
第21類 類似商品・役務審査基準

第２１類 CLASS 21

デンタルフロス N floss for dental purposes ０１Ｃ０１ 210320

審査基準 [ 5,8,10 類] 国際分類表 [ 3,5,8,10 類]

 （備考）

【商品・サービス国際分類表〔第１１－２０２２版〕 類別表（注釈付き）】

家庭用又は台所用の器具及び容器；

調理用具及び食器類（フォーク、洋食ナイフ及びスプーンを除く。）；

くし及びスポンジ；

ブラシ（絵筆及び塗装用ブラシを除く。）；

ブラシ製造用材料；

清浄用具；

未加工又は半加工のガラス（建築用ガラスを除く。）；

ガラス製品、磁器製品及び陶器製品．

注釈

第21類には、主として、家庭用及び台所用の小型手動式器具並びに化粧用具、ガラス製品及び磁器、陶器、土器、テラコッ

タ又はガラスから成る特定の商品を含む。

この類には、特に、次の商品を含む：

家庭用具及び台所用器具、例えば、はえたたき、洗濯ばさみ、バースプーン、肉調理用スプーン及びコルク栓抜、並びに給

仕用具、例えば、角砂糖挟み、アイストング（氷ばさみ）、パイ取分け用へら及び給仕用レードル；

家庭用、台所用及び調理用容器、例えば、花瓶、瓶、貯金箱、台所用・清掃用手おけ、カクテルシェーカー、調理用なべ、

非電気式のケトル及び調理用圧力鍋；

ミンチ用、粉砕用、プレス用又は破砕用の台所用小型手動式器具、例えば、ニンニクプレス器、くるみ割り器、すりこぎ及

びすり鉢；

皿立て及びデカンタースタンド；

化粧用具、例えば、電気式及び非電気式のくし及び歯ブラシ、デンタルフロス、ペディキュア用の発泡材でできた足指セパ

レーター、化粧用パフ、携帯用化粧用具入れ（化粧用具の入ったもの）；

園芸用品、例えば、園芸用手袋、ウィンドーボックス、じょうろ及び散水ホース用ノズル；

水生動植物の室内飼育観賞用水槽及び陸生動植物の室内飼育・栽培用ガラス槽．

この類には、特に、次の商品を含まない：

洗浄剤（第3類）；

金属製の貯蔵・輸送用コンテナ（第6類）、貯蔵・輸送用コンテナ（金属製でないもの。）（第20類）；

ミンチ用、粉砕用、プレス用又は破砕用の小型器具であって電動式のもの（第7類）；

かみそり及びひげそり用器具、散髪用バリカン及びつめ切り、マニキュア用及びペディキュア用器具（電気式及び非電気式

のもの）、例えば、マニキュアセット、エメリーボード、つめの甘皮用ニッパー（第8類）；

食卓用刃物類（第8類）、台所用切削工具類（手持ち工具に当たるものに限る。）、例えば、野菜用シュレッダー、ピザカッ

ター、チーズスライサー（第8類）；

シラミ取り用のくし、医療用舌擦過器（第10類）；

電気式調理器具（第11類）；

化粧用鏡（第20類）；

その機能又は用途によって分類されるガラス、磁器及び陶器から成る特定の商品、例えば、義歯用陶材（第5類）、眼鏡用レ

ンズ（第9類）、電気絶縁・断熱・防音用グラスウール、半加工の樹脂ガラス又は有機ガラス（第17類）、陶器製タイル（第

19類）、建築用ガラス（第19類）、織物用ガラス繊維（第22類）．

(REMARKS) "Floss for dental
purposes" is presumed to be
similar to "tooth brushes,
non-electric".

「デンタルフロス」は、「歯ブ
ラシ」に類似と推定する。
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類似商品・役務審査基準 第21類

０７Ｅ０１

審査基準 [ 19 類] 国際分類表 [ 9,19,20 類]

ガラス管 glass pipes, not 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

210119

オパリンガラス opaline glass 210167

210161

装飾用粉末ガラス powdered glass for decoration 210114

210229

乳白ガラス opal glass 210166

210231

210308

mosaics of glass, not for
building

ガラス製モザイク（建築用のも
のを除く。）

enamelled glass, not for
building

エナメルガラス（建築用のもの
を除く。）

lense glass [semi-finished
material not for building]

レンズ用ガラス

fused silica [semi-worked
product], other than for
building

半加工石英ガラス（建築用のも
のを除く。）

glass for vehicle windows
[semi-finished product]

乗物の窓用ガラス（半製品）

glass incorporating fine
electrical conductors

電導体入りガラス

common sheet glass, not for
building

普通板ガラス（建築用のものを
除く。）

luminous glass, not for
building

発光ガラス（建築用のものを除
く。）

glass incorporating fine
electrical conductors, not
for building

導電ガラス

glass for chemical laboratory
glassware

理化学ガラス

foam glass, not for building泡まつガラス（建築用のものを
除く。）

radiation shield glass, not
for building

放射線遮断ガラス（建築用のも
のを除く。）

感光ガラス

glass bulbs and tubes, not
for building

管球ガラス

decorative glass, not for
building

装飾ガラス（建築用のものを除
く。）

infrared-ray absorbing glass,
not for building

赤外線吸収ガラス（建築用のも
のを除く。）

ultraviolet-ray transmitting
glass, not for building

紫外線透過ガラス（建築用のも
のを除く。）

wired plate glass, not for
building

網入り板ガラス（建築用のもの
を除く。）

unworked or semi-worked
glass, not for building

ガラス基礎製品（建築用のものを除く。）

figured plate glass, not for
building

型板ガラス（建築用のものを除
く。）

colored sheet glass, not for
building

色板ガラス（建築用のものを除
く。）

laminated flat glass, not for
building

合わせ板ガラス（建築用のもの
を除く。）

modified sheet glass, not for
building

変わり板ガラス（建築用のもの
を除く。）

glass rods and bars, not for
building

ガラス棒

glass balls and beads, not
for building

ガラス球

tempered glass, not for
building

強化ガラス（建築用のものを除
く。）

photosensitive sheet glass,
not for building
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第21類 類似商品・役務審査基準

