類似商品・役務審査基準

第１９類

第19類

CLASS 19

【商品・サービス国際分類表〔第１１－２０２２版〕 類別表（注釈付き）】
建築用及び構築用の専用材料（金属製のものを除く。）；
建築用の硬質管（金属製のものを除く。）；
アスファルト、ピッチ、タール及び瀝青；
可搬式建造物組立セット（金属製のものを除く。）；
金属製でないモニュメント．
注釈
第19類には、主として、金属製でない建築用及び構築用の専用材料を含む。
この類には、特に、次の商品を含む：
建築用半加工木材、例えば、梁、板、パネル；
ベニヤ板；
建築用ガラス、例えば、ガラス製タイル、建築用の絶縁ガラス、安全ガラス；
路面標識用粒状ガラス；
花こう岩、大理石、砂利；
テラコッタ（建築材料）；
光電池を組み込んだ屋根材（金属製のものを除く。）；
墓碑及び墓標（金属製のものを除く。）；
石製・コンクリート製又は大理石製の像、胸像及び造形品；
石製郵便受け；
地盤用シート；
建築用塗材；
足場（金属製のものを除く。）；
可搬式建造物組立セット（金属製のものを除く。）、例えば、水生動植物の飼育観賞用水槽、鳥類飼育檻、旗掲揚柱、組立
式ポーチ、水泳用プール組立てセット．
この類には、特に、次の商品を含まない：
セメント保存剤、セメント防水剤（第1類）；
耐火剤（第1類）；
木材保存剤（第2類）；
離型用油（建築用のもの）（第4類）；
金属製郵便受け（第6類）及び郵便受け（金属製のもの及び石製のものを除く。）（第20類）；
金属製の像、胸像及び造形品（第6類）、貴金属製の像、胸像及び造形品（第14類）、木製・ろう製・石膏製又はプラスチッ
ク製の像、胸像及び造形品（第20類）、磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の像、胸像及び造形品（第21
類）；
建築用ではない管（金属製のものを除く。）、例えば、衛生設備の部品としての管（第11類）、フレキシブル管・フレキシ
ブルチューブ及びフレキシブルホース（金属製のものを除く。）（第17類）；
建築用防湿材料（第17類）；
乗物の窓用ガラス（半製品）（第21類）；
鳥かご（第21類）；
マット、リノリウム製敷物及びその他の床用敷物（第27類）；
製材前又は未加工の木材（第31類）．

タール
ピッチ

N
N

tar
pitch
審査基準 [ 1,2,3,4,30 類]

1

タール
コールタール
木タール

N
N

tar
coal tar
wood tar

3－295

０１Ａ０１

190171
190037

国際分類表 [ 1,2,3,4,5,15,29,30 類]
190171
190097

第19類

2

類似商品・役務審査基準

ピッチ
石油ピッチ

N

pitch
petroleum pitch

190037

［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
瀝青
bitumen

建築用又は構築用の非金属鉱物

non-metallic minerals for
building or construction

190017

０６Ｂ０１

審査基準 [ 1,6,14,17,20 類]
安山岩

andesite

せん

角閃石
花こう岩
火山灰
凝灰岩
けい石
建築用又は構築用の水晶
砂岩
蛇紋岩
砂利
砂
石灰石
石こう
粗面岩
耐火粘土
大理石
玉石
長石
陶石
粘土灰
粘板岩
方解石
ろう石

amphibole [amphibolite]
N

N

N

N

granite
volcanic ash
tuff
silica stone
rock crystal for building or
construction
sandstone
serpentine
gravel
sand
limestone [calcareous stone]
gypsum
liparite
fireclay
marble [building material]
cobbles and boulders
feldspar [felspar]
pottery stone
clay ash
slate
calcite
agalmatolite [pyrophyllite or
pagodite]

［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
アラバスター
alabaster
けい砂
silver sand
建築用砂岩
sandstone for building
建築用石こう
gypsum [building material]
建築用又は構築用の粘土
clay*
シリカ（石英）
silica [quartz]
水晶
rock crystal
水生動植物飼育観賞用水槽用の
aquarium gravel
砂利及び小石
水生動植物飼育観賞用水槽用の
aquarium sand
砂
砂（鋳物砂を除く。）
石英
石灰華
石灰岩
石灰質の泥灰土
石灰石
耐火粘土

国際分類表 [ 1,6,14,17,20 類]

sand, except foundry sand
quartz
tufa
limestone
calcareous marl
calcareous stone
grog [fired refractory
material]

3－296

190098

190099

190048

190006

190003
190010
190100
190102
190096
190168
190253
190233
190234
190166
190073
190145
190043
190211
190043
190048

類似商品・役務審査基準

大理石
陶土
粘板岩の粉
斑岩
片岩
未加工チョーク
遊戯用の砂
れんが用土

marble
potters' clay
slate powder
porphyry [stone]
schists
raw chalk
play sand
earth for bricks

陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物

ceramic building materials,
bricks and refractory
products

第19類

190120
190011
190008
190244
190059
190072
190269
190039

０７Ａ０２

国際分類表 [ 11,20 類]
焼成れんが
耐火モルタル
断熱耐火れんが
土かわら
テラコッター
陶磁製かわら
陶磁製タイル
陶磁製排水管
土管
不焼成れんが
ろう耐火物

fired bricks
refractory mortars
insulating refractory bricks
clay roofing tiles
terra cotta
ceramic roofing tiles
ceramic tiles
ceramic drain pipes
clay pipes and conduits
unfired bricks
refractory products of
pyrophylite

［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
建築材料であるテラコッタ
terra-cotta [building
material]
耐火れんが
耐火れんが
パンタイルかわら（金属製のも
のを除く。）
れんが積み用接合材
れんが積み用接合材

リノリューム製建築専用材料

(注)

firebricks
refractory bricks
pantiles, not of metal

190012
190012
190250

binding agents for making
briquettes
binding agents for making
stones

190040

building materials made of
linoleum for fixing to
existing walls or floors

プラスチック製建築専用材料
合成建築専用材料
アスファルト及びアスファルト製の建築用
又は構築用の専用材料

plastic building materials
synthetic building materials
asphalt, and asphalt building
or construction materials

ゴム製の建築用又は構築用の専用材料

rubber building or
construction materials

しっくい
石灰製の建築用又は構築用の専用材料

plaster for building purposes
lime building or construction
materials
building or construction
materials of plaster
rockslide retention nets of
textiles [construction
materials]

石こう製の建築用又は構築用の専用材料
繊維製の落石防止網

190172

3－297

190040

０７Ａ０３

第19類

類似商品・役務審査基準

国際分類表 [ 1,9,11,17,20 類]
1

2

3

リノリューム製建築専用材料

linoleum wallboards
linoleum tiles
linoleum floorboards

プラスチック製建築専用材料
プラスチック製壁板
プラスチック製境界柱

plastic building materials
plastic wallboards
plastic boundary marking
posts

プラスチック製タイル
プラスチック製床板

plastic tiles
plastic floorboards

合成建築専用材料
合成板

synthetic building materials
synthetic boards for building
purposes
synthetic flooring materials
or wall-claddings
soundproofing materials for
floors, walls or ceilings

床用・壁用又は天井用の音響吸
収材
アスファルト及びアスファルト
製の建築用又は構築用の専用材
料

asphalt, and asphalt building
or construction materials

アスファルト
アスファルトフェルト

asphalt for building purposes
asphalt felt for building
purposes
asphalt roofing felt

アスファルトルーフィングフェ
ルト
アスファルトルーフィングペー
パー
5

building materials made of
linoleum for fixing to
existing walls or floors

リノリューム製壁板
リノリューム製タイル
リノリューム製床板

床面用又は壁用の合成舗設材

4

(注)

asphalt roofing paper

ゴム製の建築用又は構築用の専
用材料

rubber building or
construction materials

しっくい
石灰製の建築用又は構築用の専
用材料
石こう製の建築用又は構築用の
専用材料
繊維製の落石防止網

plaster for building purposes
lime building or construction
materials
building or construction
materials of plaster
rockslide retention nets of
textiles [construction
materials]

［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
アスファルト
asphalt
アスファルト製舗装材
asphalt paving
換気装置用及び空気調和装置用
ducts, not of metal, for
ダクト（金属製のものを除
ventilating and airく。）
conditioning installations

190013
190014
190235

建築用厚紙
建築用厚紙
建築用固形バガス

building cardboard
paperboard for building
agglomerated bagasses of cane
[building material]

190045
190045
190231

建築用フェルト
建築用防水紙
建築用葦
建築用瀝青紙
地盤用シート
造園用プラスチック製縁取り材

felt for building
building paper
reeds for building
bitumen paper for building
geotextiles
plastic landscape edgings

190090
190062
190163
190046
190236
190259

3－298

類似商品・役務審査基準

ビニール製羽目板
プラスター
免震用積層ゴム支承

vinyl siding
plaster*
rubber bearings for seismic
isolation of buildings
bituminous coatings for
roofing
bituminous products for
building

屋根用瀝青質塗材
瀝青製建築専用材料

旗掲揚柱（金属製のものを除く。）

N

flagpoles [structures], not
of metal

第19類

190238
190054
190260
190082
190025

０７Ａ０３

０７Ｃ０１

190262

国際分類表 [ 1,9,11,17,20,31 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
足場（金属製のものを除く。）
scaffolding, not of metal
園芸用冷床（金属製のものを除
cold frames, not of metal
く。）
園芸用枠（金属製のものを除
horticultural frames, not of
く。）
metal
温室用枠（金属製のものを除
greenhouse frames, not of
く。）
metal
建築用の塊状コルク
agglomerated cork for
building
建築用枠組材料（金属製のもの
framework, not of metal, for
を除く。）
building

