
第24類 類似商品・役務審査基準

第２４類 CLASS 24

woven fabrics

１６Ａ０１

国際分類表 [ 16,17 類]

1 綿織物類 cotton fabrics

綿織物 N cotton fabrics 240028

落綿織物 waste cotton fabrics

2 麻織物 hemp yarn fabrics

亜麻織物 flax fabrics

黄麻織物 N jute fabric 240063

大麻織物 true hemp fabrics

ラミー織物 N ramie fabric 240083

3 絹織物類 silk fabrics

絹織物 N silk [cloth] 240088

絹紡織物 spun silk fabrics

絹紡つむぎ糸織物 hand spun silk fabrics

4 毛織物 wool yarn fabrics

梳
そ

毛織物 worsted fabrics

紡毛織物 N woollen fabric 240064

5 化学繊維織物 chemical fiber fabrics

合成繊維織物 synthetic fiber fabrics

半合成繊維織物 semi-synthetic fiber fabrics

6 無機繊維織物 inorganic fiber fabrics

ガラス繊維織物 glass fiber fabrics

金属繊維織物 metal fiber fabrics

織物 １６Ａ０１ １６Ａ０３

regenerated fiber yarn
fabrics

再生繊維織物

woven fabrics, other than
edging ribbons for Tatami
mats

織物（「畳べり地」を除く。）

【商品・サービス国際分類表〔第１１－２０２１版〕 類別表（注釈付き）】

織物及び織物の代用品；

家庭用リネン製品；

織物製又はプラスチック製のカーテン．

注釈

第24類には、主として、織物及び家庭用織物製カバーを含む。

この類には、特に、次の商品を含む：

家庭用リネン製品、例えば、ベッドカバー、まくらかけ、織物製タオル；

紙製ベッド用リネン製品；

スリーピングバッグ、スリーピングバッグライナー；

蚊帳．

この類には、特に、次の商品を含まない：

医療用電気毛布（第10類）及び電気毛布（医療用のものを除く。）（第11類）；

紙製テーブルリネン（第16類）；

石綿製防火幕（第17類）、竹製カーテン及び装飾用ビーズカーテン（第20類）；

馬用毛布（第18類）；

特殊な用途の特定の織物、例えば、製本用織物（第16類）、電気絶縁・断熱・防音用織物（第17類）、地盤用シート（第19

類）．
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類似商品・役務審査基準 第24類

7 混紡織物 mixed fiber fabrics

混紡麻織物 hemp base mixed fabrics

混紡絹織物 silk base mixed fabrics

混紡毛織物 wool base mixed fabrics

混紡綿織物 cotton base mixed fabrics

8

麻絹交織物 hemp-silk mixed fabrics

麻毛交織物 hemp-wool mixed fabrics

麻綿交織物 hemp-cotton mixed fabrics

絹綿交織物 silk-cotton mixed fabrics

絹毛交織物 silk-wool mixed fabrics

ゴム交織物 elastic yarn mixed fabrics

無機繊維交織物 inorganic fiber mixed fabrics

毛綿交織物 wool-cotton mixed fabrics

9 細幅織物 narrow woven fabrics

ゲートル地 puttees cloth

ズボンつり地 suspenders cloth

バンド地 belt cloth

10 紙織物 paper yarn fabrics

［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

麻織物 hemp fabric 240017

亜麻布 linen cloth 240067

エスパルト織物 esparto fabric 240090

ガーゼ生地 gauze [cloth] 240056

240104

240104

キャラコ calico 240095

クレープ（織物） crepe [fabric] 240035

クレポン生地 crepon 240036

毛織物 woollen cloth 240064

毛芯 haircloth [sackcloth] 240058

シェニール織物 chenille fabric 240111

ゼファー（布） zephyr [cloth] 240094

ダイヤパー亜麻繊維 diapered linen 240069

タフタ（布） taffeta [cloth] 240091

240015

ダマスク織物 damask 240037

弾性織物 elastic woven material 240046

チーズクロス cheese cloth 240053

チェビオット羊毛織物 cheviots [cloth] 240023

ディミティ dimity 240054

ドラゲット織物 drugget 240044

トレリス布 trellis [cloth] 240016

捺染した更沙布地 printed calico cloth 240061

chemical fiber base mixed
fabrics

混紡化学繊維織物

covered rubber yarn fabrics
for textile use

被覆ゴム糸織物

multiple chemical fiber
fabrics

化学繊維交織物

mixed yarn fabrics [union
fabrics]

