
類似商品・役務審査基準〔国際分類第12ｰ2023版対応〕
変更点⼀覧

項番 区分 現⾏の商品・役務名 現⾏の商品・役務名（参考訳） 類似群 区分 改訂後の商品・役務名 改訂後の商品・役務名（参考訳） 類似群 変更内容

1 1 ⼈⼯⽢味料 artificial sweeteners 31A03 1 ⼯業⽤⼈⼯⽢味料
artificial sweeteners for industrial
purposes

31A03
表⽰変更

参考訳変更

2 5 サプリメント dietary supplements for humans 32F15 5 サプリメント dietary supplements for human beings 32F15 参考訳変更

3 6 ⾦属製の落⽯防⽌網 rockslide retention wire nets of metal 07A01 6 ⾦属製の落⽯防⽌網 rockfall prevention nets of metal 07A01 参考訳変更

4 21 紙タオル取り出し⽤⾦属製箱
boxes of metal for dispensing paper
towels

19B54 6 紙タオル取り出し⽤⾦属製箱
boxes of metal for dispensing paper
towels

19B54 区分移⾏

5 26 メリヤス機械⽤編針 hosiery loom needles 09A07 7 メリヤス機械⽤編針 hosiery loom needles 09A07 区分移⾏

6 7 みそ醸造機械器具 Miso making machines and apparatus 09A08 7 みそ醸造機械器具 miso making machines 09A08 参考訳変更

7 7 しょうゆ醸造機械器具
soy sauce making machines and
apparatus

09A08 7 しょうゆ醸造機械器具 soy sauce making machines 09A08 参考訳変更

8 7 半導体製造装置
semiconductor manufacturing
machines and systems

09A68 7 半導体製造装置
semiconductor manufacturing
machines

09A68 参考訳変更

9 7 蒸気過熱器
steam superheaters for industrial
purposes

09B01 ー ー ー ー 削除

10 7 蒸気過熱低減器 attemperators [steam desuperheaters] 09B01 ー ー ー ー 削除

11 26 ミシン針 sewing machine needles 13A02 7 ミシン針 needles for sewing machines 13A02
区分移⾏

参考訳変更

12 7 ⼈⼒織機 manual looms 09A07 8 ⼈⼒織機 manual looms 09A07 区分移⾏

13 9 オゾン発⽣器 ozonisers [ozonators] 09A06 ー ー ー ー 削除

14 9 配電盤 plugboards 11A01 9 配電盤 distribution boards [electricity] 11A01 参考訳変更

15 9 配線盤 plugboads 11B01 9 配線盤 plugboards 11B01 参考訳変更

16 17 絶縁⼿袋 insulating gloves 17A08 9 事故防護⽤絶縁⼿袋
insulating gloves for protection
against accidents

17A08
区分移⾏
表⽰変更

参考訳変更

17 ー ー ー ー 9 スロットマシン⽤プログラム slot machine programs 24B02 追加

18 ー ー ー ー 9 ぱちんこ器具⽤プログラム pachinko programs 24B02 追加

19 25 ⽔上スポーツ⽤特殊⾐服 clothes for water sports 24C04 9 ⽔上スポーツ⽤特殊⾐服 clothes for water sports 24C04 区分移⾏

20 25 ⽔上スキー⽤ウェットスーツ wet suits for water-skiing 24C04 9 ⽔上スキー⽤ウェットスーツ wet suits for water-skiing 24C04 区分移⾏

21 25 サーフィン⽤ウェットスーツ wetsuits for surfing 24C04 9 サーフィン⽤ウェットスーツ wetsuits for surfing 24C04 区分移⾏

22 9 ⽔泳⽤⽿栓 ear plugs for swimmers 01C04 10 ⽔泳⽤⽿栓 ear plugs for swimmers 01C04 区分移⾏

23 ー ー ー ー 10 業務⽤超⾳波美顔器
facial equipment using ultrasonic
waves for commercial use

09E25 追加

24 10 剥離⼦ surgical raspatries 10D01 10 剥離⼦ surgical raspatories 10D01 参考訳変更

25 12 燃料タンク fuel tanks for aircraft 12A02 12 航空機⽤燃料タンク fuel tanks for aircraft 12A02 表⽰変更