磨き板ガラス（未加工のもの） plate glass [raw material] 210143

210149

０９Ａ４２

国際分類表 [ 18 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

かいばおけ feeding troughs 210002

かいばおけ mangers for animals 210074

水飼い用おけ drinking troughs 210001

家きん用リング N poultry rings ０９Ａ４８ 210011

［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

鳥用リング rings for birds 210018

N cosmetic utensils 210087

電気式歯ブラシ N toothbrushes, electric １１Ａ０７ 210276

審査基準 [ 8,10,11,26 類] 国際分類表 [ 8,10,11,20,26 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

210433

電気式くし electric combs 210176

210375

２１Ｆ０１

審査基準 [ 3,8,10,18,20,26 類] 国際分類表 [ 3,8,10,18,20,24,26 類]

おしろい入れ face-powder cases

くし N combs* 210076

くし用容器 N comb cases 210128

クリーム入れ cosmetic cream cases

化粧用具セット cosmetic utensil sets

化粧用スポンジ N make-up sponges 210354

化粧用刷毛 make-up brushes

化粧用箱 vanity cases, fitted

香水噴霧器 perfume sprays, sold empty

コンパクト powder compacts

せっけん入れ soap holders and boxes

洗面用具入れ toilet cases

つめ用ブラシ N nail brushes 210050

パフ powder puffs

sound wave vibration
hairbrushes

音波振動ヘアブラシ

化粧用具

mangers for animals [troughs
for livestock]

かいばおけ

glass, unworked or semi-
worked, except building glass

未加工又は半加工のガラス（建
築用のものを除く。）

abrasive cloths for scrubbing
the skin

あかすり

cosmetic utensils, other than
"toothbrushes, electric"

化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）

heads for electric
toothbrushes

電気式歯ブラシ用ヘッド

１１Ａ０７ ２１Ｆ０１
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類似商品・役務審査基準 第21類

歯ブラシ toothbrushes, non-electric

歯ブラシ入れ toothbrush cases

ひげそり用ブラシ N shaving brushes 210240

ひげそり用ブラシ立て N shaving brush stands 210241

ヘアブラシ hair brushes

紅筆 lip brushes

眉毛用ブラシ N eyebrow brushes 210215

（備考）1. 

2. 

3. 

［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

おしろい入れ（空のもの） powder compacts, empty 210195

210110

210115

化粧品入れ toilet cases 210115

化粧用スタンプ（空のもの） cosmetic stamps, sold empty 210430

210397

化粧用パフ powder puffs 210148

化粧用ブラシ make-up brushes 210361

化粧用へら cosmetic spatulas 210349

香水用噴霧器 perfume sprayers 210228

香水用噴霧器 perfume vaporizers 210228

210277

210277

せっけん入れ dishes for soap 210191

せっけん入れ soap holders 210191

せっけん箱 soap boxes 210037

210418

入浴用スポンジ bath sponges 210123

歯ブラシ toothbrushes 210250

ひげそり用ブラシ立て stands for shaving brushes 210241

210331

210367

まつげ用ブラシ eyelash brushes 210365

abrasive mitts for scrubbing
the skin

手袋状あかすり

deodorizing apparatus for
personal use

身体用防臭用具

deodorising apparatus for
personal use

身体用防臭用具

foam toe separators for use
in pedicures

ペディキュア用の発泡材ででき
た足指セパレーター

abrasive sponges for
scrubbing the skin

皮膚の汚れ落とし用こすりスポ
ンジ

3 "Toilet cases" is presumed
to be similar to "bags and
the like" and "pouches" in
Class 18.

「洗面用具入れ」は、第１８類
「かばん類 袋物」に類似と推
定する。

2 "Combs" is presumed to be
similar to "oriental hair
pins, oriental hair pins" and
"ornamental combs for
Japanese hair styling
[Marugushi]".

「くし」は、第２６類「かんざ
し こうがい 丸ぐし」に類似
と推定する。

(REMARKS) 1 "Toothbrushes,
non-electric" is presumed to
be similar to "floss for
dental purposes" in class 21
and "dentifrices" in class 3.

「歯ブラシ」は、「デンタルフ
ロス」及び第３類「歯磨き」に
類似と推定する。

droppers for cosmetic
purposes

化粧用スポイト

fitted vanity cases携帯用化粧道具入れ（化粧用具
の入ったもの）

large-toothed combs for the
hair

髪用の目の粗いくし
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第21類 類似商品・役務審査基準

おけ用ブラシ tub brushes １３Ｂ０４

金ブラシ metal brushes

管用ブラシ brushes for pipes

工業用刷毛 industrial brushes

船舶ブラシ ship-scrubbing brushes

審査基準 [ 16 類] 国際分類表 [ 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

スキーワックス用ブラシ ski wax brushes 210364

長柄のタールブラシ tar-brushes, long handled 210147

家事用手袋 N gloves for household purposes １７Ａ０８ 210290

審査基準 [ 9,17 類] 国際分類表 [ 9,17 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

園芸用手袋 gardening gloves 210321

１８Ｃ０２

［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

ガラス製アンプル型瓶 glass vials [receptacles] 210009

210040

210033

デミジョン（細首大びん） demijohns 210040

１８Ｃ１０

１８Ｃ１３glass stoppers for industrial
packaging containers

ガラス製栓

industrial packaging
containers of ceramics

陶磁製包装用容器

glass jars [carboys]酸などを入れる箱又はかご入り
ガラス瓶

glass covers and lids for
industrial packaging
containers

ガラス製ふた

industrial packaging glass
containers for cosmetics

ガラス製包装用化粧品用容器

industrial packaging glass
containers for beverages

ガラス製包装用飲料用容器

industrial packaging
containers of glass, not
including glass stoppers,
lids and covers

ガラス製包装用容器（「ガラス製栓・ガラ
ス製ふた」を除く。）

carboys酸などを入れる箱又はかご入り
ガラス瓶

industrial packaging glass
containers for medicines

ガラス製包装用薬品用容器

industrial packaging glass
containers for food

ガラス製包装用食品用容器

industrial packaging
containers of glass or
porcelain

ガラス製又は陶磁製の包装用容器 １８Ｃ０２ １８Ｃ１０
１８Ｃ１３
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類似商品・役務審査基準 第21類

審査基準 [ 6,17,20 類] 国際分類表 [ 6,17,20 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

ガラス製栓 glass stoppers 210042

１８Ｃ０９

審査基準 [ 16,20 類] 国際分類表 [ 16,17,20 類]

１９Ａ０１

やかん kettles, non-electric

審査基準 [ 11 類] 国際分類表 [ 11 類]