交織物

canvas for tapestry or
embroidery

タペストリー用又は刺しゅう用
布

fibreglass fabrics for
textile use

ガラス繊維織物

fiberglass fabrics for
textile use

ガラス繊維織物
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第24類 類似商品・役務審査基準

240060

ビロード織物 velvet 240026

ファスチャン織物 fustian 240054

フランネル生地 flannel [fabric] 240050

フリーズ（布） frieze [cloth] 240052

ふるい絹 bolting cloth 240009

ブロケード brocades 240011

240019

麻布 hemp cloth 240018

マラブー織物 marabouts [cloth] 240073

網状薄絹 tulle 240089

モールスキン（織物） moleskin [fabric] 240077

モスリン織物 muslin fabric 240127

240049

240049

リネン製品用生地 tick [linen] 240031

レーヨン織物 rayon fabric 240084

１６Ａ０３

メリヤス生地 knitted fabrics １６Ｂ０１

審査基準 [ 26 類] 国際分類表 [ 26 類]

絹メリヤス生地 knitted fabrics of silk yarn

毛メリヤス生地 knitted fabrics of wool yarn

［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

編物 knitted fabric 240092

ジャージー生地 jersey [fabric] 240062

１６Ｃ０１

国際分類表 [ 17 類]

1 フェルト N felt* 240027

圧縮フェルト press felt

織りフェルト woven felt

2 不織布 N non-woven textile fabrics 240098

traced cloth for embroideryモチーフを線描した刺しゅう用
布

hat linings, of textile, in
the piece

帽子用織物製裏地

silk fabrics for printing
patterns

捺染用絹織物

knitted fabrics of chemical-
fiber yarn

化学繊維メリヤス生地

cloth for Tatami mat edging
ribbons

畳べり地

traced cloths for embroideryモチーフを線描した刺しゅう用
布

felt and non-woven textile
fabrics

フェルト及び不織布

knitted fabrics of cotton
yarn

綿メリヤス生地
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類似商品・役務審査基準 第24類

オイルクロス oilcloth １６Ｃ０２

ゴム引防水布 gummed waterproof cloth

ビニルクロス vinyl coated cloth

ラバークロス rubberized cloth

N 240105

審査基準 [ 18 類] 国際分類表 [ 16,18,22 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

240025

240002

240057

バックラム buckram 240010

240081

１７Ｂ０１

タオル towels of textile

ハンカチ handkerchiefs

［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

織物製顔ふきタオル face towels of textile 240087

織物製タオル towels of textile 240072

織物製ハンカチ handkerchiefs of textile 240078

240005

かや mosquito nets １７Ｃ０１

敷布 bedsheets

布団 Futon quilts

布団カバー quilt covers for Futon

布団側 Futon ticks [unstuffed Futon]

まくらカバー pillowcases [pillow slips]

毛布 blankets

審査基準 [ 20,22 類] 国際分類表 [ 5,20,22 類]

 （備考）

filtering materials of
textile

ろ過布

gummed cloth, other than for
stationery purposes

ゴム引き布（文房具用のものを
除く。）

fabric, impervious to gases,
for aeronautical balloons

気球用のガス不透性布地

oilcloth for use as
tablecloths

オイルクロス（テーブルクロス
用のもの）

Japanese cotton towels
[Tenugui]

手ぬぐい

woven textile goods for
personal use

布製身の回り品

plastic material [substitute
for fabrics]

プラスチック製クロス

bath linen, except clothing浴用リネン製品（衣服を除
く。）

Japanese general wrapping
cloth [Furoshiki]

ふろしき

Japanese ceremonial wrapping
cloth [Fukusa]

ふくさ

(REMARKS) "Mosquito nets,
bedsheets, Futon quilts,
quilt covers for Futon, Futon
ticks [unstuffed futon],
pillowcases [pillow slips],
blankets" is presumed to be
similar to "beds" in class
20.

「かや 敷布 布団 布団カ
バー 布団側 まくらカバー
毛布」は、第２０類「寝台」に
類似と推定する。
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第24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

羽毛掛け布団 eiderdowns [down coverlets] 240045

掛け布団 quilts 240029

蚊帳 mosquito nets 240079

クッションカバー covers for cushions 240115

シーツ（織物） sheets [textile] 240040

装飾用まくらかけ pillow shams 240112

乳児用かいまき sleeping bags for babies 240122

240126

240126

240120

ピクニック用ブランケット picnic blankets 240129

ベッド用毛布 bed blankets 240114

ベッド用リネン製品 bed linen 240068

まくらカバー pillowcases 240080

マットレスカバー mattress covers 240030

マットレスカバー ticks [mattress covers] 240074

旅行用ひざ掛け travelling rugs [lap robes] 240034

織物製テーブルナプキン N table napkins of textile １９Ａ０５ 240076

審査基準 [ 8,16,21 類] 国際分類表 [ 6,8,9,16,20,21 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

織物製食卓マット place mats of textile 240113

織物製テーブルナプキン serviettes of textile 240076

織物製コースター coasters of textile 240096

織物製のテーブルマット tablemats of textile 240097

ふきん dish towels for drying １９Ａ０６

審査基準 [ 16,21 類] 国際分類表 [ 16,20,21,22 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

ガラス器用ふきん glass cloths [towels] 240048

シャワーカーテン shower curtains １９Ｂ０４

審査基準 [ 21,27 類] 国際分類表 [ 6,20,21,27 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

