
第22類 類似商品・役務審査基準

第２２類 CLASS 22

船舶用オーニング awnings for vessels １２Ａ０１

ターポリン tarpaulins for ships

帆 N sails 220059

審査基準 [ 6,9,12 類] 国際分類表 [ 6,9,12,19 類]

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

括帆索 fibrous gaskets for ships 220036

帆船用の帆 canvas for sails 220110

綿繊維 cotton fibers １４Ａ０１

国際分類表 [ 17 類]

綿花 raw cotton

落綿 cotton waste

raw textile fibers原料繊維 １４Ａ０１ １４Ａ０２
１４Ａ０３ １４Ａ０４
１４Ａ０５ １４Ａ０６

【商品・サービス国際分類表〔第１１－２０２１版〕 類別表（注釈付き）】

ロープ及びひも；

網；

テント及びターポリン、雨覆い；

織物製又は合成繊維製オーニング；

帆；

ばら荷の輸送用及び貯蔵用の袋；

詰物用材料（紙製、厚紙製、ゴム製又はプラスチック製のものを除く。）；

織物用の未加工繊維及びその代用品．

注釈

第22類には、主として、帆布及びその他の帆製造用の材料、ロープ製品、詰物用材料及び織物用の未加工繊維を含む。

この類には、特に、次の商品を含む：

天然若しくは人造の織物用繊維製・紙製又はプラスチックから成るひも及びトワイン；

漁網、ハンモック、なわばしご；

乗物用カバー（型に合わせていないもの）；

機能又は用途によって他に分類されない特定の袋、例えば、洗濯用メッシュバッグ、遺体袋、郵便用集配袋；

織物製包装用袋；

動物の繊維及び織物用未加工繊維、例えば動物の毛、繭、ジュート、未加工又は加工済みの羊毛、絹繊維．

この類には、特に、次の商品を含まない：

金属製ロープ（第6類）；

楽器用の弦（第15類）及びラケット用糸（第28類）；

紙製又は厚紙製（第16類）、ゴム製又はプラスチック製（第17類）の詰物用材料；

その機能又は用途によって分類される特定の網及び袋、例えば、救命網（第9類）、乗物用網棚（第12類）、旅行用衣服かば

ん（第18類）、ヘアネット（第26類）、ゴルフバッグ（第28類）、運動用ネット（第28類）；

その材料に従って分類される織物製を除く包装袋、例えば、紙製又はプラスチック製包装袋（第16類）、ゴム製包装袋（第

17類）、革製包装袋（第18類）．
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類似商品・役務審査基準 第22類

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

未加工綿 raw cotton 220025

麻繊維 N hemp fibers １４Ａ０２ 220013

亜麻 flax fiber, raw

黄麻 jute fiber, raw

サイザル麻 sisal fiber, raw

大麻 true hemp fiber, raw

ラフィア raffia fiber, raw

ラミー ramie fiber, raw

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

麻繊維 hemp fibres 220013

亜麻繊維 raw linen [flax] 220056

エスパルト繊維 esparto grass 220070

黄麻 jute 220046

ココナッツ繊維 coconut fiber 220018

ココナッツ繊維 coconut fibre 220018

サイザル麻 sisal 220077

靭皮繊維 liber 220054

ラフィア raffia 220067

ラミー繊維 ramie fiber 220066

ラミー繊維 ramie fibre 220066

絹繊維 silk fibers １４Ａ０３

繭 N cocoons 220019

真綿 floss silk

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

絹繊維 raw silk 220008

絹紡糸（未加工の副蚕糸） schappe [raw silk waste] 220016

副蚕糸 silk waste 220016

毛繊維 coarse animal hairs １４Ａ０４

アルパカの毛 alpaca hair

アンゴラやぎの毛 angora goat hair

うさぎの毛 rabbit hair

羊毛 wool [raw material]

らくだの毛 N camel hair 220012

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

刈り取った羊毛 shorn wool 220073

梳毛 combed wool 220052

フリースウール fleece wool 220072

紡毛 carded wool 220051

未加工又は加工済みの羊毛 raw or treated wool 220050
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第22類 類似商品・役務審査基準

１４Ａ０５

審査基準 [ 17 類] 国際分類表 [ 17 類]

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

220092

220092

１４Ａ０６

審査基準 [ 17 類] 国際分類表 [ 17,21 類]

ガラス繊維 glass fibers for textile use

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

織物用ガラス繊維 glass fibers for textile use 220093

織物用ガラス繊維 glass fibres for textile use 220093

220037

220037

織物用炭素繊維 carbon fibers for textile use 220087

織物用炭素繊維 carbon fibres for textile use 220087

衣服綿 cotton waddings for clothes １７Ｃ０１

ハンモック N hammocks 220043

布団袋 (注) Futon bags

布団綿 cotton batting for Futon

審査基準 [ 20,24 類] 国際分類表 [ 5,20,24 類]

編みひも knitted cords １８Ａ０１

のり付けひも starched cords

よりひも twisted cords

綱類 cordage

審査基準 [ 17,18,26 類] 国際分類表 [ 6,16,17,18,20,26 類]

