨き toothpaste 04B01 参考訳変更

18 03 化粧品 マスカラ mascaras 04C01 03 化粧品 マスカラ mascara 04C01 参考訳変更

19 03 薫料 線香 joss-sticks 04D02 03 薫料 線香 joss sticks 04D02 参考訳変更

20 04 工業用油 工業用グリース industrial greases 05B01 04 工業用油 工業用グリース industrial grease 05B01 参考訳変更

21 05 － 衛生マスク sanitary masks 01C01 05 － 衛生マスク
sanitary masks for
personal use

01C01 参考訳変更

22 05 － 食餌療法用食品
dietetic food adapted
for medical purposes

32F16 05 － 食餌療法用食品
dietetic foods adapted
for medical purposes

32F16 参考訳変更

23 06
鉄及び鋼
5 鉄鋼二次製品

ブリキ板 tinplates 06A01 06
鉄及び鋼
5 鉄鋼二次製品

ブリキ板 tinplate 06A01 参考訳変更

24 06
建築用又は構築用の
金属製専用材料

有刺鉄線 barbed wires 07A01 06
建築用又は構築用の
金属製専用材料

有刺鉄線 barbed wire 07A01 参考訳変更

25 06 金属製金具

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。）

metal hardware, not
including "security
locks, keys of metal for
locks, ring of metal for
keys and padlocks"

13C01 06 金属製金具

金属製金具（「安全錠・
鍵用金属製リング・金
属製鍵・南京錠」を除
く。）

metal hardware, not
including "security
locks, ring of metal for
keys, keys of metal for
locks and padlocks"

13C01 表示変更

改訂前 改訂後
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（参考）類似商品・役務審査基準〔国際分類第11ｰ2020版対応〕
変更点一覧
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26 07 鉱山機械器具 コールカッター coalcutting machines 09A02 07 鉱山機械器具 コールカッター coal-cutting machines 09A02 参考訳変更

27 07
2 荷役機械器具
(1) クレーン

自走クレーン self-travelling cranes 09A03 07
2 荷役機械器具
(1) クレーン

自走クレーン mobile cranes 09A03 参考訳変更

28 07
食料加工用又は飲料
加工用の機械器具

野菜すりつぶし用機械
vegetable grating
machines

09A08 07
食料加工用又は飲料
加工用の機械器具

野菜すりつぶし用機械
grating machines for
vegetables

09A08 参考訳変更

29 07
印刷用又は製本用の
機械器具

字母用箱
boxes for matrices for
printing

09A11 07
印刷用又は製本用の
機械器具

字母用箱
boxes for matrices
[printing]

09A11 参考訳変更

30 08
手動利器（「刀剣」を除
く。）
2 包丁類

彫刻刀 carving knives 13A01 08
手動利器（「刀剣」を除
く。）
2 包丁類

彫刻刀 gravers 13A01 参考訳変更

31 09 －
発光式又は機械式の
道路標識

luminous or mechanical
road signs

09G07 09 －
発光式又は機械式の
道路標識

road signs, luminous or
mechanical

09G07 参考訳変更

32 09
測定機械器具
6 測量機械器具

磁針
surveying compass
needles

10C01 09
測定機械器具
6 測量機械器具

磁針
needles for surveying
compasses

10C01 参考訳変更

33 09
配電用又は制御用の
機械器具

継電器 electric relays 11A01 09
配電用又は制御用の
機械器具

継電器 relays, electric 11A01 参考訳変更

34 09 電線及びケーブル 電線 electric wires 11A05 09 電線及びケーブル 電線 wires, electric 11A05 参考訳変更