1

調理用鉄板 griddles, non-electric

鍋 cooking pans, non-electric

はんごう mess-tins for cooking rice

フライパン frying pans, non-electric

2

やかん kettles, non-electric

［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

210260

210226

大なべ cauldrons 210070

210399

210246

deep fryers, non-electric揚げなべ（電気式のものを除
く。）

Japanese cast iron kettles,
non-electric [Tetsubin]

鉄瓶

coffee-makers, non-electricコーヒー沸かし（電気式のもの
を除く。）

kettles, non-electricケトル（電気式のものを除
く。）

couscous cooking pots, non-
electric

クスクス調理器具（電気式のも
のを除く。）

beverage urns, non-electric飲料沸かし（電気式のものを除
く。）

Japanese cast iron kettles,
non-electric [Tetsubin]

鉄瓶

coffee-makers, non-electricコーヒー沸かし（電気式のものを除く。）

cooking pots and pans, non-
electric

鍋類

cooking steamers, non-
electric

蒸し器

rice cooking pots, non-
electric

釜

cooking pots and pans, non-
electric

鍋類

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

台所用品（「ガス湯沸かし器・加熱器・調
理台・流し台」を除く。）

industrial packaging bottles
of plastics

プラスチック製の包装用瓶

１９Ａ０１ １９Ａ０３
１９Ａ０４ １９Ａ０５
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第21類 類似商品・役務審査基準

210256

シチューなべ stew-pans 210065

210353

210400

210400

210236

210236

調理用鉄板（調理器具） griddles [cooking utensils] 210145

210101

210101

調理用なべ類セット cooking pot sets 210026

陶器製シチューなべ earthenware saucepans 210181

210257

フライパン frying pans 210136

210239

210107

１９Ａ０３

1

コップ drinking cups

杯 Sake cups

皿 dishes and plates

サラダボール N salad bowls 210203

茶わん Japanese rice bowls [Chawan]

ディッシュカバー dish covers

デカンター N decanters 210063

鉢 serving bowls [Hachi]

ビールジョッキ N beer mugs 210032

弁当箱 N lunch boxes 210325

水差し N jugs 210271

湯飲み teacups [Yunomi]

2 菓子缶 cans for confectionery

茶缶 tea canisters

つぼ kitchen urns

パン入れ N bread bins 210310

Sake serving bottles
[Tokkuri]

徳利

Japanese nests of food boxes
[Jubako]

重箱

Japanese style tea-serving
pots [Kyusu]

きゅうす

barrels and casks for kitchen
purposes

たる（台所用品）

Japanese style soup serving
bowls [Wan]

わん

coffee percolators, non-
electric

パーコレーター（電気式のもの
を除く。）

non-electric cooking pots調理用なべ（電気式のものを除
く。）

cooking pots, non-electric調理用なべ（電気式のものを除
く。）

dinnerware, other than
knives, forks and spoons

食器類

plates to prevent milk
boiling over

ミルクの吹きこぼれ防止板

heaters for feeding bottles,
non-electric

哺乳瓶加熱器（電気式のものを
除く。）

tagines, non-electricタジン鍋（電気式のものを除
く。）

food steamers, non-electric食品用蒸し器（電気式のものを
除く。）

coffee filters, non-electricコーヒーろ過器（電気式のもの
を除く。）

pressure cookers, non-
electric

調理用圧力鍋（電気式のものを
除く。）

autoclaves, non-electric, for
cooking

調理用圧力鍋（電気式のものを
除く。）

tajines, non-electricタジン鍋（電気式のものを除
く。）

3－338



類似商品・役務審査基準 第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

あめ用箱 candy boxes 210244

飲料用角杯 drinking horns 210086

受皿 saucers 210212

カップ cups 210220

紙皿 paper plates 210173

紙製又はプラスチック製コップ cups of paper or plastic 210318

グラス drinking glasses 210319

コップ類 drinking vessels 210034

砂糖菓子用箱 boxes for sweets 210244

皿 dishes 210208

皿用覆い covers for dishes 210269

皿用覆い dish covers 210269

食卓用皿 table plates 210235

ジョッキ mugs 210232

食器セット services [dishes] 210207

スープボウル soup bowls 210421

210214

チーズ皿用覆い cheese-dish covers 210265

茶缶 tea caddies 210038

使い捨ての食卓皿 disposable table plates 210333

ティーポット teapots 210222

デカンターのタグ decanter tags 210373

バター入れ butter dishes 210030

バター入れ用覆い butter-dish covers 210031

鉢（容器） basins [receptacles] 210025

210017

ふた付き大ジョッキ tankards 210291

フルーツボウル fruit bowls 210089

水差し pitchers 210271

野菜用皿 vegetable dishes 210154

リキュールグラスセット liqueur sets 210155

１９Ａ０４

(注)

米びつ kitchen containers for rice

食品保存用ガラス瓶 food preserving jars of glass

国際分類表 [ 11 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

210035

210261

210261

スポーツ用水筒 drinking bottles for sports 210144

ヒップフラスコ hip flasks 210348

portable cool boxes, non-
electric

携帯用クーラーボックス（電気
式のものを除く。）

portable coolers, non-
electric

携帯用クーラーボックス（電気
式のものを除く。）

ice-cooling refrigerators for
household purposes

氷冷蔵庫

non-electric ice chests for
household purposes

アイスボックス

bread baskets for household
purposes

パンかご（家庭用のもの）

heat-insulated containers for
beverages

飲料用断熱容器

vacuum bottles [insulated
flasks]

魔法瓶

drinking flasks for
travellers

水筒

soup tureensスープ用チュリーン（スープを
取り分ける蓋つきの深皿）
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第21類 類似商品・役務審査基準

保温袋 isothermic bags 210323

魔法瓶 insulating flasks 210046

魔法瓶 vacuum bottles 210046

調理用具 cookware １９Ａ０５

アイスペール N ice pails 210196

角砂糖挟み N sugar tongs 210388

くるみ割り器 N nutcrackers 210387

こしょう入れ N pepper pots 210185

砂糖入れ N sugar bowls 210218

ざる colanders

塩振り出し容器 N salt shakers 210204

じょうご cooking funnels

ストロー drinking straws

栓抜（電気式のものを除く。） bottle openers, non-electric

卵立て N egg cups 210165

タルト取り分け用へら N tart scoops 210177

ナプキンホルダー napkin holders

ナプキンリング N napkin rings 210200

鍋敷き hot pads [trivets]

