
類似商品・役務審査基準 第30類

第３０類 CLASS 30

アイスクリーム用凝固剤 N binding agents for ice cream ０１Ａ０１ 300074

N 300135

N 300045

審査基準 [ 1,2,3,4,19 類] 国際分類表 [ 1,2,3,4,5,15,19,29 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

ソーセージ用結着剤 sausage binding materials 300088

300200

300200

300215

【商品・サービス国際分類表〔第１１－２０２２版〕 類別表（注釈付き）】

コーヒー、茶、ココア及びそれらの代用品；

米、パスタ及びめん類；

タピオカ及びサゴ；

穀粉及び穀物からなる加工品；

パン、ペストリー及びコンフェクショナリー；

チョコレート；

アイスクリーム、シャーベット及びその他の氷菓；

砂糖、はちみつ、糖みつ；

酵母、ベーキングパウダー；

食塩、調味料、香辛料、保存加工したハーブ；

食酢、ソース及びその他の調味料；

氷（凍結水）．

注釈

第30類には、主として、植物性食品（果実及び野菜を除く。）であって食用のために加工又は保存加工したもの及び食品の

香味を改良するための補助的な材料を含む。

この類には、特に、次の商品を含む：

コーヒー飲料、ココア飲料、チョコレート飲料又は茶飲料；

食用のために加工した穀物、例えば、オートフレーク、コーンチップス菓子、脱穀済みの大麦、ブルグア（ひき割り小

麦）、ミューズリー；

ピザ、パイ、サンドイッチ；

チョコレートで覆われたナッツ菓子；

食品用又は飲料用香味料（精油のみから成るものを除く。）．

この類には、特に、次の商品を含まない：

工業用塩類（第1類）；

精油のみから成る食品用又は飲料用香料（第3類）；

医療用茶及び食餌療法用食品・飲料・薬剤（第5類）；

乳児用食品（第5類）；

栄養補助食品（第5類）；

医薬用酵母（第5類）、飼料用酵母（第31類）；

コーヒー、ココア、チョコレート又は紅茶風味の乳飲料（第29類）；

スープ、スープのもととしてのブイヨン（第29類）；

未加工穀物（第31類）；

生鮮のハーブ（第31類）；

飼料（第31類）．

baking soda [bicarbonate of
soda for cooking purposes]

料理用重曹

preparations for stiffening
whipped cream

ホイップクリーム用安定剤

meat tenderizers for
household purposes

家庭用食肉軟化剤

cream of tartar for culinary
purposes

料理用酒石英

bicarbonate of soda for
cooking purposes [baking
soda]

料理用重曹
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第30類 類似商品・役務審査基準

０４Ｄ０１

審査基準 [ 3 類] 国際分類表 [ 3,34 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

300141

300141

300070

300070

菓子用ミント mint for confectionery 300097

300010

300010

300011

300048

300140

300140

300131

300287

300130

300130

茶 N tea* ２９Ａ０１ 300037

ウーロン茶 oolong tea [Chinese tea]

紅茶 black tea [English tea]

麦茶 Mugi-cha [roasted barley tea]

緑茶 Japanese green tea

 （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

アイスティー iced tea 300186

300248

昆布茶 kelp tea 300281

コンブチャ kombucha 300299

tea of salty kelp powder
[Kombu-cha]

昆布茶

vanilla flavourings for
culinary purposes

料理用バニラ香味料

vanilla flavorings for
culinary purposes

料理用バニラ香味料

chamomile-based beveragesカモミールを主原料とする茶飲
料

(REMARKS) "Oolong tea
[Chinese tea], black tea
[English tea]" is presumed to
be similar to "prepared
coffee and coffee-based
beverages, prepared cocoa and
cocoa-based beverages".