190078
190267
190267
190210
190111
190050

格子（金属製のものを除く。）
格子（金属製のものを除く。）
シャッター（金属製のものを除
く。）

latticework, not of metal
trellises, not of metal
shutters, not of metal

190177
190177
190133

ステンドグラス窓
土台用横材（金属製のものを除
く。）

stained-glass windows
sills, not of metal

190182
190162

扉枠（金属製のものを除く。）
扉枠（金属製のものを除く。）
開き窓（金属製のものを除
く。）

door casings, not of metal
door frames, not of metal
casement windows, not of
metal

190209
190209
190179

窓（金属製のものを除く。）
窓枠（金属製のものを除く。）
屋根用隅木
山形鋼（金属製のものを除
く。）

windows, not of metal
window frames, not of metal
hips for roofing
angle irons, not of metal

190068
190208
190009
190067

ラス（金属製のものを除く。）

laths, not of metal

190109

建造物組立てセット（金属製のものを除
く。）

N

buildings, not of metal

０７Ａ０４

審査基準 [ 6 類]
きん

禽舎組立てセット（金属製のも

190061
国際分類表 [ 6 類]

prefabricated sectional
poultry houses, not of metal

のを除く。）
［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
あずまや組立セット（金属製の
arbours [structures], not of
ものを除く。）
metal
市用仮設小屋組立セット
仮設小屋組立セット
家畜小屋組立セット（金属製の
ものを除く。）

fair huts
huts
stables, not of metal

3－299

190175
190020
190019
190085

第19類

類似商品・役務審査基準
可搬式建造物組立セット（金属
製のものを除く。）
可搬式防音ブース（金属製のも
のを除く。）
簡易更衣室組立セット（金属製
のものを除く。）
組立式プラットフォーム（金属
製のものを除く。）
組立式ポーチ（金属製のものを
除く。）
鶏舎組立セット（金属製のもの
を除く。）
水泳用プール組立てセット（金
属製のものを除く。）
スケートリンク組立てセット
（金属製のものを除く。）
電話ボックス（金属製のものを
除く。）
電話ボックス（金属製のものを
除く。）
豚小屋組立セット（金属製のも
のを除く。）
プレハブ住宅組立てセット（金
属製のものを除く。）

buildings, transportable, not
of metal
soundproof booths,
transportable, not of metal
cabanas, not of metal

190119

platforms, prefabricated, not
of metal
porches [structures], not of
metal
chicken-houses, not of metal

190158

swimming pools [structures],
not of metal
skating rinks [structures],
not of metal
telephone booths, not of
metal
telephone boxes, not of metal

190196

pigsties, not of metal

190084

prefabricated houses [kits],
not of metal

190243

190265
190203

190123
190156

190139
190041
190041

土砂崩壊防止用植生板

erosion control mats
integrating plants seeds

０７Ａ０５

窓口風防通話板

plastic security windows
allowing communication

０７Ａ０６

区画表示帯

road and field marking sheets
and strips

０７Ａ０７

競技場区画線シート
道路区画線シート

field marking sheets and
strips for sports grounds
road marking sheets and
strips

［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
路面標識用のシート及び帯片
road marking sheets and
（合成材料製のもの）
strips of synthetic material

セメント及びその製品

cement and its products

アルミナセメント
高炉セメント

alumina cement
portland blast-furnace slag
cement

コンクリート管
コンクリートくい
コンクリート製舗道板
コンクリート柱
コンクリートブロック

concrete
concrete
concrete
concrete
concrete

pipes
piles
road pavement boards
poles
blocks

3－300

190122

０７Ｂ０１

類似商品・役務審査基準
シリカセメント

silica cement [pozzolanic
cement]

石灰くずセメント
セメントモルタル
セメントモルタル製かわら
セメントモルタル製管
セメントモルタル製スレート
ヒューム管
ポルトランドセメント
マグネシアセメント
木毛セメント板

slag-lime cement
cement mortar
cement mortar roofing tiles
cement mortar pipes
cement mortar slates
hume pipes
portland cement
magnesia cement
wood-fiber reinforced cement
boards [cement excelsior
boards]

N

第19類

190118

［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
アスベストモルタル
asbestos mortar
建築用グラウト材又はグラウト
grout
材

190005
190053

建築用モルタル
高炉用セメント
コンクリート
コンクリート製建築材料
水圧管（金属製のものを除
く。）

mortar for building
cement for blast furnaces
concrete
concrete building elements
penstock pipes, not of metal