はし N chopsticks 210311

はし箱 chopstick cases

ふるい cooking sieves and sifters

盆 trays

ようじ N toothpicks 210105

ようじ入れ N toothpick holders 210275

審査基準 [ 8,16,24 類] 国際分類表 [ 6,8,9,16,20,24 類]

1 調理用具 cookware

泡立て器 whisks, non-electric

魚ぐし cooking skewers

こし器 cooking strainers

シェーカー shakers

大根卸し cooking graters

焼き網 cooking grills

レモン絞り器 lemon squeezers

N 210309

chopping boards for kitchen
use

まな板

Suribachi [articles of
earthenware for household
use]

すりばち

Surikogi [wooden cooking
pestles]

すりこぎ

waffle irons, non-electricワッフル焼き型（電気式のもの
を除く。）

rolling pins for cooking
purposes

麺棒

Japanese style cooked rice
scoops [Shamoji]

しゃもじ

hand-operated coffee grinders
and pepper mills

手動式のコーヒー豆ひき器及び
こしょうひき

ladles and dippers for
kitchen use

ひしゃく

Japanese style personal
dining trays or stands [Zen]

膳
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2 アイスペール N ice pails 210196

角砂糖挟み N sugar tongs 210388

くるみ割り器 N nutcrackers 210387

こしょう入れ N pepper pots 210185

砂糖入れ N sugar bowls 210218

ざる colanders

塩振り出し容器 N salt shakers 210204

じょうご cooking funnels

ストロー drinking straws

栓抜（電気式のものを除く。） bottle openers, non-electric

卵立て N egg cups 210165

タルト取り分け用へら N tart scoops 210177

ナプキンホルダー napkin holders

ナプキンリング N napkin rings 210200

鍋敷き hot pads [trivets]

はし N chopsticks 210311

はし箱 chopstick cases

ふるい cooking sieves and sifters

盆 trays

ようじ N toothpicks 210105

ようじ入れ N toothpick holders 210275

［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

アイスクリーム用スクープ ice cream scoops 210386

アイストング（氷ばさみ） ice tongs 210381

210292

210238

オーブンミトン oven mitts 210357

回転盆 lazy susans 210324

角氷用製氷皿 ice cube molds 210099

角氷用製氷皿 ice cube moulds 210099

カクテルシェーカー cocktail shakers 210082

菓子用型 cake molds 210142

菓子用型 cake moulds 210142

菓子用カッター pastry cutters 210328

210134

210180

210088

家庭用さじ scoops for household purposes 210102

210162

210398

210138

家庭用盆 trays for household purposes 210267

droppers for household
purposes

家庭用スポイト

mills for household purposes,
hand-operated

家庭用手動式製粉機

strainers for household
purposes

家庭用こし器

fruit presses, non-electric,
for household purposes

家庭用の果汁搾り器（電気式の
ものを除く。）

cruet sets for oil and
vinegar

油・酢を入れる食卓用薬味瓶
セット

ladles and dippers for
kitchen use

ひしゃく

Japanese style personal
dining trays or stands [Zen]

膳

trays of paper, for household
purposes

家庭用紙製盆

whisks, non-electric, for
household purposes

家庭用泡立て器（電気式のもの
を除く。）

beaters, non-electric泡立て器（電気式のものを除
く。）

Japanese style cooked rice
scoops [Shamoji]

しゃもじ
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210096

210366

紙製焼き型 baking cases of paper 210419

キッチンミトン kitchen mitts 210357

球形茶こし器 tea balls 210248

球形の茶振出し器 tea infusers 210248

給仕用スプーン serving spoons 210437

給仕用フォーク serving forks 210436

給仕用レードル serving ladles 210383

クッキーカッター cookie [biscuit] cutters 210316

210394

210258

氷おけ ice buckets 210196

210211

210402

サラダ用トング salad tongs 210382

210254

手動式こしょうひき pepper mills, hand-operated 210184

210327

手動式パスタ製造器 pasta makers, hand-operated 210408

じょうご funnels 210121

210372

食卓用三脚台 trivets [table utensils] 210270

食卓用塩入れ salt cellars 210204

食卓用ナイフ置き knife rests for the table 210090

シリコン製焼き型 baking cases of silicone 210420

210315

製菓装飾用絞り袋 pastry bags 210315

製菓装飾用絞り袋 piping bags 210315

台所用おろし金 graters for kitchen use 210197

210158

210355

台所用すりこぎ pestles for kitchen use 210384

台所用すりばち mortars for kitchen use 210385

台所用へら spatulas for kitchen use 210330

210108

210118

210118

茶こし tea strainers 210288

210411

調理用型 cookery molds 210103

roller tubes for peeling
garlic

チューブ状ローラー式にんにく
皮むき器

siphon bottles for carbonated
water

炭酸水用サイフォン

kitchen grinders, non-
electric

台所用グラインダー（電気式の
ものを除く。）

decorating bags for
confectioners

製菓装飾用絞り袋

place mats, not of paper or
textile

食卓マット（紙製又は織物製の
ものを除く。）

siphon bottles for aerated
water

炭酸水用サイフォン

cutting boards for the
kitchen

台所用まな板

crushers for kitchen use,
non-electric

台所用クラッシャー（電気式の
ものを除く。）

vessels for making ices and
ice cream, non electric

氷及びアイスクリーム製造用容
器（電気式のものを除く。）

coasters, not of paper or
textile

コースター（紙製又は織物製の
ものを除く。）

cake decorating tips and
tubes

ケーキ装飾用絞り金及び絞り出
し器

noodle machines, hand-
operated

手動式製麺器

coffee grinders, hand-
operated

手動式コーヒー豆ひき器

reusable silicone food covers再利用可能なシリコン製フード
カバー

egg separators, non-electric,
for household purposes

家庭用卵黄分離器（電気式のも
のを除く。）

blenders, non-electric, for
household purposes

家庭用ミキサー（電気式のもの
を除く。）
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調理用型 cookery moulds 210103