「ウーロン茶」「紅茶」は、
「コーヒー」「ココア」に類似
と推定する。

菓子用香味料（精油のみから成
るものを除く。）

food flavorings, other than
essential oils

食品用香味料（精油のみから成
るものを除く。）

essences for foodstuffs,
except etheric essences and
essential oils

食品用エッセンス（エーテル
エッセンス及び精油のものを除
く。）

aromatic preparations for
food

食品香料（精油のものを除
く。）

orange blossom water for
culinary purposes

料理用オレンジブロッサム
ウォーター（オレンジの花を蒸
留した食品香料）

vanillin [vanilla substitute]バニリン（精油以外の食品用香
味料）

food flavourings, other than
essential oils

食品用香味料（精油のみから成
るものを除く。）

aromatic preparations for
food, not from essential oils

食品香料（精油のものを除く。）

flavorings, other than
essential oils, for cakes

菓子用香味料（精油のみから成
るものを除く。）

flavourings, other than
essential oils, for beverages

飲料用香味料（精油のみから成
るものを除く。）

flavorings, other than
essential oils, for beverages

飲料用香味料（精油のみから成
るものを除く。）

coffee flavouringsコーヒー香味料（精油のものを
除く。）

coffee flavoringsコーヒー香味料（精油のものを
除く。）

flavourings, other than
essential oils, for cakes
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類似商品・役務審査基準 第30類

代用茶 tea substitutes 300295

300221

茶飲料 tea-based beverages 300187

ハーブティー herbal teas* 300294

ミルク入りの茶飲料 tea beverages with milk 300292

２９Ｂ０１

1

コーヒー飲料 N coffee-based beverages 300149

代用コーヒー artificial coffee

焙
ばい

煎したコーヒー豆 roasted coffee beans

ミルクコーヒー coffee beverages with milk

2

チョコレート飲料 N chocolate-based beverages 300151

ミルクココア cocoa beverages with milk

（備考）1. 

2. 

［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

カプセル入りのコーヒー coffee capsules, filled 300286

コーヒー coffee 300026

ココア cocoa 300024

ココア飲料 cocoa-based beverages 300150

300028

代用コーヒー coffee substitutes 300152

代用ココア cocoa substitutes 300297

300036

ミルク入りコーヒー飲料 coffee beverages with milk 300084

ミルク入りココア飲料 cocoa beverages with milk 300083

ミルク入りチョコレート飲料 chocolate beverages with milk 300085

vegetal preparations for use
as coffee substitutes

植物を原料とする代用コーヒー

2 "Prepared coffee and
coffee-based beverages" is
presumed to be similar to
"coffee syrup" in class 32.

「コーヒー」は、第３２類
「コーヒーシロップ」に類似と
推定する。

(REMARKS) 1 "Prepared coffee
and coffee-based beverages,
prepared cocoa and cocoa-
based beverages" is presumed
to be similar to "oolong tea
[Chinese tea], black tea
[English tea]".

「コーヒー」「ココア」は、
「ウーロン茶」「紅茶」に類似
と推定する。

chicory [coffee substitute]チコリーを使用した代用コー
ヒー

prepared coffee and coffee-
based beverages

コーヒー

prepared cocoa and cocoa-
based beverages

ココア

prepared coffee and coffee-
based beverages

コーヒー

cocoa [roasted, powdered,
granulated, or in drinks]

ココア

prepared cocoa and cocoa-
based beverages

ココア

coffee [roasted, powdered,
granulated, or in drinks]

コーヒー

flowers or leaves for use as
tea substitutes

代用茶として使用される花又は
葉
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第30類 類似商品・役務審査基準

氷 ice ２９Ｄ０１

卓上氷 table ice

氷柱 ice blocks

［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

飲食物冷却用氷 ice for refreshment 300076

角氷 ice cubes 300254

天然又は人工の氷 ice, natural or artificial 300075

(注) ３０Ａ０１

パン bread and buns

サンドイッチ N sandwiches 300106

ハンバーガー hamburgers [sandwiches]

ピザ N pizzas 300112

ホットドッグ N hot dog sandwiches 300253

ミートパイ N meat pies 300133

審査基準 [ 29 類] 国際分類表 [ 29 類]

1 (注)

(1)

