
類似商品・役務審査基準　第７類

第７類 CLASS 7

０９Ａ０１

国際分類表 [ 6,11,19 類]

1 金属工作機械器具 metalworking machine tools

金切りのこぎり盤 metal sawing machines

旋盤 lathes for metalworking

ねじ切り盤 N threading machines 070062

ねじ立て盤 N nut-tapping machines 070167

【商品・サービス国際分類表〔第１２－２０２３版〕　類別表（注釈付き）】

機械、工作機械及び動力付き手持工具；

原動機（陸上の乗物用のものを除く。）；

機械用の継手及び伝導装置の構成部品（陸上の乗物用のものを除く。）；

農業用器具（手動式の手持工具を除く。）；

ふ卵器；

自動販売機．

注釈

第7類には、主として、機械、工作機械、原動機を含む。

この類には、特に、次の商品を含む：

すべての種類の原動機の部品、例えば、すべての種類の原動機用のスターター、消音器及びシリンダー；

電気式清浄装置及び電気式研磨装置、例えば、電気式靴磨き機、電気式じゅうたん洗浄機及び電気掃除機；

３Ｄプリンター；

工業用ロボット；

輸送用でない特殊な乗物、例えば、道路清掃用機械、道路建設用機械、ブルドーザー、除雪機及びこれらの乗物用ゴムク

ローラ．

この類には、特に、次の商品を含まない：

手持の工具及び器具（手動式のもの）（第8類）；

人工知能搭載のヒューマノイドロボット、実験用ロボット、教育支援用ロボット（産業用・医療用・遊戯用のものを除

く。）、防犯用監視ロボット（第9類）、外科手術用ロボット（第10類）、自律走行式自動車（第12類）、自動演奏式ドラム

（第15類）、おもちゃのロボット（第28類）；

陸上の乗物用の原動機（第12類）；

乗物用無限軌道、及びすべての乗物用タイヤ（第12類）；

特殊な機械、例えば、現金自動預払機（第9類）、人工呼吸装置（第10類）、冷却用機器（第11類）．

shaping machines for
metalworking

形削り盤

punching presses for
metalworking圧穿

せん
機

metalworking machines and
tools

金属加工機械器具

cutting machines for
metalworking

切断機

perforating machines for
metalworking鑽

さん
孔機

grinding machines for
metalworking

研削盤

boring machines for
metalworking

中ぐり盤

slotting machines for
metalworking

立て削り盤
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第７類　類似商品・役務審査基準

2

製管機 tubing mills for metalworking

線材押出機 wire extruding machines

線材線引き機 wire drawing machines

3

鍛造機 forging machines

ワイヤーフォーミングマシン wire forming machines

4 N 070530

ガス溶接機 gas welding machines

5 動力付き手持工具 power-driven hand-held tools

エアドリル pneumatic drills [hand-held]

エアハンマー pneumatic hammers [hand-held]

金属加工用サンダー sanders for metalworking

金属加工用レンチ wrenches for metalworking

電気ドリル electric drills [hand-held]

電気ハンマー electric hammers [hand-held]

oxy-acetylene welding and
cutting machines

酸素アセチレン溶接切断機

electric metal cutting
machines (by arc, gas or
plasma)

金属溶断機

electric arc welding
apparatus

アーク溶接装置

screwdrivers [power driven,
hand-operated]

ドライバー

grinders [hand-held power
driven]

グラインダー

electric welding machines for
metalworking

電気溶接機

drilling machines for
metalworking

金属加工用ボール盤

honing machines for
metalworking

ホーニング盤

secondary metal forming
machines and apparatus

金属二次製品加工機械器具

rolling mills for
metalworking

圧延機

primary metal forming
machines and apparatus

金属一次製品製造機械器具

hydraulic presses for
metalworking

水圧プレス

manual presses for
metalworking

人力プレス

mechanical presses for
metalworking

機械プレス

oil hydraulic presses for
metalworking

油圧プレス

bending machines for
metalworking

ベンディングマシン

shearing machines for
metalworking剪

せん
断機

gear cutting and finishing
machines

歯切り及び歯車仕上げ機械

broaching machines for
metalworking

ブローチ盤

milling machines for
metalworking

フライス盤

planing machines for
metalworking

平削盤

lapping machines for
metalworking

ラップ盤
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類似商品・役務審査基準　第７類

6 切削工具 cutting tools for machinery

ギヤカッター gear cutters [machine tool]