190053
190093
190023
190024
190232

石綿セメント
セメント
セメント製スラブ
セメント柱
炉用セメント

asbestos cement
cement*
cement slabs
cement posts
cement for furnaces

190004
190036
190057
190058
190092

木材

building timber

０７Ｃ０１

国際分類表 [ 20,31 類]
板
腕木
くい材
げた板
坑道用木材
合板
柿板
白木板
人造擬木材
繊維板
竹材
垂木
鉄道まくら木
電柱用木製柱

N

wood boards
arms [building timber]
pilings of wood
joists
mine timber
plywood
shingles
planks
artificial timber
fiberboards
bamboo [building material]
wood rafters
railway sleepers of wood
wooden poles [posts] for
electric power lines

ひき角
ひき割り
防火木材
防腐木材

baulks [balks]
halved timber
fire resisting wood
preserved wood [anti-decay
wood]

丸太
木製管

logs [building material]
wooden pipes

3－301

190028

第19類

類似商品・役務審査基準

木製天井板
木製床板
木製らんかん
木れんが
屋根板
床張り用木塊

ceiling boards of wood
floor boards of wood
wooden railings
wood blocks
roofing boards of wood
floor tiles of wood

［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
加工済木材
manufactured timber
加工済木材
wood for making household
utensils
建築用木材
建築用木材
建築用木材パルプ製板
建築用木製厚板
建築用木製下地材
小角材（木工用のもの）
成形可能な木材
成形可能な木材
たる用木材
短冊状木材
半加工木材
挽材
ベニヤ板
ベニヤ板
ベニヤ板
木製パネル
木製舗装材
木製床板
寄木細工の床板
寄木細工の床材

190029
190030

building timber
lumber
wood pulp board for building
planks of wood for building
furrings of wood
scantlings [carpentry]
moldable wood
mouldable wood
cask wood
stave wood
wood, semi-worked
sawn timber
veneer wood
veneers
wood veneers
wood panelling
wood paving
wooden floor boards
parquet floor boards
parquet flooring

石材

building stone

190027
190027
190201
190149
190015
190185
190127
190127
190125
190125
190026
190031
190034
190033
190033
190035
190032
190248
190106
190112

０７Ｄ０１

国際分類表 [ 20 類]
石がわら
石スレート
鉱さい石
鉱さいバラス
人造石材
石碑用石材
土台石
墓用石材
塀石
舗装用敷き石

N
N

stone roofing tiles
stone slates
slag stone
slag ballast
artificial stone
monument stone
footing stone
tombstones [gravestones]
wall stone
paving stone

［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
クリンカー石材
clinker stone
クリンカーの砕石
clinker ballast
建築用かんらん石
olivine for building
建築用石材
building stone
鉱さい（建築材料）
slag [building material]
砂岩管
sandstone pipes
マカダム舗装用砕石
macadam

3－302

190143
190142

190143
190105
190132
190141
190104
190101
190116

類似商品・役務審査基準

第19類

木目模様の外観を有する人工石
材

xylolith

190186

割ぐり石

rubble

190237

建築用ガラス

N

building glass

審査基準 [ 21 類]
ガラスかわら
ガラスタイル
ガラスれんが
建築用網入り板ガラス
建築用合わせ板ガラス
建築用色板ガラス
建築用型板ガラス
建築用変わり板ガラス
建築用強化ガラス
建築用紫外線透過ガラス
建築用赤外線吸収ガラス
建築用装飾ガラス
建築用発光ガラス
建築用普通板ガラス
建築用放射線遮断ガラス
建築用泡まつガラス

190063

０７Ｅ０１

国際分類表 [ 9,20,21 類]

glass roofing tiles
glass tiles, not for roofing
glass bricks
wired plate glass for
building
laminated flat glass for
building
colored sheet glass for
building
figured plate glass for
building
modified sheet glass for
building
tempered glass for building
ultraviolet-ray transmitting
glass for building
infrared-ray absorbing glass
for building
decorative glass for building
luminous glass for building
common sheet glass for
building
radiation shield glass for
building
foam glass for building

［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
アラバスターガラス
alabaster glass
安全ガラス
safety glass
建築用エナメルガラス
enamelled glass, for building
建築用の絶縁ガラス
insulating glass for building
建築用窓ガラス
window glass for building
建築用磨き板ガラス（窓ガラ
plate glass [windows] for
ス）
building
道路標識用粒状ガラス
glass granules for marking
out roads
道路標識用粒状ガラス
glass granules for road
marking
窓ガラス（乗物用のものを除
window glass, other than
く。）
vehicle window glass

人工魚礁（金属製のものを除く。）

artificial fish reefs, not of
metal

190002
190192
190255
190180
190183
190095
190121
190121
190181

０９Ａ０５

審査基準 [ 6,7 類]

養鶏用かご（金属製のものを除く。）

poultry houses, not of metal

国際分類表 [ 7,11 類]

