
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11ｰ2022版対応〕
変更点一覧

項番 区分 現行の商品・役務名 現行の商品・役務名（参考訳） 類似群 区分 改訂後の商品・役務名 改訂後の商品・役務名（参考訳） 類似群 変更内容

1 01 非金属鉱物 （注）non-metallic minerals 06B01 01 非金属鉱物 non-metallic minerals 06B01 参考訳変更

2 01 写真材料
chemical compositions for
developing, printing and enlarging
photographs

10E01 01 写真材料
chemical compositions for
developing and printing
photographs

10E01 参考訳変更

3 01 パルプ （注）pulp 34D01 01 パルプ
groundwood pulp or chemical
pulps for manufacturing purposes

34D01 参考訳変更

4 03 練りおしろい face powder paste 04C01 03 練りおしろい pasted face powder 04C01 参考訳変更

5 05 滋養強壮変質剤
nutritional additives for medical
purposes, medicinal tonics and
substitutes therefore

01B01 05 滋養強壮変質剤
nutritional additives for medical
purposes, medicinal tonics and
substitutes therefor

01B01 参考訳変更

6 05 衛生マスク
（注）sanitary masks for personal
use

01C01 10 衛生マスク sanitary masks 01C01
区分移行

参考訳変更

7 06 落石防止網 rockslide retention wire nets 07A01 06 金属製の落石防止網
rockslide retention wire nets of
metal

07A01
基準表示変更
参考訳変更

8 （新設） （新設） （新設） （新設） 06 金属製記念カップ
trophies [prize cups] of common
metal

20E01 追加

9 （新設） （新設） （新設） （新設） 06 金属製記念たて
commemorative shields of
common metal

20E01 追加

10 07 ボール盤 drilling machines for metalworking 09A01 07 金属加工用ボール盤 drilling machines for metalworking 09A01 基準表示変更

11 07 ダイヤモンド工具 diamond tools 09A01 07 金属加工用ダイヤモンド工具 diamond tools for metal working 09A01
基準表示変更
参考訳変更

12 07 醸造機械器具
brewing or fermenting machines
and apparatus

09A08 07 醸造機械器具 brewing machines and apparatus 09A08 参考訳変更

13 07 酒醸造機械器具 brewing machines and apparatus 09A08 07 酒醸造機械器具
brewed alcoholic beverage making
machines

09A08 参考訳変更

14 08 ペンチ cutting pliers [linemans' pliers] 13B01 08 ペンチ cutting pliers 13B01 参考訳変更

15 09 電解槽 electrolysers [electrolytic cells] 09A06 削除

16 09 保安用ヘルメット protective helmets 09G05 09 保安用ヘルメット safety helmets 09G05 参考訳変更

17 09 Ｘ線管 X-rays tubes, not for medical use 11C01 09 Ｘ線管（医療用のものを除く。） X-rays tubes, not for medical use 11C01 基準表示変更

18 09 枠 spectacle frames 23B01 09 眼鏡用枠 spectacle frames 23B01 基準表示変更

改訂前 改訂後
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類似商品・役務審査基準〔国際分類第11ｰ2022版対応〕
変更点一覧

項番 区分 現行の商品・役務名 現行の商品・役務名（参考訳） 類似群 区分 改訂後の商品・役務名 改訂後の商品・役務名（参考訳） 類似群 変更内容

改訂前 改訂後

19 09 電気又は電子楽器用フェイザー
electric and electronic phasers
[effects units] for electric or
electronic musical instruments

24E01 09 楽器用エフェクター
electric and electronic effects
units for musical instruments

24E01
基準表示変更
参考訳変更

20 （新設） （新設） （新設） （新設） 10 家庭用超音波美顔器
facial equipment using ultrasonic
waves for household purposes

11A07 追加

21 11 浴室ユニット
prefabricated bathrooms sold as
a unit

07A09 11 浴室ユニット
prefabricated bath installations
sold as a unit

07A09 参考訳変更

22 11 業務用調理台
kitchen worktops with integrated
sinks for commercial use

09E28 11 業務用調理台
kitchen sinks incorporating
integrated worktops for
commercial use

09E28 参考訳変更

23 11 家庭用超音波美顔器
（注）facial equipment using
ultrasonic waves for household
purposes

11A07 11 家庭用蒸気式電気美顔器
electric steam facial apparatus for
household purposes

11A07
基準表示変更
参考訳変更

24 11 家庭用調理台
kitchen worktops with integrated
sinks for household purposes

19A02 11 家庭用調理台
kitchen sinks incorporating
integrated worktops for household
purposes