チェーザー chasers [machine tool]

7 超硬工具 cemented carbide tools

超硬チップ cemented carbide tips

8

9

鍛造用金型 forging moulds

プレス用金型 press dies for metal forming

［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

070531

圧延機 rolling mills 070228

圧延機用シリンダー rolling mill cylinders 070141

鋳型（機械部品） molds [parts of machines] 070276

鋳型（機械部品） moulds [parts of machines] 070276

070389

ガスはんだごて soldering irons, gas-operated 070505

070503

070504

070503

ガス溶接用及び切断用トーチ gas-operated blow torches 070522

welding apparatus, gas-
operated

ガス溶接装置

diamond-pointed metal-cutting
tools

切削用ダイヤモンド工具

diamond tools for metal
working

金属加工用ダイヤモンド工具

anti-abrasive cemented
carbide tools

超硬耐磨耗工具

electric arc cutting
apparatus

アーク切断装置

moulds and dies for metal-
forming

金属用金型

wear-resistant diamond-
pointed metal-cutting tools

耐磨耗ダイヤモンド工具

soldering blow pipes, gas-
operated

ガスはんだ付け用トーチ

soldering apparatus, gas-
operated

ガスはんだ付け装置

sharpening wheels [parts of
machines]

回転砥石（機械部品）

thread milling cutters
[machine tool]

ねじフライス

drill bits, other than hand-
held tools

ドリル（手持工具に当たるもの
を除く。）

taps, other than hand-held
tools

タップ（手持工具に当たるもの
を除く。）

milling cutters [machine
tool]

ミリングカッター

broaches, other than hand-
held tools

ブローチ（手持工具に当たるも
のを除く。）

turning point tools [machine
tool]

バイト

anticorrosive cemented
carbide tools

超硬耐食工具

cemented carbide cutting
tools

超硬切削工具

reamers, other than hand-held
tools

リーマ（手持工具に当たるもの
を除く。）

polishers [power driven,
hand-operated]

ポリッシャー

buffers [power driven, hand-
operated]

バッファー

nut runners [power driven,
hand-operated]

ナットランナー
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第７類　類似商品・役務審査基準

型打ち機 stamping machines 070180

革砥による金属研磨機 stropping machines 070225

金属加工機械 metalworking machines 070258

070428

金属用引抜機 metal drawing machines 070183

空気ハンマー pneumatic hammers 070249

070389

研削機 sharpening machines 070387

研削盤 grinding machines 070263

070365

すえ込み機 swaging machines 070173

070167

070486

旋盤 lathes [machine tools] 070098

鍛造用送風機 forge blowers 070351

鋳造用機械 foundry machines 070196

070284

070560

電気式剪断器 shears, electric 070105

電気式溶接機 welding machines, electric 070349

電気式溶接装置 electric welding apparatus 070526

電動くぎ抜き nail extractors, electric 070558

電動くぎ抜き nail pullers, electric 070558

電動式ねじ回し screwdrivers, electric 070566

電熱式はんだごて soldering irons, electric 070529

電熱式はんだ付け装置 soldering apparatus, electric 070528

070326

070225

はねハンマー tilt hammers 070250

はんだ付け用小型発炎装置 soldering lamps 070532

パンチングマシン punching machines 070306

パンチングマシン用押抜具 punches for punching machines 070305

平削り盤 planing machines 070321

縁取り機械（金属加工） hemming machines 070283

フライス盤 milling machines 070090

曲げ機械 bending machines 070104

目盛機 dividing machines 070448

鉱山機械器具 mining machines and apparatus ０９Ａ０２

カッターローダー cutter loaders

コールカッター N coal-cutting machines 070094

採油機 oil-well pumping machines

さく岩機 rock drills

さく井機 well drilling machines

blade sharpening [stropping]
machines

刃研磨機

grindstones [parts of
machines]

グラインドストーン（機械部
品）

drill chucks [parts of
machines]

金属加工機械器具用ドリル
チャック

cutting blow pipes, gas-
operated

切断用トーチ（ガス式）

die-cutting and tapping
machines

切削用及びねじ立て用の機械

slide rests [parts of
machines]