35 09 － 携帯情報端末
personal digital
assistants

11B01
11C01

09 携帯情報端末 1 携帯情報端末
personal digital
assistants

11B01
11C01

追加

36 － － － － － 09 携帯情報端末
2 携帯情報端末の部品
及び附属品

parts and accessories
for personal digital
assistants

11B01
11C01

追加

37 － － － － － 09
携帯情報端末
2 携帯情報端末の部品
及び附属品

携帯情報端末用カバー
covers for personal
digital assistants

11B01
11C01

追加

38 － － － － － 09
携帯情報端末
2 携帯情報端末の部品
及び附属品

携帯情報端末用ケース
cases for personal
digital assistants

11B01
11C01

追加

39 － － － － － 09
携帯情報端末
2 携帯情報端末の部品
及び附属品

携帯情報端末用スト
ラップ

straps for personal
digital assistants

11B01
11C01

追加

40 － － － － － 09
携帯情報端末
2 携帯情報端末の部品
及び附属品

スマートフォン用カバー covers for smartphones
11B01
11C01

追加

41 － － － － － 09
携帯情報端末
2 携帯情報端末の部品
及び附属品

スマートフォン用ケース cases for smartphones
11B01
11C01

追加

42 － － － － － 09
携帯情報端末
2 携帯情報端末の部品
及び附属品

スマートフォン用スト
ラップ

straps for smartphones
11B01
11C01

追加

43 09 眼鏡 水中マスク diver's masks 23B01 09 眼鏡 水中マスク divers' masks 23B01 参考訳変更

44 10
医療用機械器具
1 診断用機械器具

体脂肪測定器 body-fat monitors 10D01 10
医療用機械器具
1 診断用機械器具

体脂肪測定器 body fat monitors 10D01 参考訳変更

45 12

船舶並びにその部品及
び附属品
2 船舶の部品及び附属
品（エアクッション艇用
のものを除く。）

カヌー用パドル canoe paddles 12A01 12

船舶並びにその部品及
び附属品
2 船舶の部品及び附属
品（エアクッション艇用
のものを除く。）

カヌー用パドル paddles for canoes 12A01 参考訳変更

46 12

二輪自動車・自転車並
びにそれらの部品及び
附属品
4 自転車の部品及び附
属品

自転車用サドル saddles for bicycles 12A06 12

二輪自動車・自転車並
びにそれらの部品及び
附属品
4 自転車の部品及び附
属品

自転車用サドル bicycle saddles 12A06 参考訳変更

47 12

二輪自動車・自転車並
びにそれらの部品及び
附属品
4 自転車の部品及び附
属品

自転車用チェーン chains for bicycles 12A06 12

二輪自動車・自転車並
びにそれらの部品及び
附属品
4 自転車の部品及び附
属品

自転車用チェーン bicycle chains 12A06 参考訳変更

48 12

二輪自動車・自転車並
びにそれらの部品及び
附属品
4 自転車の部品及び附
属品

自転車用ハンドル handle bars for bicycles 12A06 12

二輪自動車・自転車並
びにそれらの部品及び
附属品
4 自転車の部品及び附
属品

自転車用ハンドル bicycle handlebars 12A06 参考訳変更
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49 13 － 爆薬 explosives powders 08B01 13 － 爆薬 explosive powders 08B01 参考訳変更

50 13 爆薬 ダイナマイト dynamites 08B01 13 爆薬 ダイナマイト dynamite 08B01 参考訳変更

51 14 － 宝石箱 jewellery cases 20A01 14 － 宝石箱 jewellery boxes 20A01 参考訳変更

52 16 文房具類 書類挟み paper folders 25B01 16 文房具類 書類挟み folders for papers 25B01 参考訳変更

53 20 家具 洗面化粧台 bathroom vanity 20A01 20 家具 洗面化粧台
bathroom vanities
[furniture]

20A01 参考訳変更

54 20 －
靴保護金具（金属製の
ものを除く。）

protective members,
not of metal, for shoes
and boots

22A02 20 －
靴保護具（金属製のも
のを除く。）

protective members,
not of metal, for shoes
and boots

22A02 表示変更

55 21 化粧用具 電気式歯ブラシ electric tooth brushes 11A07 21 化粧用具 電気式歯ブラシ toothbrushes, electric 11A07 参考訳変更

