
類似商品・役務審査基準 第13類

第１３類 CLASS 13

銃砲 firearms ０８Ａ０１

国際分類表 [ 18,20 類]

安全装置 safety catches for firearms

カノン砲 cannons [artillery guns]

機関銃 N machine guns 130046

機関砲 automatic guns

空気銃 air pistols [air guns]

けん銃 pistols

高射砲 anti-aircraft guns

銃架 gun mount

銃型 mockup rifles

銃床 N gunstocks 130037

銃身 N gun barrels 130021

鉄砲用消音器 noise-suppressors for guns

小銃 N rifles 130022

照準器 firearm sights

弾倉 magazines for firearms

迫撃砲 N mortars [firearms] 130047

砲架 gun carriages

【商品・サービス国際分類表〔第１１－２０２２版〕 類別表（注釈付き）】

火器；

銃砲弾及び発射体；

火薬類；

花火．

注釈

第13類には、主として、火器及び火工品を含む。

この類には、特に、次の商品を含む：

救助用の照明弾（火薬類又は火工品に属するものに限る。）；

ピストル型照明弾発射器；

護身用スプレー；

爆発性霧中信号、信号用ロケット照明弾；

空気銃（武器）；

弾薬帯；

運動用小火器、猟銃．

この類には、特に、次の商品を含まない：

兵器用グリース（第4類）；

ナイフ（武器）（第8類）；

携帯武器（火器を除く。）（第8類）；

霧中信号（爆発性のものを除く。）、救助用レーザー信号灯（第9類）；

火器用望遠照準器（第9類）；

燃焼式トーチ（第11類）；

クリスマス用クラッカー（第28類）；

雷管（おもちゃ）（第28類）；

おもちゃの空気銃；

マッチ（第34類）．

percussion devices for
firearms

撃発装置
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第13類 類似商品・役務審査基準

砲座 N firing platforms 130057

砲身 gun barrels

無反動砲 recoilless guns

りゅう弾砲 howitzers

［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

運動用小火器 sporting firearms 130026

カービン銃 carbines 130022

回転弾倉式拳銃 revolvers 130055

火器 firearms 130009

火器洗浄用ブラシ cleaning brushes for firearms 130010

火器の銃尾 breeches of firearms 130031

カノン砲 cannons 130020

空気銃（武器） air pistols [weapons] 130059

携帯武器（火器） side arms [firearms] 130077

拳銃（武器） pistols [arms] 130049

自動式兵器 motorized weapons 130007

銃（武器） guns [weapons] 130036

重兵器用砲耳 trunnions for heavy weapons 130056

銃砲用肩ひも shoulder straps for weapons 130063

銃用及び小銃用の撃鉄 hammers for guns and rifles 130028

130038

130040

銃用ケース gun cases 130033

銃用撃鉄 hammers for guns 130028

銃用消音器 noise-suppressors for guns 130070

銃用照準鏡 sighting mirrors for guns 130038

小銃の銃身 rifle barrels 130021

小銃の用心金 trigger guards for rifles 130040

小銃用ケース rifle cases 130033

小銃用撃鉄 hammers for rifles 130028

小銃用照準鏡 sighting mirrors for rifles 130038

水中銃（武器） harpoon guns [weapons] 130069

大砲（カノン砲） artillery guns [cannons] 130014

弾薬装てん装置 cartridge loading apparatus 130024

130016

130058

130065

砲架（大砲用のもの） gun carriages [artillery] 130002

猟銃 hunting firearms 130026

sights, other than telescopic
sights, for artillery

望遠照準器以外の大砲用照準器

sights, other than telescopic
sights, for firearms

望遠照準器以外の火器用照準器

apparatus for filling
cartridge belts

弾薬帯充てん装置

trigger guards for guns and
rifles

銃用及び小銃用の用心金

sighting mirrors for guns and
rifles

銃用及び小銃用の照準鏡

hunting rifles [sporting
rifles]

猟銃
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類似商品・役務審査基準 第13類

銃砲弾 ammunition for firearms ０８Ｂ０１

火薬 N gunpowder 130050

爆薬 N explosive powders 130051

国際分類表 [ 18 類]

1 銃砲弾 ammunition for firearms

機関銃弾 machine gun cartridges

空気銃弾 air pistol bullets

散弾 shotgun cartridges

小銃弾 rifle cartridges

弾体 shell bodies

砲弾 shells [projectiles]

薬きょう cartridge cases [weapon]