工具送り台（機械部品）

trueing machines砥石車の形直し機械（金属加工
機械）

ski edge sharpening tools,
electric

電気式スキーエッジ用研ぎ機

hand-held tools, other than
hand-operated

手持工具（手動式のものを除
く。）
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類似商品・役務審査基準　第７類

シャープナー mining drill sharpeners

穿
せん

孔機 mine borers

積込み機 coal loaders

ホーベル coal ploughs

［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

運搬装置（採鉱用のもの） haulage apparatus [mining] 070185

070572

鉱山作業用機械 mineworking machines 070342

鉱山用せん孔機 mine borers 070264

鉱山用抽出器 extractors for mines 070185

鉱石処理機械 ore treating machines 070265

採掘用機械 diggers [machines] 070397

０９Ａ０３

審査基準 [ 6,12,20 類]　国際分類表 [ 6,11,12,20,22 類]

1

(1) 掘削機械 excavating machines

スラックライン slacklines

トラッククレーン truck cranes

パワーショベル power shovels

ルータ rooters

(2) 基礎工事機械 foundation work machines

アースオーガー earth augers

くい打ち機 pile-drivers

くい抜き機 pile-extractors

グラウトポンプ grout pumps

(3)

グレーダー graders

スクレーパー earth scrapers

タンパー tamping machines

ブルドーザー N bulldozers 070069

ランマー rammers

ローラー road rollers

(4) コンクリート機械 concrete machines

コンクリート打設機械 concrete placing machines

コンクリートバイブレーター concrete vibrators

コンクリート舗装機械 concrete paving machines

コンクリートミキサー concrete mixers

バッチャープラント batcher plants

(5) アスファルト舗装機械 asphalt paving machines

アスファルト散布機 asphalt distributors

アスファルトフィニッシャー asphalt finishers

アスファルトミキサー asphalt mixers

rubber tracks being parts of
crawlers on mining machines

鉱山機械用ゴムクローラ

truck mills for mining
purposes

トラックミル

construction machines and
apparatus

土木機械器具

loading-unloading machines
and apparatus

荷役機械器具

construction machines and
apparatus

土木機械器具

asphalt plants [asphalt
paving machines]

アスファルトプラント

ground surface finishing and
compacting machines

整地機械

3－109



第７類　類似商品・役務審査基準

(6) しゅんせつ機械 dredging machines

しゅん泥機 mud dredging machines

ディッパー dippers

2

(1) クレーン cranes

ケーブルクレーン cable cranes

自走クレーン N mobile cranes 070583

ジブクレーン jib cranes

デリック N derricks 070251

天井走行クレーン overhead travelling cranes

塔形クレーン tower cranes

橋形クレーン gantry cranes [bridge cranes]

フローティングクレーン floating cranes

陸揚げ機 unloaders

ロコモチブクレーン locomotive cranes

(2) コンベヤー conveyors

空気コンベヤー pneumatic conveyors

水力コンベヤー hydraulic conveyors

スクリューコンベヤー screw conveyors

チェーンコンベヤー chain conveyors

バケットエレベーター bucket elevators

ベルトコンベヤー N belt conveyors 070037

ローラーコンベヤー roller conveyors

(3) 巻上機 hoisting or winding gears

ウインチ N winches 070373

ウインドラス windlasses

チェーンブロック chain blocks

ホイスト N hoists 070095

(4) 動く歩道 moving pavements [sidewalks]

エスカレーター N escalators 070178

エレベーター elevators [lifts]

(5) 動力ジャッキ power jacks

荷降ろし用ホッパー unloading hoppers

(6) 自動倉庫 automatic warehousing systems

［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

動く歩道 moving sidewalks 070518

動く歩道 moving walkways 070518

070178

エレベーター（昇降機） elevators [lifts] 070024

エレベーター装置 elevating apparatus 070172

070491

エレベーター用ベルト elevator belts 070127

貨車用揚卸し用リフト railway wagon lifts 070271

070477

機械式ショベル shovels, mechanical 070070

気送管コンベヤ pneumatic tube conveyors 070370

気送管コンベヤ tube conveyors, pneumatic 070370

キャプスタン capstans 070072

elevator chains [parts of
machines]