調理用型 molds [kitchen utensils] 210079

調理用型 moulds [kitchen utensils] 210079

調理用金属製小ぐし cooking pins of metal 210049

調理用金属製焼きぐし cooking skewers of metal 210049

210396

ティーバッグ置き tea bag rests 210393

ティーポット用保温カバー tea cosies 210343

210371

テーブル用ナプキンホルダー table napkin holders 210210

210363

なべつかみ potholders 210356

肉汁受け dripping pans 210350

肉調理用ブラシ basting brushes 210358

210156

210429

210332

飲物用ストロー drinking straws 210342

飲物用ストロー straws for drinking 210342

バースプーン cocktail stirrers 210314

210326

バーベキューミトン barbecue mitts 210357

バーベキュー用トング barbecue tongs 210435

バーベキュー用フォーク barbecue forks 210438

パイ取分け用へら pie servers 210177

210434

パン切り台 bread boards 210169

パンくず用盆 crumb trays 210160

210431

ぶどう酒給仕用レードル ladles for serving wine 210390

210178

210178

ふるい（家庭用具） sieves [household utensils] 210097

ふるい（家庭用具） sifters [household utensils] 210061

ベーキングマット baking mats 210346

210359

盆 cabarets [trays] 210058

メニューホルダー menu card holders 210064

麺棒（家庭用のもの） rolling pins, domestic 210175

焼き網支え gridiron supports 210146

焼き網支え grill supports 210146

焼き網（調理器具） grills [cooking utensils] 210145

薬味入れ cruets 210057

薬味入れセット spice sets 210122

bulb bastersベルブベイスター（料理用スポ
イト）

wine-tasting pipettesぶどう酒のテイスティング用ピ
ペット

mixing spoons [kitchen
utensils]

バースプーン

garlic presses [kitchen
utensils]

ニンニクプレス器（台所用品）

meat grinders, non-electric肉用グラインダー（電気式のも
のを除く。）

wine-tasting siphonsぶどう酒のテイスティング用サ
イフォン

mats, not of paper or
textile, for beer glasses

ビールグラス用マット（紙製又
は織物製のものを除く。）

pie funnelsパイファネル（パイ用空気抜き
器）

cooking mesh bags, other than
for microwaves

調理用メッシュバッグ（電子レ
ンジ用を除く。）

basting spoons [cooking
utensils]

肉調理用スプーン（調理器具）

tortilla presses, non-
electric [kitchen utensils]

トルティーヤ用プレス器（電気
式のものを除く。）（台所用
品）

tablemats, not of paper or
textile

テーブルマット（紙製又は織物
製のものを除く。）
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卵黄分離器 egg yolk separators 210401

冷却用容器（アイスペール） coolers [ice pails] 210196

ロースト用天パン roaster pans 210428

ロースト用天パン roasting pans 210428

ロースト用天パン roasting tins 210428

ワインエアレーター wine aerators 210374

ワインポアラー wine pourers 210413

１９Ａ０６

審査基準 [ 16,24 類] 国際分類表 [ 16,20,22,24 類]

くまで hand garden rakes

清掃用バケツ buckets for cleaning

洗濯板 N washing boards 210006

洗濯挟み clothes pegs [clothes pins]

洗濯ブラシ washing brushes

洗面器 wash basins

雑巾 dusting or cleaning cloths

たらい wash-tubs

たわし scrubbing brushes

ちりかご waste baskets

ちり取り dust-pans

つや出し布 N polishing cloths 210378

はたき dusters

ほうき N brooms 210020

モップ N mops* 210135

(注)

物干し用ハンガー clothes drying hangers

［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

おむつ処理用バケツ diaper disposal pails 210409

おむつ処理用バケツ nappy disposal bins 210409

回転式の物干しざお rotary washing lines 210395

家具用埃取り furniture dusters 210125

210186

紙くず用カゴ waste paper baskets 210340

くず入れ trash cans 210194

ごみ入れ garbage cans 210194

ごみ箱 dustbins 210194

ごみ箱 refuse bins 210194

皿洗い用の布 dishcloths 210417

皿洗い用ブラシ dishwashing brushes 210304

シチューなべ用金属製磨き具 saucepan scourers of metal 210066

210432

じゅうたん掃除具 carpet sweepers 210021

automatic opening and closing
trash cans

自動開閉式のごみ箱

cleaning tools and washing
utensils

清掃用具及び洗濯用具

polishing apparatus and
machines, for household
purposes, non-electric

家庭用つや出し機器（電気式の
ものを除く。）

clothes hanging rods [used as
washing lines]

物干しざお

drying boards for washed,
starched and then stretched
pieces of kimono [Hari-ita]

張り板
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210008

210104

210404

清掃用スチールウール steel wool for cleaning 210005

清掃用セーム革 chamois leather for cleaning 210263

清掃用セーム革 skins of chamois for cleaning 210263

清掃用トウ cleaning tow 210312

清掃用バックスキン buckskin for cleaning 210263

清掃用パッド pads for cleaning 210168

洗車手袋（清掃用具） car washing mitts 210360

洗浄用ブラシ scrubbing brushes 210137

洗濯ばさみ clothes-pegs 210313

洗濯ばさみ clothes-pins 210313

洗濯物掛け drying racks for laundry 210126

洗濯用たらい washtubs 210106

雑巾 cloths for cleaning 210077

雑巾 rags for cleaning 210077

210111

210259

塵ふき布 dusting cloths [rags] 210282

つや出し用革 polishing leather 210100

手袋型つや出し用具 polishing gloves 210294

トイレ清掃用ブラシ toilet brushes 210051

210329

羽根製はたき feather-dusters 210281

ほうき用柄 broom handles 210389

磨き用パッド scouring pads 210168

モップ絞り器 mop wringer buckets 210362

モップ絞り器 mop wringers 210339

床洗い用布 cloth for washing floors 210303

ランプのガラス磨き用ブラシ lamp-glass brushes 210052

210080

アイロン台 N ironing boards １９Ｂ０３ 210179

霧吹き tailors' sprayers

こて台 ironing boards [Kotedai]

審査基準 [ 8,16,20,26 類] 国際分類表 [ 3,8,11,16,20,26 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

アイロン台 flat-iron stands 210112

アイロン台用カバー ironing board covers, shaped 210093

Hera-dai [fabric marking
boards]

へら台

apparatus for wax-polishing,
non-electric

ワックス磨き具（電気式のもの
を除く。）

plungers for clearing blocked
drains

排水管洗浄用プランジャー

cleaning instruments, hand-
operated

手動清掃用具

carpet beaters [hand
instruments]

手動じゅうたんたたき

abrasive pads for kitchen
purposes

台所用の磨きパッド

dusting apparatus, non-
electric

掃除用具（電気式のものを除
く。）

squeegees [cleaning
instruments]