56 21 食器類 弁当箱 lunch-boxes 19A03 21 食器類 弁当箱 lunch boxes 19A03 参考訳変更

57 21
化粧用具（「電気式歯ブ
ラシ」を除く。）

くし用容器 combs cases 21F01 21
化粧用具（「電気式歯ブ
ラシ」を除く。）

くし用容器 comb cases 21F01 参考訳変更

58 21 食器類 アイスボックス
ice chests for
household
purposes

19A04 21 食器類 アイスボックス
non-electric ice chests
for household purposes

19A04 参考訳変更

59 23
糸（「脱脂屑糸」を除
く。）

絹糸 silk threads and yarns 15A01 23
糸（「脱脂屑糸」を除
く。）

絹糸 silk thread and yarn 15A01 参考訳変更

60 23
糸（「脱脂屑糸」を除
く。）

麻糸
hemp threads and
yarns

15A01 23
糸（「脱脂屑糸」を除
く。）

麻糸 hemp thread and yarn 15A01 参考訳変更

61 24
織物（「畳べり地」を除
く。）
2 麻織物

ラミー織物 ramie fabrics 16A01 24
織物（「畳べり地」を除
く。）
2 麻織物

ラミー織物 ramie fabric 16A01 参考訳変更

62 24
織物（「畳べり地」を除
く。）
2 麻織物

黄麻織物 jute fabrics 16A01 24
織物（「畳べり地」を除
く。）
2 麻織物

黄麻織物 jute fabric 16A01 参考訳変更

63 24
織物（「畳べり地」を除
く。）
4 毛織物

紡毛織物 woollen fabrics 16A01 24
織物（「畳べり地」を除
く。）
4 毛織物

紡毛織物 woollen fabric 16A01 参考訳変更

64 25 － ベルト belts for clothing 21A01 25 － ベルト belts [clothing] 21A01 参考訳変更

65 25
水上スポーツ用特殊衣
服

水上スキー用ウェット
スーツ

wetsuits for water-
skiing

24C04 25
水上スポーツ用特殊衣
服

水上スキー用ウェット
スーツ

wet suits for water-
skiing

24C04 参考訳変更

66 28 － ダイスカップ dice cups 24B01 28 － ダイスカップ cups for dice 24B01 参考訳変更

67 28

運動用具（登山用・サー
フィン用・水上スキー
用・スキューバダイビン
グ用のものを除く。）

体操用具
appliance for
gymnastics

24C01 28

運動用具（登山用・サー
フィン用・水上スキー
用・スキューバダイビン
グ用のものを除く。）

体操用具
appliances for
gymnastics

24C01 参考訳変更

68 28 釣り具 釣りざお fishing rods 24D01 28 釣り具 釣りざお rods for fishing 24D01 参考訳変更

69 28 － 昆虫採集用具
insect collectors'
articles

25B02 28 － － － － 削除

70 28 昆虫採集用具 柄付き捕虫網
insect nets [butterfly
nets]

25B02 28 － 柄付き捕虫網 butterfly nets 25B02
上位概念削除
・参考訳変更

71 28 昆虫採集用具 昆虫採集箱 insect collectors' boxes 25B02 28 － 昆虫採集箱 insect collectors' boxes 25B02 上位概念削除

72 28 昆虫採集用具 昆虫胴乱 vasculums [vascula] 25B02 28 － 昆虫胴乱 vasculums [vascula] 25B02 上位概念削除

73 28 昆虫採集用具 殺虫管
choking glass tubes for
killing caught insects

25B02 28 － 殺虫管
choking glass tubes for
killing caught insects

25B02 上位概念削除
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74 28 昆虫採集用具 毒つぼ
poisonous pots for
killing caught insects

25B02 28 － 毒つぼ
poisonous pots for
killing caught insects

25B02 上位概念削除

75 29
食用油脂
1 食用植物性油脂

食用オリーブ油 olive oils for food 31C01 29
食用油脂
1 食用植物性油脂

食用オリーブ油 olive oil for food 31C01 参考訳変更

76 29
食用油脂
1 食用植物性油脂

食用ひまわり油 sunflower oils for food 31C01 29
食用油脂
1 食用植物性油脂

食用ひまわり油 sunflower oil for food 31C01 参考訳変更

77 29
食用油脂
2 食用動物性油脂

食用骨油 bone oils for food 31C01 29
食用油脂
2 食用動物性油脂

食用骨油 bone oil for food 31C01 参考訳変更

78 29 加工野菜及び加工果実 ひき割りアーモンド ground almonds 32F04 29 加工野菜及び加工果実 ひき割りアーモンド almonds, ground 32F04 参考訳変更

79 29 加工野菜及び加工果実 乾燥野菜 dried vegetables 32F04 29 加工野菜及び加工果実 乾燥野菜 vegetables, dried 32F04 参考訳変更

80 30 － 菓子 confectionery 30A01 29 －
菓子（果物・野菜・豆類
又はナッツを主原料と
するものに限る。）

fruit-based, vegetable-
based, bean-based or
nut-based snacks

30A01
類移行
・追加

81 30 － 菓子 confectionery 30A01 30 －
菓子（果物・野菜・豆類
又はナッツを主原料と
するものを除く。）

sweets, desserts and
snacks other than
fruit-based, vegetable-
based, bean-based or
nut-based

30A01
表示変更

・参考訳変更

82 30 菓子 甘栗
syrup-coated roasted
chestnuts
[confectionery]

30A01 29
菓子（果物・野菜・豆類
又はナッツを主原料と
するものに限る。）

甘栗
sweet roasted
chestnuts

30A01
類移行

・参考訳変更

83 30 菓子 甘納豆
sugar coated beans
[confectionery]

30A01 29
菓子（果物・野菜・豆類
又はナッツを主原料と
するものに限る。）

甘納豆 candied beans 30A01
類移行

・参考訳変更

84 30 菓子 いり栗
roasted chestnuts [Iri-
guri]

30A01 29
菓子（果物・野菜・豆類
又はナッツを主原料と
するものに限る。）

いり栗 roasted chestnuts 30A01
類移行

・参考訳変更

85 30 菓子 いり豆
roasted beans [Iri-
mame]