あめ starch-based candies [Ame]

(注)

汁粉のもと (注) instant Shiruko

(注)

ぜんざいのもと (注) instant Zenzai

せんべい rice crackers[Senbei]

だんご sweet dumplings [Dango]

sweet soup of adzuki-bean
flour [Shiruko]

汁粉

crystal sugar pieces
[confectionery]

氷砂糖（菓子）

soft pin-rolled cakes of
pounded rice [Gyuhi]

ぎゅうひ

glutinous starch syrup [Mizu-
ame] [confectionery]

水あめ（菓子）

Nerikiri [Japanese
confectionery]

練り切り

sweet soup of adzuki-beans
with rice cake [Zenzai]

ぜんざい

pellet-shaped rice crackers
[Arare]

あられ

Japanese traditional
confectionery

和菓子

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

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。）

fried dough cookies
[Karintoh]

かりんとう

cakes of sugar-bounded millet
or popped rice [Okoshi]

おこし

rice dumplings dressed with
sweet bean jam [Ankoro]

あんころ

steamed buns stuffed with
minced meat [Chuka-manjuh]

中華まんじゅう

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

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。）
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類似商品・役務審査基準 第30類

もなかの皮 pastry shells for monaka

(2) 洋菓子 western-style confectionery

アイスキャンデー ice candies

アイスクリーム N ice cream 300046

ウエハース wafers

カステラ Castilia sponge cakes

乾パン hardtacks [confectionery]

キャラメル caramels

キャンデー candies [sweets]

クッキー N cookies 300016

クラッカー N crackers 300174

コーンカップ ice cream cones

シャーベット sherbets [sorbets]

シュークリーム cream puffs

スポンジケーキ sponge cakes

タフィー toffees [taffies]

チューインガム N chewing gum* 300035

チョコレート N chocolate 300038

ドーナツ doughnuts

ドロップ fruit drops [candies]

ヌガー N nougat 300289

パイ N pies 300104

ビスケット N biscuits 300016

フルーツゼリー fruit jellies [confectionery]

N 300181

ボーロ bolo [baked confectionery]

ホットケーキ pancakes

ポップコーン N popcorn 300044

マシュマロ marshmallows

ラスク N rusks 300015

ワッフル N waffles 300022

2 パン bread and buns

あんぱん bean jam buns

クリームパン cream buns

ジャムパン jam buns

食パン bread

バンズ N buns 300023

3 サンドイッチ N sandwiches 300106

ハンバーガー hamburgers [sandwiches]

steamed buns stuffed with
minced meat [Chuka-manjuh]

中華まんじゅう

frozen yoghurt [confectionery
ices]

フローズンヨーグルト

sweet pounded rice cakes
[Mochi-gashi]

もち菓子

Japanese style steamed cakes
[Mushi-gashi]

蒸し菓子

Mitsumame [confectionery
consisting of boiled beans,
agar gel cubes and fruits
with syrup]

みつまめ

dried sugared cakes of rice
flour [Rakugan]

らくがん

bars of sweet jellied bean
paste [Yohkan]

ようかん

bean-jam filled wafers
[Monaka]