スクイージー（清掃用具）
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１９Ｂ０４

浴室用手おけ bathroom pails

審査基準 [ 20,24,27 類] 国際分類表 [ 6,20,24,27 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

210391

210392

210301

ろうそく消し N candle extinguishers １９Ｂ２７ 210295

ろうそく立て candlesticks

［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

枝付き燭台 candelabra [candlesticks] 210245

キャンドルジャー（ホルダー） candle jars [holders] 210352

燭台 candlesticks 210245

ろうそく用受皿 bobeches 210242

ろうそく用受皿 candle drip rings 210242

１９Ｂ２９

石炭入れ coal scuttles

審査基準 [ 8 類] 国際分類表 [ 6,8 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

210067

ねずみ取り器 mouse and rat traps １９Ｂ３０

はえたたき N fly swatters 210069

審査基準 [ 5 類] 国際分類表 [ 5,6 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

害虫捕獲器 insect traps 210150

ねずみ捕り器 mouse traps 210216

ねずみ捕り器 rat traps 210198

はえ取り器 fly traps 210351

植木鉢 N flower pots １９Ｂ３２ 210133

じょうろ N watering cans 210016

審査基準 [ 6,20 類] 国際分類表 [ 6,16,17,20 類]

Gotoku [trivets for Japanese
charcoal heaters for
household purposes]

五徳

cinder sifters for household
purposes

家庭用燃え殻ふるい

baby baths, portableベビーバス（持ち運びできるも
の）

hydroponic plant pots for
home gardening

家庭園芸用の水耕式植物栽培器

cinder sifters [household
utensils]

燃え殻ふるい（家庭用具）

Japanese charcoal
extinguishers [Hikeshi-tsubo]

火消しつぼ

stands for portable baby
baths

携帯用ベビーバススタンド

inflatable bath tubs for
babies

空気注入式の乳児用浴槽

yukakibo [Japanese bath
utensils for hot bathtub
water]

湯かき棒
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［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

ウィンドーボックス window-boxes 210341

210253

210253

散水器 sprinklers 210015

散水器 sprinkling devices 210013

散水器 watering devices 210013

散水用ホース用ノズル nozzles for watering hose 210012

じょうろの散水口 roses for watering cans 210183

じょうろ用ノズル nozzles for watering cans 210183

210305

210206

210206

小鳥かご bird cages １９Ｂ３３

小鳥用水盤 N bird baths* 210019

ペット用食器 feeding vessels for pets

ペット用ブラシ brushes for pets

審査基準 [ 18,20,28 類] 国際分類表 [ 5,6,9,10,18,19,20,22,24,28,31 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

人工の抱き卵 nest eggs, artificial 210164

動物の毛繕い用グローブ animal grooming gloves 210403

鳥かご birdcages 210059

箱形のペット用トイレ litter boxes for pets 210306

ペット用給餌用ボウル pet feeding bowls 210414

ペット用ケージ cages for household pets 210302

ペット用自動給餌用ボウル pet feeding bowls, automatic 210415

ペット用トイレ litter trays for pets 210306

洋服ブラシ clothes brushes １９Ｂ３７

国際分類表 [ 20 類]

寝室用簡易便器 N chamber pots １９Ｂ３９ 210192

審査基準 [ 10 類] 国際分類表 [ 10,11 類]

貯金箱 N piggy banks １９Ｂ４４ 210224

［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

貯金箱 coin banks 210376

お守り １９Ｂ４５

おみくじ

国際分類表 [ 16 類]

indoor terrariums [plant
cultivation]

植物の室内栽培用ガラス容器

flower-pot covers, not of
paper

植木鉢覆い（紙製のものを除
く。）

covers, not of paper, for
flower pots

植木鉢覆い（紙製のものを除
く。）

syringes for watering flowers
and plants

花及び植物用の散水器

sprinklers for watering
flowers and plants

花及び植物用の散水器

3－347



第21類 類似商品・役務審査基準

(注) １９Ｂ５０

［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

再利用可能な代用氷 reusable ice cubes 210370

210369

１９Ｂ５４

せっけん用ディスペンサー N soap dispensers 210117

審査基準 [ 6,20 類] 国際分類表 [ 6,8,20 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

210036

靴脱ぎ器 boot jacks 210041

１９Ｂ５５

国際分類表 [ 7,11,19 類]

金魚鉢 glass bowls for live goldfish

観賞魚用水槽 N tanks [indoor aquaria] 210336

［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

観賞魚用水槽の蓋 aquarium hoods 210337

210336

トイレットペーパーホルダー N toilet paper holders １９Ｂ５６ 210335

審査基準 [ 11,24 類] 国際分類表 [ 11,24 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

210116

花瓶 flower vases ２０Ｃ０２

水盤 flower bowls

審査基準 [ 20 類] 国際分類表 [ 17,20 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

花瓶 vases 210190

210132

２０Ｄ０４

審査基準 [ 6,20 類] 国際分類表 [ 6,9,16,20 類]

upright signboards of glass
or ceramics

ガラス製又は磁器製の立て看板

holders for flowers and
plants [flower arranging]

花用及び植物用の支持具（生け
花用のもの）

toilet paper dispensersトイレットペーパーディスペン
サー

boxes for dispensing paper
towels

紙タオル取出し用箱

boxes of metal for dispensing
paper towels

紙タオル取り出し用金属製箱

cold packs for chilling food
and beverages

食品及び飲料の保冷用アイス
パック

indoor aquaria水生動植物の室内飼育観賞用水
槽

ornamental accessories for
indoor aquaria

観賞魚用水槽用の装飾品

tanks [indoor aquaria] and
their fittings

観賞魚用水槽及びその附属品

heating or cooling packs
filled with chemical
substances ready to react
when required

化学物質を充てんした保温保冷具
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類似商品・役務審査基準 第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

210279

香炉 perfume burners ２０Ｆ０１

審査基準 [ 6,19,20,24,26,31 類] 国際分類表 [ 6,19,20,24,26,31 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

香料くん焼器 perfume burners 210056

靴ブラシ N shoe brushes ２２Ａ０２ 210071

靴べら N shoe horns 210213

靴磨き布 shoe shine cloths

軽便靴クリーナー shoe shine sponges and cloths

シューツリー shoe-trees [stretchers]

審査基準 [ 6,14,20,22,26 類] 国際分類表 [ 6,14,20,22,25,26 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