エレベーター用チェーン

moving staircases
[escalators]

エスカレーター

capstans, not for ships or
boats

キャプスタン（船舶用のものを
除く。）

guns [tools using explosive
cartridges]

ガン（爆薬筒を利用した工具）

loading-unloading machines
and apparatus

荷役機械器具
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類似商品・役務審査基準　第７類

くい打ち機 rams [machines] 070404

空気圧式ジャッキ pneumatic jacks 070554

空気式搬送装置 pneumatic transporters 070304

掘削機 excavators 070184

070462

070453

コンクリートミキサー（機械） concrete mixers [machines] 070045

コンベヤー用ベルト belts for conveyors 070036

コンベヤ（機械） conveyors [machines] 070371

ジャッキ（機械） jacks [machines] 070135

070129

070059

蒸気ローラー steamrollers 070014

070023

昇降機用ベルト lift belts 070127

昇降装置 lifting apparatus 070237

070073

走行クレーン roller bridges 070313

070245

積込み用傾斜プラットホーム loading ramps 070096

070383

鉄道レール敷設用機械 rail-laying machines 070322

道路建設用機械 road building machines 070340

道路建設用機械 road making machines 070340

土工機械 earth moving machines 070417

070569

070570

パワーハンマー power hammers 070248

070145

溝掘り機（すき） ditchers [ploughs] 070458

ラック駆動ジャッキ rack and pinion jacks 070132

ランマー rammers [machines] 070562

ロードローラー road rollers 070014

漁業用機械器具 industrial fishing machines ０９Ａ０５

審査基準 [ 6,19 類]　国際分類表 [ 11 類]

網揚げ機 net hauling machines

トロールウィンチ trawl winches

ラインホーラ line haulers

［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

070478

railroad constructing
machines

鉄道架設用機械

handling apparatus for
loading and unloading

積卸し用装置

automatic grapnels for marine
purposes

船舶用自動四爪アンカー

hoppers [mechanical
discharging]

ホッパー（荷卸し機械）

rubber tracks being parts of
crawlers on loading-unloading
machines and apparatus

荷役機械用ゴムクローラ

rubber tracks being parts of
crawlers on construction
machines

土木機械用ゴムクローラ

net hauling machines
[fishing]

網揚げ機（漁業用のもの）

cranes [lifting and hoisting
apparatus]

クレーン（持上装置）

drilling rigs, floating or
non-floating

掘削用リグ（浮遊式又は非浮遊
式）

lifts, other than ski-lifts昇降機（スキーリフトを除
く。）

mud catchers and collectors
[machines]

しゅんせつ機械

air cushion devices for
moving loads

重量物移動用空気式クッション
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第７類　類似商品・役務審査基準