19A02 参考訳変更

25 11 洗面所用消毒剤ディスペンサー disinfectant dispensers for toilets 19B56 削除

26 12 バックミラー rearview mirrors of automobiles 12A05 12 自動車用バックミラー rearview mirrors of automobiles 12A05 基準表示変更

27 13 弾体 bodies of shell 08B01 13 弾体 shell bodies 08B01 参考訳変更

28 13 のろし signal fires 08B01 13 のろし signaling flares 08B01 参考訳変更

29 13 花火玉 fireworks in shell forms 08B01 13 花火玉 fireworks in shell form 08B01 参考訳変更

30 14 記念カップ trophies [prize cups] 20E01 14 貴金属製記念カップ
trophies [prize cups] of precious
metal

20E01
基準表示変更
参考訳変更

31 14 記念たて commemorative shields 20E01 14 貴金属製記念たて
commemorative shields of
precious metal

20E01
基準表示変更
参考訳変更

32 14 針 clock and watch hands 23A01 14 時計の針 clock and watch hands 23A01 基準表示変更

33 15 ピック picks for stringed instruments 24E01 15 楽器用ピック plectrums 24E01
基準表示変更
参考訳変更

34 15 マウスピース
mouthpieces [musical
instruments]

24E01 15 楽器用マウスピース
mouthpieces for musical
instruments

24E01
基準表示変更
参考訳変更

35 15 リード reeds [musical instruments] 24E01 15 洋楽器用リード
reeds for western style musical
instruments

24E01
基準表示変更
参考訳変更
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類似商品・役務審査基準〔国際分類第11ｰ2022版対応〕
変更点一覧

項番 区分 現行の商品・役務名 現行の商品・役務名（参考訳） 類似群 区分 改訂後の商品・役務名 改訂後の商品・役務名（参考訳） 類似群 変更内容

改訂前 改訂後

36 （新設） （新設） （新設） （新設） 15 洋楽器の部品及び附属品
parts and accessories of western
style musical instruments

24E01 追加

37 （新設） （新設） （新設） （新設） 15 和楽器の部品及び附属品
parts and accessories of
Japanese traditional musical
instruments

24E01 追加

38 （新設） （新設） （新設） （新設） 15 和楽器用リード
reeds for Japanese style musical
instruments

24E01 追加

39 16 軸
hanging scrolls for mounting a
picture, a calligraphic work or the
like [Jiku]

26B01 16 軸
hanging scrolls for mounting a
picture, a calligraphic work [Jiku]

26B01 参考訳変更

40 18 かばん金具 metal fittings for bags 13C01 26 かばん金具 metal fittings for bags 13C01 区分移行

41 19 リノリューム製建築専用材料
building materials made of
linoleum for fixing to existing
walls or floors

07A03 19 リノリューム製建築専用材料
（注）building materials made of
linoleum for fixing to existing walls
or floors

07A03 参考訳変更

42 19
貯蔵槽類（金属製又はプラスチッ
ク製のものを除く。）

reservoirs, not of metal or
plastics

09G59
19B49

19
貯蔵槽類（金属製又はプラスチック
製のものを除く。）

reservoirs, not of metal or plastics 09G59 類似群修正

43 20 竹
bamboo [unworked or partly
worked material]

34E02 20 竹 bamboo, unworked or semi-worked 34E02 参考訳変更

44 21 化粧用具 cosmetic and toilet utensils
11A07
21F01

21 化粧用具 cosmetic utensils
11A07
21F01

参考訳変更

45 21
化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除
く。）

cosmetic and toilet utensils,
other than "toothbrushes,
electric"

21F01 21
化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除
く。）

cosmetic utensils, other than
"toothbrushes, electric"

21F01 参考訳変更

46 21
台所用品（「ガス湯沸かし器・加熱
器・調理台・流し台」を除く。）

kitchen utensils and containers,
not including gas water heaters
for household use, non-electric
cooking heaters for household
purposes, kitchen worktops and
kitchen sinks

19A01
19A03
19A04
19A05

21
台所用品（「ガス湯沸かし器・加熱
器・調理台・流し台」を除く。）

kitchen utensils and containers,
not including gas water heaters
for household use, non-electric
cooking heaters for household
purposes, kitchen sinks
incorporating integrated worktops
for household purpose and kitchen
sinks for household purpose

19A01
19A03
19A04
19A05

参考訳変更

47 21 はんごう
mess-tins [rice cooking
canteens]