210264

シューツリー shoe trees 210120

ブーツツリー boot trees 210347

２４Ｃ０３

審査基準 [ 6,8,22,24,28 類] 国際分類表 [ 6,18,20,22,24,28 類]

昆虫採集箱 N insect collectors' boxes ２５Ｂ０２ 210440

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

昆虫採集用虫かご cages for collecting insects 210439

昆虫採集用虫かご insect collecting cages 210439

３４Ｅ０７

審査基準 [ 22,26 類] 国際分類表 [ 22,26 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

清掃用毛くず wool waste for cleaning 210163

ブラシ製造用馬毛 horsehair for brush-making 210380

ブラシ製造用豚の剛毛 pig bristles for brush-making 210379

ブラシ用毛 hair for brushes 210055

ブラシ用獣毛 animal bristles [brushware] 210010

cattle hair for brushes,
raccoon dog hair for brushes,
pig bristles for brushes and
horsehair for brushes

ブラシ用牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛

insect collecting boxes in
the form of a flattened
cylindrical metal case

昆虫胴乱

portable cooking kits for
outdoor use

コッフェル

wax-polishing appliances,
non-electric, for shoes

靴用ワックス磨き具（電気式の
ものを除く。）

signboards of porcelain or
glass

磁器製又はガラス製の看板
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第21類 類似商品・役務審査基準

［参考］第21類のその他のアルファベット順一覧表掲載の表示

# 07E01 18C02 210098
18C13 19A01 

19A03 19A04 

19A05 19B27 

19B32 19B44 

19B54 20C01 

20C02 20C50 

20D04 20D50 

20F01 21F01 

26C01

# 07E01 18C02 210230
18C13 19A01 

19A03 19A04 

19A05 19B27 

19B32 19B44 

19B54 20C01 

20C02 20C50 

20D04 20D50 

20F01 21F01 

26C01

# 09E11 11A06 210406
19B99 20F01

# 09E25 11A07 210344
21F01

# 11A06 210368

# 超音波式害虫撃退器 ultrasonic pest repellers 11A06 210422

# 11A06 210345

# 11A06 19A05 210043

# 11A06 19A05 210048

# 11A06 19A06 210377

# ネクタイプレッサー tie presses 11A06 19B03 210094

# ズボンプレッサー trouser presses 11A06 19B99 210171

11A07 13B04 210014
19A05 19A06 

19B33 19B37 

21F01 22A02

11A07 13B04 210251
19A05 19A06 

19B33 19B37 

22A02

11A07 21F01 210262

13B04 19A06 210278

13B04 19A06 210187
19B37 21F01 

22A02

# 14A06 210152

# 14A06 210283

# 14A06 210283

# 14A06 34E09 210284fiberglass, other than for
insulation or textile use

ガラス繊維（絶縁用及び織物用
のものを除く。）

vitreous silica fibres, other
than for textile use

ガラス状シリカ繊維（織物用の
ものを除く。）

brushes for cleaning tanks
and containers

タンク及び容器の洗浄用ブラシ

water apparatus for cleaning
teeth and gums

歯及び歯茎の洗浄用の水射出器
具

electric brushes, except
parts of machines

電動ブラシ（機械の部品に当た
るものを除く。）

vitreous silica fibers, other
than for textile use

ガラス状シリカ繊維（織物用の
ものを除く。）

glass wool, other than for
insulation

ガラスウール（絶縁用のものを
除く。）

polishing materials for
making shiny, except
preparations, paper and stone

つや出し用具（つや出し剤・紙
及び石に当たるものを除く。）

corkscrews, electric and non-
electric

電気式及び非電気式ねじ込み式
コルク栓抜

electric devices for
attracting and killing
insects

電気誘引式殺虫装置

plug-in diffusers for
mosquito repellents

蚊用忌避剤用プラグイン式散布
器

brushes*ブラシ

lint removers, electric or
non-electric

くず取り器（電動式のもの又は
電動式でないもの）

bottle openers, electric and
non-electric

電気式及び非電気式瓶用栓抜

crystal [glassware]クリスタルガラス製品

make-up removing appliances化粧落とし器

aromatic oil diffusers, other
than reed diffusers, electric
and non-electric

電気式及び非電気式アロマオイ
ルディフューザー（リードディ
フューザー状のものを除く。）

painted glassware着色ガラス製品
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類似商品・役務審査基準 第21類

# 14A06 34E09 210284

# 15A01 210286

# 15A01 210286

17A08 18C02 210273
18C10 18C13 

19A01 19A03 

19A04 19A05 

19A06

17A08 18C02 210159
18C10 18C13 

19A01 19A03 

19A04 19A05 

19A06

18C02 18C09 210424

18C02 18C09 210045
19A03 19A04 

19A05

18C02 18C10 210289
19A03 19A04 

19A05

18C02 19A03 210009
19A04 19A05

18C02 19A03 210022
19A04 19A05

18C02 19A03 210085
19A04 19A05

18C02 19A03 210047
19A04 19A05

18C02 19A03 210243
19A04 21F01

# 18C10 19A01 210189
19A03 19A04 

19A05 19A06 

19B32 19B39 

19B44 19B56 

20C01 20C02 

20C50 20D50 

20F01 21F01 

26C01

# 18C10 19A01 210129
19A03 19A04 

19A05 19A06 

19B32 19B39 

19B44 19B56 

20C01 20C02 

20C50 20D50 

20F01 21F01 

26C01

# 18C10 19A01 210129
19A03 19A04 

19A05 19A06 

19B32 19B39 

19B44 19B56 

20C01 20C02 

20C50 20D50 

20F01 21F01 

26C01

boxes of glassガラス製箱

refrigerating bottles冷却用瓶

glasses [receptacles]ガラス製容器

crockery陶磁器

earthenware陶器

porcelain ware磁器

bottles瓶

smart medicine bottles, sold
empty

スマート薬瓶（空のもの）

utensils for household
purposes

台所用具及び清掃用具

glass flasks [containers]ガラス製フラスコ型瓶

glass bulbs [receptacles]ガラス製球状容器

flasks*フラスコ

fibreglass, other than for
insulation or textile use

ガラス繊維（絶縁用及び織物用
のものを除く。）

kitchen utensils台所用器具

fibreglass thread, other than
for textile use

ガラス繊維糸（織物用のものを
除く。）

fiberglass thread, other than
for textile use

ガラス繊維糸（織物用のものを
除く。）
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第21類 類似商品・役務審査基準