０９Ａ４６

審査基準 [ 6 類]

3－303

国際分類表 [ 6 類]

第19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
鳥類飼育檻（金属製のものを除
aviaries [structures], not of
く。）
metal

吹付け塗装用ブース（金属製のものを除
く。）

N

paint spraying booths, not of
metal

190184

０９Ａ６４

審査基準 [ 6,7 類]

セメント製品製造用型枠（金属製のものを
除く。）

moulds for forming cement
products, not of metal

国際分類表 [ 6,7,11 類]

０９Ａ７１

審査基準 [ 6 類]

送水管用バルブ（金属製又はプラスチック
製のものを除く。）

water-pipe valves, not of
metal or plastics
審査基準 [ 6,7,11,17,20 類]

road signs, not of metal,
non-luminous and nonmechanical

国際分類表 [ 6,7,9,11,17,18,20 類]
190077
190221

０９Ｇ０７

審査基準 [ 6,9 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
道路標識（金属製・発光式及び
road signs, non-luminous and
機械式のものを除く。）
non-mechanical, not of metal

航路標識（金属製又は発光式のものを除
く。）

beacons [not of metal, nonluminous]

０９Ｇ０８

国際分類表 [ 6,9,20 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
航路標識（金属製及び発光式の
beacons, not of metal, nonものを除く。）
luminous

貯蔵槽類（金属製又はプラスチック製のも
のを除く。）

190195

perches

190140

reservoirs, not of metal or
plastics

０９Ｇ５９

審査基準 [ 6,20 類]
石製液体貯蔵槽

石製工業用水槽

石製家庭用水槽

国際分類表 [ 6,9 類]
190164

審査基準 [ 6 類]

澪標

国際分類表 [ 6 類]

０９Ｆ０５

［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
送水管用バルブ（金属製及びプ
water-pipe valves, not of
ラスチック製のものを除く。）
metal or plastic
排水用トラップ（バルブ）（金
drain traps [valves], not of
属製及びプラスチック製のもの
metal or plastic
を除く。）

道路標識（金属製又は発光式若しくは機械
式のものを除く。）

190205

国際分類表 [ 6,7,11,20 類]

liquid storage tanks of
masonry for industrial
purposes
water tanks of masonry for
industrial purposes

water tanks of masonry for
household purposes

１９Ｂ４９

審査基準 [ 6,20 類]

3－304

類似商品・役務審査基準

石製郵便受け

N

letter boxes of masonry

建具（金属製のものを除く。）

(注)

joinery fittings, not of
metal

国際分類表 [ 6,20 類]

２０Ａ０１

審査基準 [ 6,14,20 類]
障子

Japanese sliding screens of
thin paper [Shoji]

戸（金属製のものを除く。）
ふすま（建具）

sliding doors, not of metal
Japanese style indoor sliding
partitions [Fusuma]

（備考） 「建具（金属製のものを除
く。）」は、第２０類「つい立
て びょうぶ」に類似と推定す
る。

190228

１９Ｂ３５

審査基準 [ 6,20 類]

国際分類表 [ 6,14,16,20 類]

(REMARKS) "Joinery fittings,
not of metal" is presumed to
be similar to "oriental
single panel standing
partition [Tsuitate],
oriental folding partition
screens [Byoubu]" in class
20.

［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
虫除け用網戸（金属製のものを
insect screens, not of metal
除く。）

屋外用ブラインド（金属製又は織物製のも
のを除く。）

第19類

outdoor blinds, not of metal
or textile

190239

２０Ｄ０１

審査基準 [ 6,17,22 類]

国際分類表 [ 6,17,20,22 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
屋外用ブラインド（金属製及び
outdoor blinds, not of metal
織物製のものを除く。）
and not of textile

190107

灯ろう

stone lanterns

２０Ｄ０３

人工池（金属製のものを除く。）

man-made garden ponds
[structures, not of metal]

２０Ｄ０６

審査基準 [ 6 類]

可搬式家庭用温室（金属製のものを除
く。）

transportable greenhouses,
not of metal, for household
use

２０Ｄ０７

審査基準 [ 6 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
可搬式温室（金属製のものを除
greenhouses, transportable,
く。）
not of metal

墓標及び墓碑用銘板（金属製のものを除
く。）

gravestones and tomb plaques,
not of metal
審査基準 [ 6,20,21,24,26,31 類]

3－305

国際分類表 [ 6 類]
190167

２０Ｆ０１

国際分類表 [ 6,20,21,24,26,31 類]

第19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
地下納骨室（金属製のものを除
burial vaults, not of metal
く。）

190215

墓石
墓用囲い（金属製のものを除
く。）
墓用囲い（金属製のものを除
く。）

tombstones
grave or tomb enclosures, not
of metal
tomb or grave enclosures, not
of metal