０９Ａ０６

審査基準 [ 11 類]　国際分類表 [ 9,11 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

アセチレン清浄装置 acetylene cleaning apparatus 070002

遠心機 centrifugal machines 070086

遠心分離機 centrifuges [machines] 070086

070593

石油精製機械 oil refining machines 070498

070490

フィルタープレス filter presses 070109

水分離器 water separators 070439

filtering machines for
chemical processing

ろ過機（化学機械器具）

dissolving machines for
chemical processing

溶解機（化学機械器具）

grinding mills for chemical
processing

磨砕機（化学機械器具）

electromechanical machines
for chemical industry

電動式の化学機械器具

bioreactors for use in
manufacturing
biopharmaceuticals

生物学的薬剤製造用バイオリア
クター

emulsifying machines for
chemical processing

乳化機（化学機械器具）

extracting machines for
chemical processing

抽出機（化学機械器具）

granulating machines for
chemical processing

造粒機（化学機械器具）

disintegrators for chemical
processing

破砕機（化学機械器具）

roasting machines for
chemical processing焙

ばい
焼機（化学機械器具）

kneading machines for
chemical processing捏

ねっ
和
か

機（化学機械器具）

separating machines for
chemical processing

分離機（化学機械器具）

partial condensers for
chemical processing

分縮機（化学機械器具）

reaction vessels for chemical
processing

反応機（化学機械器具）

adsorbing machines for
chemical processing

吸着機（化学機械器具）

absorbing machines for
chemical processing

吸収機（化学機械器具）

agitators for chemical
processing

かくはん機（化学機械器具）

sintering machines for
chemical processing

焼結機（化学機械器具）

dust collecting machines for
chemical processing

収じん機（化学機械器具）

blending machines for
chemical processing

混合機（化学機械器具）

sorting machines for chemical
processing

選別機（化学機械器具）

cleaning apparatus for
chemical processing

洗浄機（化学機械器具）

calcining machines for
chemical processing

焼成機（化学機械器具）

presses for chemical
processing

圧搾機（化学機械器具）

chemical processing machines
and apparatus

化学機械器具
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類似商品・役務審査基準　第７類

０９Ａ０７

審査基準 [ 8,11,26 類]　国際分類表 [ 8,11,26 類]

1

揚返機 silk yarn re-reeling machines

乾繭機 cocoon drying machines

生糸束装機 silk yarn bundling machines

繰糸機 silk yarn reeling machines

煮繭機 cocoon boiling machines

2

スフ切断機 staple fiber cutting machine

3

糸毛焼き機 yarn singeing machines

糸巻機 yarn winding machines

カードカン yarn carding cans

かせ機 yarn reeling machines

整経機 yarn warping machines

精紡機 N spinning frames 070260

粗紡機 roving machines

梳
そ

綿機 N carding machines 070364

より糸機 yarn twisting machines

練条機 yarn drawing frames

4 織機 looms

自動織機 automatic looms

特殊織機 special weaving looms

普通力織機 power looms

5

漁網機械器具 fish-netting machines

刺しゅう機 embroidery machines

製綱機 rope making machines

ひも編み機 braiding machines

メリヤス機械器具 hosiery looms

6

フェルト用縮絨
じゅう

機 felt milling machines

フェルト用梳
そ
毛機 felt carding machines

chemical fiber spinning
machines

紡糸機

chemical fiber purifying
machines

精練機

chemical fiber processing
machines and apparatus

化学繊維機械器具

yarn slivering and combing
machines精梳

そ
綿機

fiber blowing and scutching
machines

混打綿機

yarn spinning machine and
apparatus

紡績機械器具

felt manufacturing machines
and apparatus

フェルト製造機械器具

lace making machines and
apparatus

レース機械器具

knitting machines and
apparatus

編組機械器具

textile machines and
apparatus

繊維機械器具

cocoon-waste treating
machines

副蚕処理機

silk yarn testing machines
for textile

生糸検査機

raw silk processing machines
and apparatus

蚕糸機械器具
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第７類　類似商品・役務審査基準

7

毛焼き機 singeing machines

高圧精練窯 high pressure degumming pans

煮絨
じゅう

機 wet decatizing machines

浸染機械 dip-dyeing machines

スカッチャー textile scutching machines

整反機 textile making-up machines

捺
なつ

染機 printing machines for textile

幅出し機 textile tentering machines

パルマー仕上げ機 palmer felt calenders

ロータリープレス rotary presses for textile

8 メリヤス機械用編針 hosiery loom needles

［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

編機 knitting machines 070374

編機用スライダー sliders for knitting machines 070097

編機用スライダー slides for knitting machines 070097

編機用針 needles for knitting machines 070602

起毛機 friezing machines 070325

組ひも機 braiding machines 070372

070067

シャトル（機械部品） shuttles [parts of machines] 070280

織機（機械） looms [machines] 070259

織機用ボビン bobbins for weaving looms 070054

織機用巻き枠 reels for weaving looms 070054

すすぎ用機械 rinsing machines 070063

染色機 dyeing machines 070362

070604

紡ぎ車 spinning wheels 070191

070079

ひも製造機械 cord making machines 070119

070097

紡績機 spinning machines 070190

マングル mangles 070292

メリヤス機械器具 hosiery looms [machines] 070057

レース製造機 lace making machines 070151

carriages for knitting
machines

編機用キャリッジ

spray damping machines for
textile treatment

霧吹き機

raising machines for textile
treating

起毛機

textile dyeing and finishing
machines and apparatus

染色整理機械器具

continuous scouring and
bleaching machines

連続精練漂白機

textile dyeing and finishing
calenders

染色整理用カレンダー

textile washing machines for
industrial purposes洗絨

じゅう
機

card clothing [parts of
carding machines]