240119

１９Ｂ２２

審査基準 [ 6,16,20 類] 国際分類表 [ 6,16,20 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

240006

織物製又はプラスチック製の旗 bunting of textile or plastic 240043

織物製又はプラスチック製の旗 flags of textile or plastic 240042

crib bumpers [bed linen]乳児用寝台緩衝材（リネン製
品）

cot bumpers [bed linen]乳児用寝台緩衝材（リネン製
品）

banners and flags, not of
paper

のぼり及び旗（紙製のものを除く。）

shower curtains of textile or
plastic

織物製又はプラスチック製シャ
ワーカーテン

diaper changing cloths for
babies

乳幼児のおむつ換え用敷き布

banners of textile or plastic織物製又はプラスチック製のの
ぼり
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類似商品・役務審査基準 第24類

織物製トイレットシートカバー toilet seat covers of textile １９Ｂ５６

審査基準 [ 11,21 類] 国際分類表 [ 11,21 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

240118

織物製椅子カバー seat covers of textile ２０Ｃ０１

織物製壁掛け N wall hangings of textile 240103

カーテン curtains

テーブル掛け table cloths, not of paper

審査基準 [ 20,27 類] 国際分類表 [ 6,14,16,18,19,20,21,22,26,27 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

240047

240085

240117

家具用カバー covers [loose] for furniture 240059

家具用カバー loose covers for furniture 240059

240075

240075

紙製ベッドカバー bed covers of paper 240032

240103

240033

240022

扉用カーテン door curtains 240082

布製ベッドスカート bed valances 240125

ベッドカバー bed covers 240029

ベッドカバー bedspreads 240029

ベッドカバー coverlets [bedspreads] 240029

網状カーテン net curtains 240093

２０Ｆ０１

審査基準 [ 6,19,20,21,26,31 類] 国際分類表 [ 6,19,20,21,26,31 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

遺体覆い shrouds 240041

draperies [thick drop
curtains]

どん帳

fitted toilet lid covers of
fabric

織物製トイレット蓋カバー

curtains of textile or
plastic

織物製又はプラスチック製の
カーテン

curtain holders of textile
material

織物製カーテンホルダー

tapestry [wall hangings], of
textile

タペストリー（壁掛け）

furniture coverings of
plastic

家具用プラスチック製カバー

coverings of plastic for
furniture

家具用プラスチック製カバー

tablecloths, not of paperテーブルクロス（紙製のものを
除く。）

black-and-white striped
curtains

黒白幕

red-and-white striped
curtains

紅白幕

shrouds for dressing a corpse
for funeral [Kyokatabira
kimono]

経かたびら

furniture coverings of
textile

家具用織物製カバー

shrouds [sheets for wrapping
corpses]

遺体覆い

table runners, not of paperテーブルランナー（紙製のもの
を除く。）
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第24類 類似商品・役務審査基準

ビリヤードクロス billiard cloth [baize] ２４Ｂ０２

審査基準 [ 28 類] 国際分類表 [ 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

ビリヤードクロス billiard cloth 240007

スリーピングバッグ N sleeping bags ２４Ｃ０３ 240124

審査基準 [ 6,8,21,22,28 類] 国際分類表 [ 6,18,20,22,28 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

240128

スリーピングバッグライナー sleeping bag liners 240100

［参考］第24類のその他のアルファベット順一覧表掲載の表示

# 印刷機用織物製ブランケット printers' blankets of textile 09A11 240106

16A01 16A03 240012
16B01 16C01

下着用生地 lingerie fabric 16A01 16B01 240038

16A01 16B01 240039
16C01

16A01 16B01 240003
16C01

16A01 16B01 240004
16C01

16A01 16B01 240013
16C01

16A01 16B01 240008
16C01

16A01 16B01 240116
16C01

16A01 16B01 240001
16C01

16A01 16B01 240020
16C01

16A01 16B01 240021
16C01

# 乳児用おくるみ baby buntings 17A04 240123

17B01 17C01 240071
19A05 19A06 

20C01

19A05 20C01 240070

# ペット用毛布 blankets for household pets 19B33 240121

# 21F01 240101

# 浴用手袋 bath mitts 21F01 240055

# 織物製ラベル labels of textile 25B01 240102

布地

upholstery fabrics室内装飾用品用布地

fabric imitating animal skins獣皮を模した布地

履物の内張り用布

adhesive fabric for
application by heat

熱により貼付する粘着性生地

fabrics for textile use布地

fabric*布地

cloths for removing make-up化粧落とし用の布（化粧落とし
剤を含ませたものを除く。）

table linen, not of paper食卓用リネン製品（紙製を除
く。）

household linen家庭用リネン製品

fabric for footwear履物用布地

lining fabric for footwear

linings [textile]裏地

textile material生地

bivouac sacks being covers
for sleeping bags

スリーピングバッグ用カバーと
してのビバークサック

cloth*
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