
類似商品・役務審査基準 第27類

第２７類 CLASS 27

洗い場用マット bath mats for wash places １９Ｂ０４

審査基準 [ 20,21,24 類] 国際分類表 [ 6,20,21,24 類]

畳類 ２０Ｂ０１

ござ Goza rush mats

畳 N tatami mats 270021

畳床 bodies of tatami mats

むしろ Mushiro straw mats

 （備考）

敷物 N floor coverings ２０Ｃ０１ 270002

N 270013

審査基準 [ 20,24 類] 国際分類表 [ 6,14,16,18,19,20,21,22,24,26 類]

【商品・サービス国際分類表〔第１１－２０２２版〕 類別表（注釈付き）】

じゅうたん、ラグ、マット、リノリウム製敷物及びその他の床用敷物；

壁掛け（織物製のものを除く。）．

注釈

第27類には、主として、建設済みの床及び壁への敷物として付加される商品を含む。

この類には、特に、次の商品を含む：

自動車用カーペット；

マット（敷物としてのもの）、例えば、浴室用マット、ドアマット、体操用マット、ヨガ用マット；

人工芝；

壁紙（織物製壁紙を含む。）．

この類には、特に、次の商品を含まない：

金属製の床板、床材及び床タイル（第6類）及び床板、床材及び床タイル（金属製のものを除く。）（第19類）、木製床板

（第19類）；

電気カーペット（第11類）；

地盤用シート（第19類）；

ベビーサークル用マット（第20類）；

織物製壁掛け（第24類）．

wall hangings, not of textile壁掛け（織物製のものを除く。）

weaves of wild rice leaves
[Komo mats]

(REMARKS) "Goza rush mats,
rush mats with floral
patterns [Hana-mushiro]" is
presumed to be similar to
"floor coverings".

「ござ 花むしろ」は、「敷
物」に類似と推定する。

こも

rush mats with floral
patterns [Hana-mushiro]

花むしろ

edging ribbons for tatami
mats

畳べり

surface facings of tatami
mats

畳表

3－391



第27類 類似商品・役務審査基準

1 敷物 N floor coverings 270002

靴ぬぐいマット N door mats 270008

毛皮の敷物 fur rugs

じゅうたん carpets and rugs

じゅうたんの下敷き carpet underlays

マット（敷物） floor mats

2 N 270013

 （備考）

［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

カーペットの下敷き carpet underlay 270015

じゅうたん carpets 270011

滑止めマット non-slip mats 270012

270019

ビニール製敷物 vinyl floor coverings 270016

葦製マット reed mats 270009

ラグ rugs* 270011

リノリウム製敷物 linoleum 270014

人工芝 N artificial turf ２０Ｄ０８ 270003

［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

270017

体操用マット N gymnastic mats ２４Ｃ０１ 270004

審査基準 [ 9,13,25,28 類] 国際分類表 [ 6,8,9,13,18,19,22,25,26,28 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

屋内競技用マット gymnasium mats 270004

ヨガ用マット yoga mats 270020

壁紙 N wallpaper ２５Ａ０１ 270007

審査基準 [ 1,5,16,17 類] 国際分類表 [ 1,2,5,16,17,28,34 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

織物製壁紙 textile wallpaper 270018

織物製壁紙 textile wallcoverings 270022

［参考］第27類のその他のアルファベット順一覧表掲載の表示

# 自動車用カーペット automobile carpets 12A05 270010

# 自動車用カーペット carpets for automobiles 12A05 270010

浴室用マット bath mats 19B04 20C01 270001

19B04 20C01 270006
24C01

mats*マット

mats of woven rope for ski
slopes

スキー場のスロープ敷設用マッ
ト

floor mats, fire-resistant,
for fireplaces and barbecues

暖炉及びバーベキュー用耐火性
フロアマット

(REMARKS) "Floor coverings"
is presumed to be similar to
"goza rush mats, rush mats
with floral patterns [Hana-
mushiro]" and "artificial
turf".

「敷物」は、「ござ 花むし
ろ」に類似と推定する。

wall hangings, not of textile壁掛け（織物製のものを除
く。）

oriental non-woven rugs
[Mosen]

毛せん
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