猟銃弾 hunting gun cartridges

2 火薬 N gunpowder 130050

黒色火薬 black powder

無煙火薬 smokeless powder

綿火薬 N guncotton 130030

3 爆薬 N explosive powders 130051

液体爆薬 liquid explosives

カーリット (注) carlits

起爆薬 initiating explosives

硝安爆薬 N ammonium nitrate explosives 130005

ダイナマイト N dynamite 130032

4

(1) 火工品 N pyrotechnic products 130054

火管 explosive primers

ガス弾 gas bombs [weapon]

魚雷 N torpedoes 130076

機雷 underwater mines

手りゅう弾 N hand grenades 130078

焼い弾 incendiary cartridges

照明弾 illuminating shells

地雷 N mines [explosives] 130045

信管 fuses of shell

導火線 fuse wires for explosives

のろし signaling flares

爆弾 aerial bombs

爆雷 depth charges

発煙弾 smoke projectiles

花火玉 fireworks in shell form

薬筒 explosive cartridges

薬包 cartridges for gunpowder

誘導弾 guided missiles

雷管 primers for cartridges

ロケット弾 rockets [projectiles]

cartridges for pyrotechnic
products

弾薬筒

pyrotechnic products and
their peripherals

火工品及びその補助器具

pyrotechnic products and
their peripherals

火工品及びその補助器具
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第13類 類似商品・役務審査基準

(2)

投下器 bomb releasers

発射器 launchers

揚弾器 (注) ammunition hoists

［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

アセチルニトロセルロース acetyl-nitrocellulose 130001

130066

130066

火器用銃砲弾 ammunition for firearms 130042

角製火薬筒 powder horns 130029

火薬類 explosives 130034

起爆装置 detonators 130006

起爆プラグ detonating plugs 130018

130080

催涙ガス兵器 tear-gas weapons 130008

130075

銃砲弾 ammunition 130027

狩猟用鉛弾 lead shot for hunting 130041

信号用ロケット照明弾 signal rocket flares 130035

弾道兵器 ballistic weapons 130015

弾道ミサイル ballistic missiles 130015

弾薬入れ cartridge pouches 130025

弾薬帯 bandoliers for weapons 130063

弾薬筒 cartridges 130023

弾薬用ベルト belts adapted for ammunition 130074

点火薬（導火線用のもの） primings [fuses] 130061

爆竹（かんしゃく玉） firecrackers 130072

130062

爆発物用導火線 fuses for explosives 130060

130044

130062

爆薬筒 explosive cartridges 130003

130053

発射体 projectiles [weapons] 130052

130013

ピストル型照明弾発射器 flare pistols 130079

ピロキシリン pyroxylin 130030

ベンガル花火 Bengal lights 130017

砲弾（発射体） shells [projectiles] 130048

薬きょう cartridge cases 130019

ロケット弾（発射体） rockets [projectiles] 130068

ロケット弾発射台 rocket launchers 130043

fireworks花火（「おもちゃ」に属するも
のを除く。）

pyrophoric substances発火性物質（但し、銃砲弾・火
薬又は爆薬に用いるものに限
る。）

detonating fuses for
explosives

爆発物用導爆線

fuses for explosives, for use
in mines

爆発物用導火線（鉱山用のも
の）

firing lanyards for
explosives

爆発物発射用引き綱

rescue flares, explosive or
pyrotechnic

救助用の照明弾（火薬類又は火
工品に属するものに限る。）

detonating caps, other than
toys

おもちゃ以外の雷管

automatic firearm ammunition
belts

自動火器用弾薬帯

percussion caps, other than
toys

おもちゃ以外の撃発雷管

projecting apparatus for
bombs

投射器

peripheral for pyrotechnic
products

火工品の補助器具
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類似商品・役務審査基準 第13類

戦車 N tanks [weapons] １２Ａ０５ 130071

審査基準 [ 9,12 類] 国際分類表 [ 6,9,11,12,22,27 類]

スターターピストル N starting pistols ２４Ｃ０１ 130081

審査基準 [ 9,25,27,28 類] 国際分類表 [ 6,8,9,18,19,22,25,26,27,28 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

スターターピストル starter pistols 130081

［参考］第13類のその他のアルファベット順一覧表掲載の表示

# 爆発性霧中信号 fog signals, explosive 08B01 09G06 130064

# 09G49 130073

# 09G49 130073sprays for personal defense
purposes

護身用スプレー

sprays for personal defence
purposes

護身用スプレー
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