もなか
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第30類 類似商品・役務審査基準

ピザ N pizzas 300112

ホットドッグ N hot dog sandwiches 300253

ミートパイ N meat pies 300133

 （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

300138

300270

300272

300271

果実入り砂糖菓子 fruit confectionery 300267

カスタード（菓子） custard 300175

甘草入りあめ liquorice [confectionery] 300118

キッシュ quiches 300192

キャラメル caramels [candies] 300032

キャラメル caramels [sweets] 300032

キャンデー candies 300020

300008

グルテンを含まないパン gluten-free bread 300275

クレームブリュレ creme brulee 300282

クロワッサン croissants 300279

ケーキ装飾用キャンディ candy decorations for cakes 300226

300225

ケーキ用砂糖衣 cake frosting [icing] 300203

結晶化した氷砂糖（菓子） crystallized rock sugar* 300153

光沢のある砂糖衣 mirror icing [mirror glaze] 300245

ココナッツマカロン coconut macaroons 300285

コンフェクショナリー confectionery 300042

砂糖菓子 sugar confectionery 300042

シャーベット sherbets [ices] 300125

シャーベット sorbets [ices] 300125

300265

食用ウエハース edible paper wafers 300284

300280

ジンジャーブレッド gingerbread 300055

スイーツ sweets 300020

せんべい rice crackers 300268

タコス tacos 300184

タルト tarts 300129

チーズバーガー cheeseburgers [sandwiches] 300208

300293

chocolate decorations for
cakes

ケーキ装飾用チョコレート

confectionery for decorating
Christmas trees

クリスマスツリー装飾用コン
フェクショナリー

mints for breath freshening息をさわやかにするミント（菓
子）

chocolate-covered potato
chips

チョコレート掛けしたポテト
チップス菓子

chocolatinesショコラティーヌ（チョコレー
トを巻いて焼いたパン）

potato-based flatbreadsじゃがいもを主原料とする平焼
きパン

(REMARKS) "Crystal sugar
pieces [confectionery],
glutinous starch syrup [Mizu-
ame] [confectionery]" is
presumed to be similar to
"crystal sugar [not
confectionery], starch syrup
for culinary purposes".

「氷砂糖（菓子） 水あめ（菓
子）」は、「氷砂糖（調味料）
水あめ（調味料）」に類似と推
定する。

chewing gum for breath
freshening

息をさわやかにするチューイン
ガム（菓子）

shaved ice with sweetened red
beans

小豆入りのかき氷

almond confectioneryアーモンド入りコンフェクショ
ナリー
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類似商品・役務審査基準 第30類

300227

チョコレートムース chocolate mousses 300204

デニッシュペストリー Danish pastries 300300

ドゥルセ・デ・レチェ（菓子） dulce de leche 300249

トルティーヤ tortillas 300185

トローチ（菓子） lozenges [confectionery] 300107

トローチ（菓子） pastilles [confectionery] 300107

麦芽ビスケット malt biscuits 300017

はっか入り砂糖菓子 peppermint sweets 300019

300134

ハルバ（菓子） halvah 300191

パン bread* 300093

300280

パンケーキ pancakes 300047

300139

氷菓 edible ices 300136

フォンダン（糖菓） fondants [confectionery] 300067

プチフール petits fours 300068

プチブールビスケット petit-beurre biscuits 300109

プディング puddings 300115

プラリーヌ pralines 300116

ブリート burritos 300237

フルーツゼリー菓子 fruit jellies [confectionery] 300176

300181

300278

ペストリー pastries 300108

300147

棒付きアイスキャンデー ice pops 300288

マカロン macarons 300089

マジパン marzipan 300039

300205

無発酵パン unleavened bread 300013

洋菓子 cakes 300029

ライスプディング rice pudding 300228

リキュール入りチョコレート liqueur chocolates 300296

ロールパン bread rolls 300110

みそ N miso ３１Ａ０１ 300194

seasonings [other than
spices]

調味料

confectionery in the form of
mousses

ムース状のコンフェクショナ
リー

stick liquorice
[confectionery]

棒状甘草（菓子）

pains au chocolatパン・オ・ショコラ（チョコ
レートを巻いて焼いたパン）

pates en crouteパテオンクルート（肉・魚・野
菜のパテのパイ皮包み焼き）

chocolate-coated nutsチョコレートで覆われたナッツ
菓子

profiterolesプロフィトロール（小球形の
シュークリーム）

frozen yogurt [confectionery
ices]

フローズンヨーグルト

peanut confectioneryピーナッツ入りコンフェクショ
ナリー

３１Ａ０１ ３１Ａ０２
３１Ａ０３ ３１Ａ０４

３１Ａ０５
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第30類 類似商品・役務審査基準

ウースターソース worcester sauce ３１Ａ０２

グレービーソース N meat gravies 300193

ケチャップソース ketchup

しょうゆ soy sauce [soya sauce]