# 18C10 19A01 210193
19A03 19A04 

19A05 19A06 

19B32 19B39 

19B44 19B56 

20C01 20C02 

20C50 20D50 

20F01 21F01 

26C01

# 18C10 19A01 210157
19A03 19A04 

19A05 19A06 

19B32 19B39 

19B44 19B56 

20C01 20C02 

20C50 20D50 

20F01 21F01 

26C01

18C10 19A01 210068
19A03 19A04 

19A05 19A06 

19B32 19B39 

19B44 19B56 

20C02 20F01 

21F01

19A01 19A03 210287

注ぎ口 pouring spouts 19A01 19A03 210027

19A01 19A03 210007
19A04

19A01 19A03 210062
19A04

19A01 19A03 210153
19A04 19A05

19A01 19A03 210092
19A04 19A05

19A01 19A03 210091
19A04 19A05

19A01 19A03 210199
19A04 19A05 

19A06

19A01 19A03 210272
19A04 19A05 

19A06

19A01 19A03 210140
19A05

19A01 19A04 210322

19A01 19A05 210274

19A01 19A05 210405

クッキー入れ cookie jars 19A03 19A04 210317

コーヒーセット coffee services [tableware] 19A03 19A05 210255

19A03 19A05 210227

19A03 19A05 210410

19A03 19A05 210410

ティーセット tea services [tableware] 19A03 19A05 210209

egg poachersポーチドエッグ用なべ及び調理
用具

cooking utensils, non-
electric

調理器具（電気式のものを除
く。）

hot pots, not electrically
heated

保温用容器又はなべ（電気式の
ものを除く。）

disposable aluminum foil
containers for household
purposes

使い捨ての家庭用アルミニウム
箔製容器

disposable aluminium foil
containers for household
purposes

使い捨ての家庭用アルミニウム
箔製容器

tableware, other than knives,
forks and spoons

食卓用器具（ナイフ・フォーク
及びスプーンを除く。）

closures for pot lidsなべ・つぼ・食品の保存用又は
調理用容器のふたの留め具

pot lidsなべ・つぼ・食品の保存用又は
調理用容器のふた

potsなべ・つぼ・食品の保存用又は
調理用容器

mess-tins携帯用炊事用具

kitchen containers台所用容器

containers for household or
kitchen use

家庭用又は台所用の容器

ceramics for household
purposes

家庭用陶磁製品

majolicaマジョリカ陶器

pottery陶磁器

heat-insulated containers断熱容器

thermally insulated
containers for food

食品用断熱容器

coffeepots, non-electricコーヒーポット（電気式のもの
を除く。）
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19A03 19A05 210170

ボウル basins [bowls] 19A03 19A05 210039

ボウル bowls [basins] 19A03 19A05 210039

19A03 19A05 210266
19A06 19B33

# テーブル飾り皿 epergnes 19A03 20C01 210219

台所用・清掃用手おけ pails 19A05 19A06 210023

台所用・清掃用布製バケツ buckets made of woven fabrics 19A05 19A06 210127

台所用・清掃用バケツ buckets 19A05 19A06 210023

# 19A05 19B99 210425
21C01

スポンジ入れ sponge holders 19A06 21F01 210124

19A06 21F01 210280

19B33 19B55 210338

# 馬ぐし currycombs 19B33 24C02 210028

# 馬用ブラシ horse brushes 19B33 24C02 210073

# 動物用くし combs for animals 19B33 24C02 210075

# 19B41 19B99 210139

# 19B99 210407

# 19B99 210426

# 19B99 210427

# タオルレール及びタオルリング rails and rings for towels 19B99 210334

# タオルレール及びタオルリング towel rails and rings 19B99 210334

# 手袋用ストレッチャー glove stretchers 19B99 210141

# 19B99 210416

# 被服用伸張具 clothing stretchers 19B99 210221

# 被服用ストレッチャー stretchers for clothing 19B99 210221

# ボタンフック buttonhooks 19B99 210223

# にかわなべ glue-pots 19B99 25B01 210084

# 装飾用ガラス球 decorative glass spheres 20C01 20C50 210044

# 20C01 20C50 210078
20D50 21A02 

21A03 21B01 

22A02 26C01

# 20C01 20C50 210252
20D50 26C01

# 20C01 20C50 210285
20D50 26C01

# 20C01 20C50 210285
20D50 26C01

# 20C01 20C50 210217
20D50 26C01

# 20C01 20C50 210234
20D50 26C01

# 34A01 34E02 210054
34E07

# 清掃用綿くず cotton waste for cleaning 34E04 210268

material for brush-makingブラシ製造用材料

works of art of porcelain,
ceramic, earthenware, terra-
cotta or glass

磁器製・陶器製・土器製・テラ
コッタ製又はガラス製の造形品

statues of porcelain,
ceramic, earthenware, terra-
cotta or glass

磁器製・陶器製・土器製・テラ
コッタ製又はガラス製の像

statuettes of porcelain,
ceramic, earthenware, terra-
cotta or glass

磁器製・陶器製・土器製・テラ
コッタ製又はガラス製の小像

figurines of porcelain,
ceramic, earthenware, terra-
cotta or glass

figurines of porcelain,
ceramic, earthenware, terra-
cotta or glass for cakes

磁器製・陶器製・土器製・テラ
コッタ製又はガラス製のケーキ
用小像

tube squeezers for household
purposes

家庭用チューブ絞り器

plates for diffusing aromatic
oil

アロマオイル拡散用皿

磁器製・陶器製・土器製・テラ
コッタ製又はガラス製の小像

busts of porcelain, ceramic,
earthenware, terra-cotta or
glass

磁器製・陶器製・土器製・テラ
コッタ製又はガラス製の胸像

china ornaments磁器製装飾品

candle warmers, electric and
non-electric

電気式及び非電気式キャンドル
用ウォーマー

valet trays [receptacles for
small objects] for household
purposes

家庭用バレットトレイ（小物用
容器）

baskets for household
purposes

家庭用バスケット

fitted picnic baskets,
including dishes

ピクニックバスケット（皿類を
詰めたものに限る。）

smoke absorbers for household
purposes

家庭用煙吸収器

indoor terrariums [vivariums]陸生動植物の室内飼育・栽培用
ガラス槽

sponges for household
purposes

洗浄用・洗顔用又は入浴用のス
ポンジ
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