1 編みひも knitted cords

のり付けひも starched cords

よりひも twisted cords

chemical fibers for textile
use

織物用化学繊維

semi-synthetic fiber for
textile use

織物用半合成繊維

regenerated fibers for
textile use

織物製再生繊維

synthetic fibers for textile
use

織物用合成繊維

inorganic fibers for textile
use

織物用無機繊維

plastic fibres for textile
use

織物用プラスチック繊維

plastic fibers for textile
use

織物用プラスチック繊維

vitreous silica fibres for
textile use

織物用石英ガラス繊維

vitreous silica fibers for
textile use

織物用石英ガラス繊維

metallic fibers for textile
use

金属繊維

Sanada-himo [Japanese-style
cords]

真田ひも

Sanada-himo [Japanese-style
cords]

真田ひも
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類似商品・役務審査基準 第22類

2 綱類 cordage

トワイン twines

縄 straw ropes

はえ縄 longlines for fishing

ロープ N ropes* 220021

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

麻製ひも hemp bands 220015

網用トワイン twine for nets 220039

額縁の掛けひも cords for hanging pictures 220089

紙製トワイン twine made of paper 220038

220084

穀物結束用ひも sheaf-binding yarns 220042

220086

ひも string 220035

ぶどうの木の結束用帯片 strips for tying-up vines 220003

包装用ひも packing string 220032

220079

包装用ロープ packing rope 220091

むちなわ whipcord 220022

220020

網類（金属製のものを除く。） netting, not of metal １８Ｂ０１

麻網 hemp nettings

化学繊維網 chemical fiber nettings

ガラス繊維網 glass fiber netting

絹網 silk netting

漁網 N fishing nets 220011

綿網 cotton netting

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

網 nets* 220094

220049

カモフラージュ用ネット nets for camouflage 220009

巾着網 purse seines 220108

養殖用網生けす net pens for fish farming 220109

わな用網 snares [nets] 220048

１８Ｃ０５

国際分類表 [ 17 類]

麻袋 jute bags for use in industry

cables, not of metalケーブル（金属製のものを除
く。）

ropes, not of metalロープ（金属製のものを除
く。）

thread, not of metal, for
wrapping or binding

包装用又は結束用のひも（金属
製のものを除く。）

binding thread, not of metal,
for agricultural purposes

農業用結束ひも

industrial packaging
containers of textile

布製包装用容器

network網類（金属製又は石綿製のもの
を除く。）

netting materials for insect
prevention

防虫網

cotton bags for use in
industry

綿袋

packaging bags of chemical
fiber

化学繊維袋
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第22類 類似商品・役務審査基準

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

220116

220069

220068

郵便用集配袋 mail bags 220104

１８Ｃ０７

かます rice straw bags [Kamasu]

俵 rice straw bales [Tawara]

瓶用わら包み N straw wrappers for bottles 220080

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

220080

わら製瓶包み bottle envelopes of straw 220080

結束用ゴムバンド elastic bands for binding １８Ｃ１２

国際分類表 [ 16 類]

雨覆い tarpaulins, not for ships ２０Ｄ０１

織物製屋外用ブラインド N outdoor blinds of textile 220111

天幕 tents, not for camping

審査基準 [ 6,17,19 類] 国際分類表 [ 6,17,19,20 類]

 （備考）

靴用ろう引き縫糸 N wax ends ２２Ａ０２ 220055

審査基準 [ 6,14,20,21,26 類] 国際分類表 [ 6,14,20,21,25,26 類]

ザイル mountaineering ropes ２４Ｃ０３

審査基準 [ 6,8,21,24,28 類] 国際分類表 [ 6,18,20,24,28 類]

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

220117

ウインドサーフィン用のセイル sails for windsurfing ２４Ｃ０４

審査基準 [ 8,9,25,28 類] 国際分類表 [ 9,25,28 類]

cloth bags specially adapted
for the storage of diapers

おむつ保管用の専用布袋

industrial packaging
containers of straw

わら製包装用容器

sacks for the transport and
storage of materials in bulk

ばら荷の輸送用及び貯蔵用の袋

bags [envelopes, pouches] of
textile, for packaging

織物製包装用袋

tents for mountaineering or
camping

登山用又はキャンプ用のテント

(REMARKS) "Tarpaulins, not
for ships, tents, not for
camping " is presumed to be
similar to "blinds of reed,
rattan or bamboo [Sudare]"
and "window shades" in class
20.