19A01 21 はんごう mess-tins for cooking rice 19A01 参考訳変更

48 21 氷冷蔵庫
ice-cooling refrigerators for
household purposes

19A04 21 氷冷蔵庫
（注）ice-cooling refrigerators for
household purposes

19A04 参考訳変更

49 21 レモン絞り器 lemon squeezers [citrus juicers] 19A05 21 レモン絞り器 lemon squeezers 19A05 参考訳変更

50 21 浴室用腰掛け （注）bathroom stools 19B04 20 浴室用腰掛け bathroom stools 19B04
区分移行

参考訳変更

51 21 化学物質を充てんした保温保冷具
heating or cooling packs filled
with chemical substances ready
to react when required

19B50 21 化学物質を充てんした保温保冷具
（注）heating or cooling packs filled
with chemical substances ready to
react when required

19B50 参考訳変更

52 22 ガラス繊維 glass fibers for textile use 14A06 22 織物用ガラス繊維 glass fibers for textile use 14A06 基準表示変更

3



類似商品・役務審査基準〔国際分類第11ｰ2022版対応〕
変更点一覧
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改訂前 改訂後

53 22 金属繊維 metallic fibers for textile use 14A06 22 織物用金属繊維 metallic fibers for textile use 14A06 基準表示変更

54 23 ガラス繊維糸 glass fiber thread and yarn 15A01 23 織物用ガラス繊維糸
glass fiber thread and yarn for
textile use

15A01
基準表示変更
参考訳変更

55 23 金属繊維糸 metal fiber thread and yarn 15A01 23 織物用金属繊維糸
metal fiber thread and yarn for
textile use

15A01
基準表示変更
参考訳変更

56 25 保温用サポーター thermal supporters [clothing] 17A04 25 保温用サポーター （注）thermal supporters [clothing] 17A04 参考訳変更

57 25 足袋カバー
Japanese style socks covers
[Tabi covers]

17A04 25 足袋カバー
slipcovers for Japanese style
socks [slipcovers for tabi]

17A04 参考訳変更

58 25 ズボンつり suspenders [braces] 21A01 25 ズボンつり braces [suspenders] for clothing 21A01 参考訳変更

59 25 地下足袋
Japanese split-toed work
footwear [Jikatabi]

22A01 25 地下足袋
Jika-tabi [Japanese divided toe
footwear]

22A01 参考訳変更

60 26 たぼ留め
back-hairpieces fixing pins for
Japanese hair styling [Tabodome]

21A03 26 たぼ留め
tabodome [hair pins for fixing
back-hairpieces for use in
Japanese hair styling]

21A03 参考訳変更

61 28 色紙(いろがみ)
assorted pieces of colored paper
[paper toy]

24A01 16 色紙(いろがみ)
assorted pieces of colored paper
[paper toy]

24A01 区分移行

62 28 写し絵 transfer-pictures [paper toy] 24A01 16 写し絵 transfer-pictures [paper toy] 24A01 区分移行

63 28 折り紙
assorted pieces of folding paper
[Origami]

24A01 16 折り紙 origami folding paper 24A01
区分移行

参考訳変更

64 28 切り抜き cutout pictures of paper 24A01 16 切り抜き cutout pictures of paper 24A01 区分移行

65 28 千代紙
assorted pieces of Japanese
paper with colorful patterns
printed thereon [Chiyogami]

24A01 16 千代紙
Chiyogami [assorted pieces of
Japanese paper with colorful
patterns printed thereon]

24A01
区分移行

参考訳変更

66 28 ぬり絵 coloring [toys] 24A01 16 ぬり絵 coloring pictures 24A01
区分移行

参考訳変更

67 28 粘土 clay [toy] 24A01 28 粘土（おもちゃ） clay [toy] 24A01 基準表示変更

68 28 スターターピストル starting pistols 24C01 13 スターターピストル starting pistols 24C01 区分移行

69 28 昆虫採集箱 insect collectors' boxes 25B02 21 昆虫採集箱 insect collectors' boxes 25B02 区分移行

70 28 昆虫胴乱 vasculums [vascula] 25B02 21 昆虫胴乱
insect collecting boxes in the
form of a flattened cylindrical
metal case

25B02
区分移行

参考訳変更
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類似商品・役務審査基準〔国際分類第11ｰ2022版対応〕
変更点一覧

項番 区分 現行の商品・役務名 現行の商品・役務名（参考訳） 類似群 区分 改訂後の商品・役務名 改訂後の商品・役務名（参考訳） 類似群 変更内容

改訂前 改訂後

71 28 殺虫管
（注）choking glass tubes for
killing caught insects

25B02 28 殺虫管
tubes for killing specimen insects
with poison

25B02 参考訳変更

72 28 毒つぼ
poisonous pots for killing caught
insects

25B02 28 毒つぼ
pots for killing specimen insects
with poison

25B02 参考訳変更

73 29 食用たんぱく
protein foodstuffs for human
consumption

33A02 29 食用たんぱく
（注）protein foodstuffs for human
consumption

33A02 参考訳変更

74 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 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。）