190144
190081

墓碑
墓碑（金属製のものを除く。）

gravestones
tombstone stelae, not of
metal
tombs [monuments], not of
metal

190144
190226

tombs, not of metal
grave slabs, not of metal

190174
190088

tomb slabs, not of metal

190088

tombstone plaques, not of
metal

190247

墓標（記念物）（金属製のもの
を除く。）
墓標（金属製のものを除く。）
墓碑用平板（金属製のものを除
く。）
墓碑用平板（金属製のものを除
く。）
墓碑用銘板（金属製のものを除
く。）

石製彫刻
コンクリート製彫刻
大理石製彫刻

stone sculptures
concrete sculptures
marble sculptures

190081

190225

２６Ｃ０１

審査基準 [ 6,20 類]

鉱物性基礎材料

(注)

nonmetallic mineral materials
[unworked or partly worked]

無機繊維の板及び粉

(注)

boards and powder of
inorganic fiber

国際分類表 [ 6,14,16,20,21 類]

３４Ｅ０９

３４Ｅ０９

審査基準 [ 17 類]

石こうの板

plaster boards

３４Ｅ１０
３４Ｅ１１

国際分類表 [ 1,17,21 類]

３４Ｅ１０

国際分類表 [ 1,17 類]

鉱さい

slag

３４Ｅ１１

国際分類表 [ 1 類]

［参考］第19類のその他のアルファベット順一覧表掲載の表示
道路補修用結合材料
binding material for road
repair
建築材料（金属製のものを除
building materials, not of
く。）
metal

建築材料（金属製のものを除
く。）

construction materials, not
of metal

3－306

06B01 07A02
07A03 07B01

190110

06B01 07A02
07A03 07B01
07C01 07D01
07E01

190197

06B01 07A02
07A03 07B01
07C01 07D01
07E01

190197

類似商品・役務審査基準

第19類

建築用補強材料（金属製のもの
を除く。）

reinforcing materials, not of
metal, for building

06B01 07A02
07A03 07B01
07C01 07D01
07E01

190191

道路の建設用及び舗装用の材料

materials for making and
coating roads

06B01 07A02
07A03 07B01
07C01 07D01
07E01

190051

道路舗装材料

road coating materials

06B01 07A02
07A03 07B01
07C01 07D01
07E01

190161

石灰（農業用のものを除く。）
建築用石・石材
装甲板（金属製のものを除
く。）
装甲板（金属製のものを除
く。）
煙突用延長部材（金属製のもの
を除く。）
建築用塗材

lime
stone
armor-plating, not of metal

06B01 07A03
07A02 07A03

190052
190094
190261

armour-plating, not of metal

07A02 07A03

190261

lengthening pieces, not of
metal, for chimneys
coatings [building materials]

07A02 07A03
07B01

190217

07A02 07A03
07B01

190129

建築用の硬質管（金属製のもの
を除く。）
分岐管（金属製のものを除
く。）
建築用雨押え（金属製のものを
除く。）
屋根用雨押え（金属製のものを
除く。）
コーニス（金属製のものを除
く。）