「雨覆い 天幕」は、第２０類
「すだれ 日よけ」に類似と推
定する。

packing, of straw, for
bottles

瓶用わら製包装材料

bivouac sacks being sheltersシェルターとしてのビバーク
サック
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類似商品・役務審査基準 第22類

おがくず N sawdust ３４Ｅ０４ 220006

カポック N kapok 220047

かんなくず N wood shavings 220004

木毛 wood wool [wooden excelsior]

もみがら rice hulls

ろうくず wax waste for stuffing

国際分類表 [ 21 類]

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

絹くず silk flock 220040

220090

木毛 wood wool 220005

リンター linters 220101

綿くず cotton tow 220026

綿くず（詰物用のもの） flock [stuffing] 220007

３４Ｅ０７

審査基準 [ 21,26 類] 国際分類表 [ 21,26 類]

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

馬毛 horsehair* 220027

室内装飾用品の詰物用ウール upholstery wool [stuffing] 220033

豚の剛毛 pig bristles* 220114

羊毛くず wool flock 220041

羽 feathers and downs ３４Ｅ０８

［参考］類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示

アイダーダウン eiderdown 220029

220064

寝具用羽毛 feathers for bedding 220057

綿毛（羽毛） down [feathers] 220028

［参考］第22類のその他のアルファベット順一覧表掲載の表示

# 09A03 220083

# 09A03 220081

# 09A03 220081

# 09A03 220082

# 09A03 220082

ターポリン、雨覆い tarpaulins 12A01 20D01 220002

# 自動車牽引用ロープ car towing ropes 12A05 220103

# 12A05 12A06 220075
12A71 12A75

cattle hair, raccoon dog
hair, pig bristles and
horsehair [raw material]

牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛（未加工
のものに限る。）

cotton waste [flock] for
padding and stuffing

詰物用くず綿

braces, not of metal, for
handling loads

荷役用吊り手（金属製のものを
除く。）

slings, not of metal, for
handling loads

荷役用つり索（金属製のものを
除く。）

feathers for stuffing
upholstery

室内装飾用品の詰物用羽毛

荷役用ベルト（金属製のものを
除く。）

straps, not of metal, for
handling loads

荷役用ひも（金属製のものを除
く。）

harness, not of metal, for
handling loads

荷役用吊り手（金属製のものを
除く。）

vehicle covers, not fitted乗物用カバー（型に合わせてい
ないもの）

belts, not of metal, for
handling loads
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第22類 類似商品・役務審査基準

14A01 14A02 220010
14A03 14A04 

14A05 14A06

14A01 14A02 220076
14A03 14A04 

14A05 14A06

14A01 14A02 220076
14A03 14A04 

14A05 14A06

14A01 14A02 220060
14A03 14A04 

14A05 14A06

# 14A01 14A02 220030
14A03 14A04 

14A05 14A06 

17C01 18C05 

18C07 34E03 

34E04 34E07 

34E08

# 14A01 14A02 220030
14A03 14A04 

14A05 14A06 

17C01 18C05 

18C07 34E03 

34E04 34E07 

34E08

# 14A01 14A02 220061
14A03 14A04 

14A05 14A06 

34E03 34E04 

34E07 34E08

トウ tow 14A02 14A05 220014

動物の毛 animal hair 14A04 34E07 220065

# 隔壁布 brattice cloth 16C02 220001

18A01 18C12 220112

18A01 18C12 220078

# 18A01 20C01 220045

18C05 18C07 220031

# 洗濯用メッシュバッグ mesh bags for washing laundry 19A06 220106

# 動物給餌用ネット animal feeding nets 19B33 220113

# なわばしご rope ladders 19B34 220023

# 遺体袋 body bags 19B99 220107

# 洗濯物袋 laundry bags 19B99 220118

# ダストシート drop cloths 20C01 220115

# ダストシート dust sheets 20C01 220115

# 20C01 220045

# 窓枠用つりひも sash cords 20C01 220088

# 織物製オーニング awnings of textile 20C01 20D01 220058

# 20C01 20D01 220102

テント tents* 20D01 24C03 220071

# カモフラージュ用覆い covers for camouflage 20D50 220085

# スキーセーリング用帆 sails for ski sailing 24C01 220105

# 詰物用海草 seaweed for stuffing 32C02 220074

# 室内装飾用品の詰物用わら straw for stuffing upholstery 34E03 220062

# 室内装飾用品の詰物用草 grasses for upholstering 34E03 220044

textile fibers原料繊維

raw fibrous textile織物用未加工繊維

awnings of synthetic
materials

合成繊維製オーニング

ladder tapes for venetian
blinds

ベネチアンブラインド用ラダー
テープ

packing [cushioning,
stuffing] materials, not of
rubber, plastics, paper or
cardboard

包装用詰物材料（ゴム製、プラ
スチック製、紙製又は厚紙製の
ものを除く。）

ladder tapes or webbing for
venetian blinds

ベネチアンブラインド用のラ
ダーテープ又は帯ひも

wrapping or binding bands,
not of metal

padding materials, not of
rubber, plastics, paper or
cardboard

詰物用材料（ゴム製、プラス
チック製、紙製又は厚紙製のも
のを除く。）

wadding for filteringろ過用詰物用材料

textile fibres原料繊維

包装用又は結束用のバンド（金
属製のものを除く。）

bindings, not of metal締め具（金属製のものを除
く。）

wadding for padding and
stuffing upholstery

室内装飾用品の詰物用材料

stuffing, not of rubber,
plastics, paper or cardboard

詰物用材料（ゴム製、プラス
チック製、紙製又は厚紙製のも
のを除く。）

3－358