食酢 N vinegar 300081

酢の素 vinegar mixes

ドレッシング salad dressings

ホワイトソース white sauce

マヨネーズソース N mayonnaise 300172

焼肉のたれ sauces for barbecued meat

［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

クランベリーソース（調味料） cranberry sauce [condiment] 300262

ケチャップソース ketchup [sauce] 300082

300303

サラダ用ドレッシング dressings for salad 300188

しょうゆ soya sauce 300179

ソース（調味料） sauces [condiments] 300122

チャウチャウ（調味料） chow-chow [condiment] 300162

チャツネ chutneys [condiments] 300182

トマトソース tomato sauce 300171

麦芽酢 beer vinegar 300148

ハムグレーズソース ham glaze 300210

ハリッサ（調味料） harissa [condiment] 300290

ペスト（ソース） pesto 300209

マリネ用調味液 marinades 300207

リンゴソース（調味料） apple sauce [condiment] 300263

角砂糖 cube sugar ３１Ａ０３

砂糖 N sugar* 300069

麦芽糖 maltose for culinary purposes

はちみつ N honey 300098

ぶどう糖 glucose for culinary purposes

審査基準 [ 1 類] 国際分類表 [ 1 類]

 （備考）

starch syrup for culinary
purposes

水あめ（調味料）

powdered starch syrup for
culinary purposes

粉末あめ

crystal sugar [not
confectionery]

氷砂糖（調味料）

(REMARKS) "Crystal sugar [not
confectionery], starch syrup
for culinary purposes" is
presumed to be similar to
"crystal sugar pieces
[confectionery], glutinous
starch syrup [Mizu-ame]
[confectionery]".

「氷砂糖（調味料） 水あめ
（調味料）」は、「氷砂糖（菓
子） 水あめ（菓子）」に類似
と推定する。

fructose for culinary
purposes

果糖

crystallized lemon juice
[seasoning]

結晶化したレモン果汁（調味
料）

seasoning soy sauce [Soba-
tsuyu]

そばつゆ
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類似商品・役務審査基準 第30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

甘味料（天然のもの） natural sweeteners 300053

ゴールデンシロップ golden syrup 300096

食用糖みつ molasses for food 300095

パーム糖 palm sugar 300219

麦芽糖 maltose 300094

300244

料理用グルコース glucose for culinary purposes 300077

３１Ａ０４

食塩 N cooking salt 300049

セロリーソルト N celery salt 300123

［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

海水（調理用のもの） seawater for cooking 300169

ごま（調味料） sesame seeds [seasonings] 300256

300014

300212

300212

うま味調味料 Umami seasonings ３１Ａ０５

香辛料 N spices ３１Ｂ０１ 300054

からし粉 mustard powder [spice]

カレー粉 curry powder [spice]

こしょう粉 pepper powder [spice]

ちょうじ粉 clove powder [spice]

とうがらし粉 hot pepper powder [spice]

にっけい粉 cinnamon powder [spice]

［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

アニシード aniseed 300006

オールスパイス allspice 300056

海藻（香辛料） seaweed [condiment] 300002

カレー粉 curry [spice] 300033

刻んだにんにく（香辛料） minced garlic [condiment] 300230

こしょう pepper 300113

こしょう（香辛料） peppers [seasonings] 300111

flaxseed for culinary
purposes [seasoning]

料理用亜麻仁（調味料）

salt for preserving
foodstuffs

食品保存用の塩

roasted and ground sesame
seeds

すりごま

Wasabi powder [Japanese
horseradish]

わさび粉

Sansho powder [Japanese
pepper in powder form]

さんしょう粉

linseed for culinary purposes
[seasoning]

料理用亜麻仁（調味料）

table salt mixed with sesame
seeds

ごま塩

agave syrup [natural
sweetener]

竜舌蘭シロップ（天然甘味料）
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第30類 類似商品・役務審査基準