rigid pipes, not of metal,
for building
branching pipes, not of metal

07A02 07A03
07B01

190178

07A02 07A03
07B01

190080

flashing, not of metal, for
building
roof flashing, not of metal

07A02 07A03
07B01 07C01

190131

07A02 07A03
07B01 07C01

190066

cornices, not of metal

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01

190064

道路用ガードレール（金属製の
ものを除く。）

crash barriers, not of metal,
for roads

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01

190227

羽目板（金属製のものを除
く。）

wainscotting, not of metal

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01

190189

マンホール用ふた（金属製のも
のを除く。）

manhole covers, not of metal

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01

190070

板状の屋根材

roofing shingles

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190021

置床板（金属製のものを除
く。）

floating floor boards, not of
metal

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190268

階段（金属製のものを除く。）

staircases, not of metal

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190222

壁用タイル（金属製のものを除
く。）

wall tiles, not of metal

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190251

吸音パネル（金属製のものを除
く。）

acoustic panels, not of metal

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190266

建築用内羽目（金属製のものを
除く。）

linings, not of metal, for
building

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190150

建築用内羽目（金属製のものを
除く。）

wall linings, not of metal,
for building

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190138

3－307

06B01 07D01

第19類

類似商品・役務審査基準
建築用壁用被覆材（金属製のも
のを除く。）

wall claddings, not of metal,
for building

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190130

建築用スラブ（金属製のものを
除く。）

slabs, not of metal, for
building

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190252

建築用タイル（金属製のものを
除く。）

tiles, not of metal, for
building

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190213

建築用柱（金属製のものを除
く。）

pillars, not of metal, for
building

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190256

建築用パネル（金属製のものを
除く。）

building panels, not of metal

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190223

建築用被覆材（金属製のものを
除く。）

cladding, not of metal, for
building

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190258

建築用モールディング（金属製
のものを除く。）

moldings, not of metal, for
building

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190128

建築用モールディング（金属製
のものを除く。）

mouldings, not of metal, for
building

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190128

建築用モザイク材料

mosaics for building

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190126

コーニス用モールディング（金
属製のものを除く。）

moldings, not of metal, for
cornices

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190065

コーニス用モールディング（金
属製のものを除く。）

mouldings, not of metal, for
cornices

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190065

耐火性建築材料（金属製のもの
を除く。）

refractory construction
materials, not of metal

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190242

天井板（金属製のものを除
く。）

ceilings, not of metal

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190148

扉用鏡板（金属製のものを除
く。）

door panels, not of metal

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190154

発光式舗装用ブロック

luminous paving blocks

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190115

光電池を組み込んだ屋根材（金
属製のものを除く。）

roofing, not of metal,
incorporating photovoltaic
cells
fences, not of metal

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190240

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190135

舗装用スラブ（金属製のものを
除く。）

paving slabs, not of metal

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190219

舗装用ブロック（金属製のもの
を除く。）

paving blocks, not of metal

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190200

屋根瓦（金属製のものを除
く。）

roofing tiles, not of metal

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190151

屋根材（金属製のものを除
く。）

roofing, not of metal

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190173

フェンス（金属製のものを除
く。）

3－308

類似商品・役務審査基準

第19類

屋根ふき材（金属製のものを除
く。）

roof coverings, not of metal

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190071

床材（金属製のものを除く。）

floors, not of metal

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190147

床タイル（金属製のものを除
く。）

floor tiles, not of metal

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190214

床タイル（金属製のものを除
く。）

tile floorings, not of metal

07A02 07A03
07B01 07C01
07D01 07E01

190249

送水管（金属製のものを除
く。）
排水管（金属製のものを除
く。）
煙突（金属製のものを除く。）
煙突筒（金属製のものを除
く。）
煙突帽（金属製のものを除
く。）
煙突用通風管（金属製のものを
除く。）
耐火セメント製塗材
れんが

water-pipes, not of metal

07A02 07A03
07B01 07E01

190076

drain pipes, not of metal

07A02 07A03
07B01 07E01

190220

chimneys, not of metal
chimney shafts, not of metal

07A02 07B01
07A02 07B01

190055
190218

chimney cowls, not of metal

07A02 07B01

190212

chimney pots, not of metal

07A02 07B01

190216

fireproof cement coatings
bricks

07A02 07B01

190056
190038

くい（金属製のものを除く。）

pilings, not of metal

07A03 07B01
07C01

190136

建築用踏板

duckboards, not of metal

07A03 07B01
07C01

190241

建築用ブラケット（金属製のも
のを除く。）
シートパイル（金属製のものを
除く。）
支柱（金属製のものを除く。）

brackets, not of metal, for
building
sheet piles, not of metal

07A03 07B01
07C01

190257

07A03 07B01
07C01

190136

masts [poles], not of metal

07A03 07B01
07C01

190124

支柱（金属製のものを除く。）

posts, not of metal

07A03 07B01
07C01

190206

支柱（金属製のものを除く。）

props, not of metal

07A03 07B01
07C01

190086

側溝（金属製のものを除く。）

street gutters, not of metal

07A03 07B01
07C01

190245

鉄道用まくら木（金属製のもの
を除く。）
鉄道用まくら木（金属製のもの
を除く。）
とい（金属製のものを除く。）

railroad ties, not of metal

07A03 07B01
07C01

190176

railway sleepers, not of
metal
gutter pipes, not of metal

07A03 07B01
07C01

190176

07A03 07B01
07C01

190075

はり及び根太（金属製のものを
除く。）
屋根用とい（金属製のものを除
く。）
大梁（金属製のものを除く。）

joists, not of metal

07A03 07B01
07C01

190157

roof gutters, not of metal

07A03 07B01
07C01

190044

girders, not of metal

07A03 07B01
07C01 07D01

190083

階段用側桁（金属製のものを除
く。）
階段用踏板（金属製のものを除
く。）
柵（金属製のものを除く。）

stringers [parts of
staircases], not of metal
stair-treads [steps], not of
metal
palings, not of metal