26 12 クレーン付きトラック
trucks with a crane feature
incorporated

12A05 12 クレーン付きトラック trucks incorporating a crane 12A05 参考訳変更

27 28 ⽔中銃 spear guns 24C04 13 ⽔中銃（運動⽤具） spear guns [sports articles] 24C04
区分移⾏
表⽰変更

参考訳変更

28 16 ⾊紙
assorted pieces of colored paper
[paper toy]

24A01 16 いろがみ
assorted pieces of colored paper [paper
toy]

24A01 表⽰変更

改訂前 改訂後
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29 ー ー ー ー 16 しきし
Shikishi ［square message boards of
cardboard］

25B01 追加

30 19 リノリューム製建築専⽤材料
building materials made of linoleum for
fixing to existing walls or floors

07A03 19 リノリウム製建築専⽤材料
building materials made of linoleum for
fixing to existing walls or floors

07A03 表⽰変更

31 19 リノリューム製壁板 linoleum wallboards 07A03 19 リノリウム製壁板 linoleum wallboards 07A03 表⽰変更

32 19 リノリューム製タイル linoleum tiles 07A03 19 リノリウム製タイル linoleum tiles 07A03 表⽰変更

33 19 リノリューム製床板 linoleum floorboards 07A03 19 リノリウム製床板 linoleum floorboards 07A03 表⽰変更

34 （新設） （新設） （新設） （新設） 19
⽯製・コンクリート製⼜は⼤
理⽯製の記念カップ

prize cups of stone, concrete or
marble

20E01 追加

35 （新設） （新設） （新設） （新設） 19
⽯製・コンクリート製⼜は⼤
理⽯製の記念たて

commemorative shields of stone,
concrete or marble

20E01 追加

36 20 ししゅう⽤枠 embroidery frames and hoops 19B03 20 刺しゅう⽤枠 embroidery frames and hoops 19B03 表⽰変更

37 （新設） （新設） （新設） （新設） 20
紙タオル取り出し⽤箱（⾦属
製のものを除く。）

boxes, not of metal, for dispensing
paper towels

19B54 追加

38 （新設） （新設） （新設） （新設） 20
⽊製・ろう製・⽯膏製⼜はプ
ラスチック製の記念カップ

prize cups of wood, wax, plaster or
plastic

20E01 追加

39 （新設） （新設） （新設） （新設） 20
⽊製・ろう製・⽯膏製⼜はプ
ラスチック製の記念たて

commemorative shields of wood, wax,
plaster or plastic

20E01 追加

40 20
靴保護具（⾦属製のものを除
く。）

protective members, not of metal, for
shoes and boots

22A02 ー ー ー ー 削除

41 21 ⾹炉 perfume burners 20F01 21 ⾹炉 perfume burners
11A06
20F01

類似群変更

42 21
台所⽤品（「ガス湯沸かし
器・加熱器・調理台・流し
台」を除く。）

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

19A01
19A03
19A04
19A05

21
台所⽤品（「ガス湯沸かし
器・加熱器・調理台・流し
台」を除く。）

kitchen implements 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

19A01
19A03
19A04
19A05

参考訳変更

43 21 せっけん⽤ディスペンサー soap dispensers 19B54 21
せっけん⽤ディスペンサーボ
トル

soap dispensing bottles 19B54
表⽰変更

参考訳変更

44 （新設） （新設） （新設） （新設） 21
磁器製・陶器製・⼟器製・テ
ラコッタ製⼜はガラス製の記
念カップ

prize cups of porcelain, ceramic,
earthenware, terra-cotta or glass

20E01 追加

45 （新設） （新設） （新設） （新設） 21
磁器製・陶器製・⼟器製・テ
ラコッタ製⼜はガラス製の記
念たて

commemorative shields of porcelain,
ceramic, earthenware, terra-cotta or
glass

20E01 追加

46 19 繊維製の落⽯防⽌網
rockslide retention nets of textiles
[construction materials]

07A03 22
落⽯防⽌網（⾦属製のものを
除く。）

rockfall prevention nets, not of metal 07A03
区分移⾏
表⽰変更

参考訳変更

47 22 漁網 fishing nets 18B01 22 漁網 commercial fishing nets 18B01 参考訳変更

48 6 ⾦属製靴保護⾦具
protective metal members for shoes
and boots

22A02 25 靴保護具 protective members for footwear 22A02
区分移⾏
表⽰変更

49 25 運動⽤特殊⾐服 clothes for sports
24C01
24C04

ー ー ー ー 削除

50 26 針類  needles* 13A02 26 針類（ミシン針を除く。） needles, not for sewing machines 13A02
表⽰変更