サフラン（香辛料） saffron [seasoning] 300120

シナモン（香辛料） cinnamon [spice] 300030

しょうがペースト（香辛料） ginger paste [seasoning] 300291

ターメリック turmeric* 300051

タマリンド（香辛料） tamarind [condiment] 300276

丁子（香辛料） cloves [spice] 300040

粒マスタード mustard meal 300060

ナツメグ nutmegs 300102

八角 star aniseed 300007

挽いたしょうが ground ginger 300073

マスタード mustard 300101

アイスクリームのもと ice cream mixes ３１Ｄ０１

シャーベットのもと sherbet mixes

審査基準 [ 5,29,32 類] 国際分類表 [ 5,29,32 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

アイスクリーム製造用パウダー powders for making ice cream 300137

コーヒー豆 unroasted coffee beans ３２Ｄ０４

国際分類表 [ 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

コーヒー豆 unroasted coffee 300027

穀物の加工品 cereal preparations ３２Ｆ０３

オートフレーク N oat flakes 300145

オートミール N oatmeal 300146

乾燥飯 dried cooked rice

強化米 uncooked enriched rice

ぎょうざの皮 pasta-wrappings for Gyoza

コーンフレーク N corn flakes 300043

人造米 uncooked artificial rice

スパゲッティの麺 uncooked spaghetti noodles

即席うどんの麺 instant Udon noodles

即席そばの麺 instant Soba noodles

即席中華そばの麺 instant Chinese noodles

中華そばの麺 uncooked Chinese noodles

パン粉 N breadcrumbs 300189

uncooked Somen noodles [very
thin Japanese wheat noodles]

そうめんの麺

powder of sweetened bean jam
[Sarashi-an]

さらしあん

uncooked Udon noodles
[Japanese wheat noodles]

うどんの麺

uncooked Chinese rice noodles
[Bifun]

ビーフン

uncooked bean-starch noodles
[Harusame]

春雨

uncooked Soba noodles
[Japanese buckwheat noodles]

そばの麺
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類似商品・役務審査基準 第30類

米飯の缶詰 canned cooked rice

マカロニ macaroni [uncooked]

餅 pounded rice cakes [Mochi]

 （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

炒ったとうもろこし corn, roasted 300092

炒ったとうもろこし maize, roasted 300092

うどんの麺 udon noodles 300273

加工済みキノア quinoa, processed 300258

クスクス couscous 300163

クルトン croutons 300264

ケーキ生地 cake batter 300072

ケーキ生地 cake dough 300072

高タンパク質シリアルバー high-protein cereal bars 300214

コーンフレーク maize flakes 300043

穀物調製品 cereal preparations 300034

食用ライスペーパー edible rice paper 300240

シリアルバー cereal bars 300218

スパゲッティのめん spaghetti 300126

300306

そばの加工品 buckwheat, processed 300260

そばの麺 soba noodles 300274

バーミセリ vermicelli 300132

パスタ pasta 300003

パン生地 dough 300220

ペストリー生地 pastry dough 300222

マカロニ macaroni 300090

めん類 noodles 300103

300232

チョコレートスプレッド chocolate spread ３２Ｆ０４

審査基準 [ 29 類] 国際分類表 [ 29,31 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

アーモンドペースト almond paste 300004

ケーパー capers 300031

タブーレ tabbouleh 300190

300241

300242

３２Ｆ０６

すし N sushi 300170

Chinese steamed dumplings
[Shumai, cooked]

しゅうまい

Chinese stuffed dumplings
[Gyoza, cooked]

ぎょうざ

spelt, processedスペルト小麦（加工済みのも
の）

(REMARKS) "Uncooked enriched
rice" is presumed to be
similar to "husked rice".