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

30A01 参考訳変更

75 30 コーンカップ cones for icecream 30A01 30 コーンカップ ice cream cones 30A01 参考訳変更

76 35
タイプライター・複写機及びワード
プロセッサの貸与

rental of typewriters, copying
machines and word processors

35J02 35
タイプライター・複写機及びワードプ
ロセッサの貸与

（注）rental of typewriters, copying
machines and word processors

35J02 参考訳変更

77 35 新聞記事情報の提供
providing information about
newspaper articles

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

42G04 参考訳変更

78 （新設） （新設） （新設） （新設） 36 暗号資産の管理 management of crypto assets 36A01 追加

79 （新設） （新設） （新設） （新設） 36
暗号資産の売買又は他の暗号資
産との交換

purchase and sale of a crypto
asset or exchange with another
crypto asset

36A01 追加

80 （新設） （新設） （新設） （新設） 36
暗号資産の売買又は他の暗号資
産との交換の媒介・取次ぎ又は代
理

intermediary, brokerage or agency
services for purchase and sale of
a crypto asset or exchange with
another crypto asset

36A01 追加

81 37 建具工事 joinery 37A01 37 建具工事 joinery installation 37A01 参考訳変更

82 39 ケーブルカーによる輸送 cable-car transport 39A01 39 ケーブルカーによる輸送 cable car transport 39A01 参考訳変更

83 （新設） （新設） （新設） （新設） 39 廃棄物の収集 collection of waste and trash
42K01
42K02

追加

84 （新設） （新設） （新設） （新設） 39 一般廃棄物の収集
collection of domestic waste and
trash

 42K01 追加

85 （新設） （新設） （新設） （新設） 39 産業廃棄物の収集
collection of industrial waste and
trash

42K02 追加

86 40 廃棄物の収集・分別及び処分
collection, sorting and disposal of
waste and trash

42K01
42K02

40 廃棄物の分別及び処分
sorting and disposal of waste and
trash

42K01
42K02

基準表示変更
参考訳変更

87 40
 一般廃棄物の収集・分別及び処
分

collection, sorting and disposal of
domestic waste and trash

42K01 40  一般廃棄物の分別及び処分
sorting and disposal of domestic
waste and trash

42K01
基準表示変更
参考訳変更

88 40
産業廃棄物の収集・分別及び処
分

 collection, sorting and disposal
of industrial waste and trash

42K02 40 産業廃棄物の分別及び処分
sorting and disposal of industrial
waste and trash

42K02
基準表示変更
参考訳変更
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類似商品・役務審査基準〔国際分類第11ｰ2022版対応〕
変更点一覧
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改訂前 改訂後

89 40 発電機の貸与 rental of generators 42X13 40 発電機の貸与 rental of electricity generators 42X13 参考訳変更

90 （新設） （新設） （新設） （新設） 41
録音又は録画済み記録媒体の複
製

dubbing 40D01 追加

91 43 業務用調理台の貸与
rental of kitchen worktops with
integrated sinks for commercial
use

42X24 43 業務用調理台の貸与
rental of kitchen sinks
incorporating integrated worktops
for commercial use

42X24 参考訳変更

92 43 家庭用調理台の貸与
rental of kitchen worktops with
integrated sinks for household
purposes

42X27 43 家庭用調理台の貸与
rental of kitchen sinks
incorporating integrated worktops
for household purposes

42X27 参考訳変更

93 44 柔道整復
treatment for dislocated joints,
sprain, bone fractures or the like
[Judo-seifuku]

42V01 44 柔道整復
treatment for dislocated joints,
sprain, bone fractures [judo-
seifuku]

42V01 参考訳変更

94 （新設） （新設） （新設） （新設） 44 景観の設計 landscape design 42N01 追加

95 45
結婚又は交際を希望する者への
異性の紹介

marriage partner introduction or
dating services

42H01 45
結婚又は交際を希望する者への
パートナーの紹介

partner introduction services for
marriage or dating

42H01
基準表示変更
参考訳変更

96 45
個人の身元又は行動に関する調
査

investigation or surveillance on
checking background profiles

42U01 45 個人の身元又は行動に関する調査
investigation or surveillance
services for checking background
profiles

42U01 参考訳変更

97 （新設） （新設） （新設） （新設） 45 着物の着付け kimono dressing assistance 42C01 追加
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