30A01 29
菓子（果物・野菜・豆類
又はナッツを主原料と
するものに限る。）

いり豆 roasted beans 30A01
類移行

・参考訳変更

86 30 菓子 焼きりんご baked apples 30A01 29
菓子（果物・野菜・豆類
又はナッツを主原料と
するものに限る。）

焼きりんご baked apples 30A01 類移行

87 30 菓子 ゆで小豆
sweetened boiled
adzuki-beans [Yude-
adzuki]

30A01 29
菓子（果物・野菜・豆類
又はナッツを主原料と
するものに限る。）

ゆで小豆
sweetened boiled
adzuki-beans

30A01
類移行

・参考訳変更

88 30 菓子 砂糖漬け
candied fruits or
vegetables [Satoh-
zuke]

30A01 － － － － － 削除

89 30 菓子 チューインガム chewing gums 30A01 30
菓子（果物・野菜・豆類
又はナッツを主原料と
するものを除く。）

チューインガム chewing gum* 30A01 参考訳変更

90 30 穀物の加工品 乾燥飯 dried cooked-rice 32F03 30 穀物の加工品 乾燥飯 dried cooked rice 32F03 参考訳変更

91 30 － ホットドッグ hot dogs [sandwiches] 30A01 30 － ホットドッグ hot dog sandwiches 30A01 参考訳変更

92 30 調味料 みそ
soya bean paste
[condiment]

31A01 30 調味料 みそ miso 31A01 参考訳変更

93 30 穀物の加工品 パン粉 bread crumb 32F03 30 穀物の加工品 パン粉 breadcrumbs 32F03 参考訳変更

94 31 － 果実 fruits, fresh 32E01 31 － 果実 fruit, fresh 32E01 参考訳変更

95 31 － 籾米 unprocessed rice 33A01 31 － 籾米 rice, unprocessed 33A01 参考訳変更

96 31 － 芝 turf [natural] 33D01 31 － 芝 turf, natural 33D01 参考訳変更

97 32 果実飲料 トマトジュース tomato juice beverages 29C01 32 果実飲料 トマトジュース tomato juice [beverage] 29C01 参考訳変更
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（参考）類似商品・役務審査基準〔国際分類第11ｰ2020版対応〕
変更点一覧

項番 区分 上位概念 現行の商品・役務名 現行の参考訳 類似群 区分 上位概念 改訂後の商品・役務名 改訂後の参考訳 類似群 変更内容

改訂前 改訂後

98 35 －
消費者のための商品及
び役務の選択における
助言と情報の提供

commercial information
and advice for
consumers in the
choice of products and
services

35L01 35 －
消費者のための商品及
び役務の選択における
助言と情報の提供

providing commercial
information and advice
for
consumers in the
choice of products and
services

35L01 参考訳変更

99 35 － 新聞記事情報の提供
providing information
on newspaper articles

42G04 35 － 新聞記事情報の提供
providing information
about newspaper
articles

42G04 参考訳変更

100 35 － 職業のあっせん
mployment agency
services

35D01 35 － 職業のあっせん
employment agency
services

35D01 参考訳変更

101 39 － 航空機の貸与 rental of aircraft 39L05 39 － 航空機の貸与 aircraft rental 39L05 参考訳変更

102 40 金属の加工 電気めっき electro-plating 40C01 40 金属の加工 電気めっき electroplating 40C01 参考訳変更

103 40 － 木材の加工 wood-working 40C04 40 － 木材の加工 woodworking 40C04 参考訳変更

104 － － － － － 41 －
インターネットを利用し
て行う映像の提供

providing videos from
the internet, not
downloadable

41E02 追加

105 － － － － － 41 －
インターネットを利用し
て行う音楽の提供

providing digital music
from the Internet, not
downloadable

41E03 追加

106 41 運動用具の貸与
スキンダイビング用具
の貸与

rental of skin-diving
equipment

41M03 41 運動用具の貸与
スキンダイビング用具
の貸与

rental of skin diving
equipment

41M03 参考訳変更

107 41 － おもちゃの貸与 rental of toys 41M08 41 － おもちゃの貸与 toy rental 41M08 参考訳変更

108 42 －
デザインの考案（広告
に関するものを除く。）

designing, other than
for advertising
purposes

42P01 42 － デザインの考案 design services 42P01
表示変更

・参考訳変更

109 43 －
宿泊施設の提供の契
約の媒介又は取次ぎ

accomodation
bureaux[brokering
reservations for hotels,
boarding houses or the
like]

42A02 43 －
宿泊施設の提供の契
約の媒介又は取次ぎ

accommodation
bureaux services
[hotels, boarding
houses]

42A02 参考訳変更

110 45 － 衣服の貸与 rental of clothing 42X02 45 － 衣服の貸与 clothing rental 42X02 参考訳変更
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