「強化米」は、「米」に類似と
推定する。

uncooked dried pieces of
wheat gluten [Fu]

ふ

chocolate spreads containing
nuts

ナッツ入りのチョコレートスプ
レッド

chocolate-based spreadsチョコレートを主原料としたス
プレッド

rice pulp for culinary
purposes

料理用ライスパルプ（粘体状の
米エキス）
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第30類 類似商品・役務審査基準

ラビオリ N ravioli 300117

国際分類表 [ 29 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

お好み焼 savory pancakes 300235

お好み焼 savoury pancakes 300235

おにぎり onigiri 300251

キムチジョン kimchi pancakes 300269

チャオズ（ぎょうざ） jiaozi 300233

調理済み麺類 noodle-based prepared meals 300202

調理済みラーメン ramen 300234

300238

春巻き spring rolls 300183

300250

300224

300307

ラクサ（調理済み米麺） laksa 300277

イーストパウダー yeast powder ３２Ｆ０８

こうじ Koji [fermented malted rice]

酵母 N yeast* 300087

ベーキングパウダー N baking powder 300199

国際分類表 [ 1,29 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

パン種 leaven 300086

ビール醸造用酵母 yeast for brewing beer 300298

ペースト発酵用酵母 ferments for pastes 300066

即席菓子のもと instant confectionery mixes ３２Ｆ０９

ゼリーのもと instant jelly mixes

ドーナツのもと instant doughnut mixes

プリンのもと instant pudding mixes

ホットケーキのもと instant pancake mixes

［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

300302

300302

Mizu-yokan-no-moto [mixes for
making sweet adzuki-bean
jelly]

水ようかんのもと

noodle-based prepared meals
for toddlers

幼児用の調理済み麺類

pelmeniペリメニ（肉入りダンプリン
グ）

flavoured jelly crystals for
making jelly confectionery

ゼリー菓子を作るための風味付
けされたゼリーのもと

flavored jelly crystals for
making jelly confectionery

ゼリー菓子を作るための風味付
けされたゼリーのもと

fried balls of batter mix
with small pieces of octopus
[Takoyaki]

たこ焼き

bibimbap [rice mixed with
vegetables and beef]

ビビンバ（野菜と牛肉を混ぜた
ご飯）

prepared rice rolled in
seaweed

海苔巻き

boxed lunches consisting of
rice, with added meat, fish
or vegetables

弁当
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類似商品・役務審査基準 第30類

パスタソース N pasta sauce ３２Ｆ１０ 300217

審査基準 [ 29 類] 国際分類表 [ 29 類]

３２Ｆ１４

米 husked rice ３３Ａ０１

脱穀済みのえん麦 N husked oats 300143

脱穀済みの大麦 N husked barley 300100

審査基準 [ 29,31 類] 国際分類表 [ 29,31 類]

 （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

米 rice 300119

300213

食用グルテン gluten for food ３３Ａ０２

審査基準 [ 29,31 類] 国際分類表 [ 29 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

加工済み食用グルテン gluten prepared as foodstuff 300078

300216

食用粉類 flour ３３Ａ０３

審査基準 [ 1 類] 国際分類表 [ 1 類]

サゴ sago palm starch

食用コーンスターチ corn starch for food

食用小麦粉 wheat flour for food

食用米粉 rice flour for food

食用さつまいも粉 sweet potato flour for food

食用じゃがいも粉 potato flour for food

食用そば粉 buckwheat flour for food

食用豆粉 pulse flour for food

食用麦粉 barley flour for food

タピオカ tapioca flour

とうもろこし粉 N corn flour 300059

［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

粗びきえん麦 crushed oats 300142

あらびき粉 meal* 300057

粗びきの大麦 crushed barley 300105

お好み焼粉 savory pancake mixes 300236

お好み焼粉 savoury pancake mixes 300236

小麦粉 wheat flour 300063

gluten additives for culinary
purposes

料理用グルテン添加物

wheat germ for human
consumption

食用小麦胚芽

(REMARKS) "Husked rice" is
presumed to be similar to
"uncooked enriched rice".