07A03 07B01
07C01 07D01

190113

07A03 07B01
07C01 07D01

190074

07A03 07B01
07C01 07D01

190134

柵（金属製のものを除く。）

palisading, not of metal

07A03 07B01
07C01 07D01

190134

3－309

07A02 07C01
07E01

第19類

#

#

類似商品・役務審査基準
手すり（金属製のものを除
く。）
梁（金属製のものを除く。）

balustrades, not of metal

07A03 07B01
07C01 07D01

190016

beams, not of metal

07A03 07B01
07C01 07D01

190083

まぐさ（金属製のものを除
く。）
広告柱（金属製のものを除
く。）

lintels, not of metal

07A03 07B01
07C01 07D01

190114

advertisement columns, not of
metal

07A03 07B01
07C01 07D01
07E01

190001

間仕切り壁（金属製のものを除
く。）
タールを塗布した建築用帯片

partitions, not of metal

07A03 07B01
07C01 07E01

190060

tarred strips for building

07A03 07C01
07D01

190018

アコーディオンドア（金属製の
ものを除く。）
折畳み式扉（金属製のものを除
く。）
自在ドア（金属製のものを除
く。）
装甲板で保護された扉（金属製
のものを除く。）
装甲板で保護された扉（金属製
のものを除く。）
扉（金属製のものを除く。）

accordion doors, not of metal

07A03 07C01
07E01

190264

folding doors, not of metal

07A03 07C01
07E01

190022

swing doors, not of metal

07A03 07C01
07E01

190263

armored doors, not of metal

07A03 07C01
07E01

190254

armoured doors, not of metal

07A03 07C01
07E01

190254

doors, not of metal*

07A03 07C01
07E01

190069

羽根板（金属製のものを除
く。）
門扉（金属製のものを除く。）

jalousies, not of metal

07A03 07C01
07E01

190103

gates, not of metal

07A03 07C01
07E01

190153

回転式出入口（金属製のものを
除く。）
コンクリート用型枠（金属製の
ものを除く。）、コンクリート
用堰板（金属製のものを除
く。）

turnstiles, not of metal

07A03 07C01
07E01 09G55

190246

shuttering, not of metal, for
concrete

07A03 07C01
09A71

190198

水中工事用潜函

caissons for construction
work under water
telegraph posts, not of metal

07A04 09G99

190042

07B01 07C01

190155

poles, not of metal, for
power lines
posts, not of metal, for
power lines
roofing slates
works of stonemasonry

07B01 07C01

190079

07B01 07C01

190079

07B01 07D01

190007
190146

foundry molds, not of metal
foundry moulds, not of metal
bicycle parking
installations, not of metal
non-luminous and nonmechanical signs, not of
metal
signalling panels, nonluminous and non-mechanical,
not of metal
silos, not of metal

09A01

tanks of masonry

電信柱（金属製のものを除
く。）
電柱（金属製のものを除く。）
電柱（金属製のものを除く。）

#

#
#
#
#

屋根用スレート
石工製品

鋳型（金属製のものを除く。）
鋳型（金属製のものを除く。）
自転車用駐輪装置（金属製のも
のを除く。）
標識（金属製・発光式及び機械
式のものを除く。）

#

標識板（金属製・発光式及び機
械式のものを除く。）

#

サイロ（金属製のものを除
く。）
石製タンク

3－310

07D01
09G99
19B49
20D03
26C01

09G59
19B35
19B99
20F01

09A01
09E26

190091
190091
190199

09G06 09G07
09G08

190165

09G06 09G07
09G08

190137

09G59 09G60

190169

09G59 19B49

190160

類似商品・役務審査基準
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#

ボートけい留用浮きドック（金
属製のものを除く。）
ロケット発射台（金属製のもの
を除く。）
ボートけい留用ボラード（金属
製のものを除く。）
建築用小鳥用水盤（金属製のも
のを除く。）
水生動植物の飼育観賞用水槽
（可搬式の業務用又は室外設置
用構造物）
マントルピース（金属製のもの
を除く。）
石製・コンクリート製又は大理
石製の胸像
石製・コンクリート製又は大理
石製の小像
石製・コンクリート製又は大理
石製の小像
石製・コンクリート製又は大理
石製の像
石製・コンクリート製又は大理
石製の造形品
モニュメント（金属製のものを
除く。）
記念プレート（金属製のものを
除く。）
飛込み板（金属製のものを除
く。）

第19類

floating docks, not of metal,
for mooring boats
rocket launching platforms,
not of metal
mooring bollards, not of
metal
bird baths [structures], not
of metal
aquaria [structures]

09G99

190188

09G99

190108

12A01

190187

19B33

190194

19B55 20D06

190190

fireplace mantles, not of
metal
busts of stone, concrete or
marble
figurines of stone, concrete
or marble
statuettes of stone, concrete
or marble
statues of stone, concrete or
marble
works of art of stone,
concrete or marble
monuments, not of metal

20A01 20A02

190049

20C01 20C50
20D50 26C01

190202

20C01 20C50
20D50 26C01

190224

20C01 20C50
20D50 26C01

190224

20C01 20C50
20D50 26C01

190170

20C01 20C50
20D50 26C01

190193

20C01 20C50
20D50 26C01

190117

memorial plaques, not of
metal
diving boards, not of metal

20E01

190089

24C01

190152

3－311