参考訳変更

51 18 がま⼝⼝⾦ purse frames 13C01 26 がま⼝⽤留め具 clasps for coin purses 13C01
区分移⾏
表⽰変更

参考訳変更

52 28 おもちゃ楽器 musical toys 24A01 28 おもちゃ楽器 toy musical instruments 24A01 参考訳変更
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53 28 遊戯⽤器具 game machines and apparatus 24B02 28 遊戯⽤器具 ー 24B02 参考訳変更

54 28 ぱちんこ器具
Japanese vertical pinball machine
[Pachinko machines]

24B02 28 ぱちんこ器具 pachinkos 24B02 参考訳変更

55 29
菓⼦（果物・野菜・⾖類⼜は
ナッツを主原料とするものに
限る。）

fruit-based, vegetable-based, bean-
based or nut-based snacks

30A01 29
菓⼦（⾁・⿂・果物・野菜・
⾖類⼜はナッツを主原料とす
るものに限る。）

meat-based, fish-based, fruit-based,
vegetable-based, bean-based or nut-
based snacks

30A01
表⽰変更

参考訳変更

56 29 ⾷⽤たんぱく
protein foodstuffs for human
consumption

33A02 ー ー ー ー 削除

57 30 家庭⽤⾷⾁軟化剤
meat tenderizers for
household purposes

01A01 30 料理⽤⾷⾁軟化剤 meat tenderizers for culinary purposes 01A01
表⽰変更

参考訳変更

58 30 昆布茶 tea of salty kelp powder [Kombu-cha] 29A01 30 昆布茶 kelp tea 29A01 参考訳変更

59 30
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。）

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

30A01 30
菓⼦（⾁・⿂・果物・野菜・
⾖類⼜はナッツを主原料とす
るものを除く。）

sweets, confectionery and snacks
other than meat-based, fish-based,
fruit-based, vegetable-based, bean-
based or nut-based

30A01
表⽰変更

参考訳変更

60 （新設） （新設） （新設） （新設） 30 料理⽤⼈⼯⽢味料
artificial sweeteners for culinary
purposes

31A03 追加

61 31 飼料⽤たんぱく protein foodstuffs for animal 
consumption

33A02 ー ー ー ー 削除

62 34 たばこケース cigarette cases 27B01 34 たばこケース tobacco cases 27B01 参考訳変更

63 34 たばこ⽤フィルター cigarette filters 27B01 34 たばこ⽤フィルター tobacco filters 27B01 参考訳変更

64 34 たばこホルダー cigarette holders 27B01 34 たばこホルダー tobacco holders 27B01 参考訳変更

65 34 灰⽫ ashtrays 27B01 34 灰⽫ ashtrays for smokers 27B01 参考訳変更

66 34 ライター⽯ lighter flints 27B01 34 ライター⽯ firestones 27B01 参考訳変更

67 37
半導体製造装置の修理⼜は保
守

repair or maintenance of
semiconductor manufacturing
machines and systems

37D27 37
半導体製造装置の修理⼜は保
守

repair or maintenance of
semiconductor manufacturing
machines

37D27 参考訳変更

68 37
集積回路製造装置の修理⼜は
保守

repair or maintenance of integrated
circuits manufacturing machines and
systems

37D27 37
集積回路製造装置の修理⼜は
保守

repair or maintenance of integrated
circuits manufacturing machines

37D27 参考訳変更

69 39 駐⾞場の提供 car parking 39K02 39 駐⾞場の提供 provision of parking spaces 39K02 参考訳変更

70 40 ししゅう embroidering 40B01 40 刺しゅう embroidering 40B01 表⽰変更

71 41 光学機械器具の貸与
rental of optical machines and
apparatus

42X15 41
光学機械器具（望遠鏡を除
く。）の貸与

rental of optical machines and
apparatus, except telescopes

42X15
表⽰変更

参考訳変更

72 （新設） （新設） （新設） （新設） 42 望遠鏡の貸与 rental of telescopes 42X15 追加

73 （新設） （新設） （新設） （新設） 45 雑踏警備
security and safety services for
crowds

42T01 追加
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