「米」は、「強化米」に類似と
推定する。

Japanese arrowroot powder for
food [Kuzu-ko]

食用くず粉

by-product of rice for food
[Sake lees]

食用酒かす

3－431



第30類 類似商品・役務審査基準

サゴ sago 300121

じゃがいも粉 potato flour* 300114

食用穀粉 flour* 300057

食用でんぷん starch for food 300065

食用ナッツ粉 nut flours 300229

食用ひき割り小麦 groats for human food 300080

セモリナ粉 semolina 300124

そば粉 buckwheat flour 300261

大豆粉 soya flour 300062

タピオカ tapioca 300127

タピオカ粉 tapioca flour* 300128

とうもろこし粉 corn, milled 300091

とうもろこし粉 hominy grits 300198

とうもろこし粉 maize flour 300059

とうもろこし粉 maize, milled 300091

バッターミックス batter mixes 300283

ひき割り大麦 barley meal 300061

ひき割りとうもろこし corn meal 300059

ひき割りとうもろこし hominy 300197

ひき割りとうもろこし maize meal 300059

ブルグア（ひき割り小麦） bulgur 300259

豆のあらびき粉 bean meal 300058

［参考］第30類のその他のアルファベット順一覧表掲載の表示

01A01 33A03 300050

29A01 29B01 300009

オーツ麦を主原料とした食品 oat-based food 30A01 32F03 300144

米菓子及びもち rice cakes 30A01 32F03 300178

チップス（穀物製品） chips [cereal products] 30A01 32F03 300161

30A01 32F06 300243

30A01 32F06 300195

米を主原料とするスナック食品 rice-based snack food 30A01 32F06 300196

パオズ baozi 30A01 32F06 300231

31A01 31A02 300041
31A03 31A04 

31A05 31B01

31A01 31A02 300012
31A03 31A04 

31A05 31B01

ピカリリー piccalilli 31A02 32F04 300257

フルーツクーリ fruit coulis [sauces] 31A02 32F04 300206

レリッシュ（調味料） relish [condiment] 31A02 32F04 300167

31A04 31B01 300305

31A04 31B01 300304

31A04 31B01 300255

31B01 32F04 300201

32F03 32F06 300246

32F03 32F06 300246米を主材とする凍結乾燥した惣
菜

freeze-dried dishes with the
main ingredient being rice

米を主材とする凍結乾燥した惣
菜

garden herbs, preserved
[seasonings]

保存加工したハーブ

processed seeds for use as a
seasoning

調味料及び香辛料として使用さ
れる加工済み種子

lyophilised dishes with the
main ingredient being rice

condiments調味料及び香辛料

cereal-based snack food穀物を主原料とするスナック食
品

flour-based dumplings穀物を主原料としたダンプリン
グ

processed squash seeds
[seasonings]

加工したかぼちゃの種（調味
料）

processed hemp seeds
[seasonings]

加工した麻の種（調味料）

seasonings調味料及び香辛料

infusions, not medicinal浸出液（医療用のものを除
く。）

thickening agents for cooking
foodstuffs

食材調理用増粘剤
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類似商品・役務審査基準 第30類

32F03 32F06 300246

即席米飯 instant rice 32F03 32F06 300252

ニョッキ gnocchi 32F03 32F06 300301

32F03 32F06 300247

32F03 32F06 300247

32F03 32F06 300247

# 食用麦芽 malt for human consumption 32F08 32F13 300165

# 食用麦芽エキス malt extract for food 32F08 32F13 300164

菓子用粉 cake powder 32F09 33A03 300071

# 食用プロポリス bee glue* 32F15 300166

# 食用プロポリス propolis* 32F15 300166

# 食用ローヤルゼリー royal jelly* 32F15 300168

# 可食シート edible paper 32X99 300239

lyophilized dishes with the
main ingredient being pasta

パスタを主材とする凍結乾燥し
た惣菜

lyophilised dishes with the
main ingredient being pasta

パスタを主材とする凍結乾燥し
た惣菜

freeze-dried dishes with the
main ingredient being pasta

パスタを主材とする凍結乾燥し
た惣菜

lyophilized dishes with the
main ingredient being rice

米を主材とする凍結乾燥した惣
菜
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