針布（梳綿機部品）

needles for wool combing
machines

梳毛機用針

tambours for embroidery
machines

刺しゅう機械用刺しゅう枠
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類似商品・役務審査基準　第７類

０９Ａ０８

審査基準 [ 11 類]　国際分類表 [ 6,11,20 類]

1

押し麦機 barley press rollers

製菓機 confectionery making machines

製粉機 flour mills

製麺機 noodle making machines

ひき割り麦機 barley splitting machines

2

しょうゆ醸造機械器具 N soy sauce making machines 070609

みそ醸造機械器具 N miso making machines 070610

3 牛乳均質機 milk homogenizing machines

チーズ製造機 cheese making machines

バター製造機 N butter machines 070046

粉乳製造機 powdered milk making machines

4

ソーセージ製造機 sausage machines

肉ひき機 meat mincers

5

練り製品製造機械 fish paste making machines

6 缶詰機械 canning machines

根菜類用の機械式スライサー root slicing machines

サイダー製造機 soda-pop making machines

製茶機械 tea processing machines

製糖機械 sugar making machines

製油機械 oil processing machines

瓶詰機械 bottling machines

ミネラルウォーター製造用機械 mineral water making machines

N 070455

［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

070164

070164

edible kelp processing
machines

昆布加工機

machines for flaking dried
fish meat [Kezuri-bushi
making machines]

削り節機

fishery product processing
machines and apparatus

水産製品製造機械器具

machines for the
mineralization of drinking
water

飲料水の鉱化装置

machines for the
mineralisation of drinking
water

飲料水の鉱化装置

grating machines for
vegetables

野菜すりつぶし用機械

cereal processing machines
and apparatus

穀物処理機械器具

food or beverage processing
machines and apparatus

食料加工用又は飲料加工用の機械器具

Sake-straining bags for
brewing

酒搾り用袋

brewing machines and
apparatus

醸造機械器具

rice or barley polishing
machines

精米麦機

meat processing machines and
apparatus

肉類加工機械器具

condensed milk making
machines

練乳製造機

brewed alcoholic beverage
making machines

酒醸造機械器具
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第７類　類似商品・役務審査基準

070611

かく乳器 churns 070038

クリーム又は牛乳分離器 cream/milk separators 070083

醸造用機械 brewing machines 070066

070356

製粉機械 flour mill machines 070266

製粉機（機械） mills [machines] 070042

ソーセージ製造用機械 sausage making machines 070346

070056

炭酸水製造装置 apparatus for aerating water 070163

070315

電気式肉切り機 meat choppers, electric 070211

電気式肉ひき機 meat mincers, electric 070211

070423

バスケット型圧搾機 basket presses 070533

パン切り機 bread cutting machines 070288

瓶充てん機 bottle filling machines 070064

瓶栓機 bottle stoppering machines 070410

瓶用口金締め機 bottle capping machines 070411

瓶用シール機 bottle sealing machines 070412

ぶどう搾り機 wine presses 070102

０９Ａ０９

審査基準 [ 11 類]　国際分類表 [ 11 類]

1

帯のこ盤 lumbering band saws

チェーンソー N chain saws 070484

丸のこ盤 circular saws for woodworking

2

ほぞ取り盤 tenoning machines

木工かんな盤 wood planing machines

木工旋盤 wood lathes

木工フライス盤 wood milling machines

木工ボール盤 wood drilling machines

木工用のこぎり盤 wood sawing machines

woodworking saw-tooth setting
machines

木工用のこぎり目立て盤

lumbering, woodworking, or
veneer or plywood making
machines and apparatus

製材用・木工用又は合板用の機械器具

food preparation machines,
electromechanical

電動式食品加工・調製用機械

beverage preparation
machines, electromechanical

電気式飲料調製機

saw-tooth setting machines
for lumbering or woodworking
saws

のこぎり目立て盤

special sawing machines for
woodworking

特殊のこ盤

lumbering machines and
apparatus

製材機械器具

sanding machines for
woodworking

木工用サンダー

Japanese style wooden clogs
[Geta] shaping machines and
apparatus

げた製造機械器具

woodworking machines and
apparatus

木工機械器具

apparatus for aerating
beverages

炭酸飲料製造装置

machines for the production
of sugar

製糖機械

robotic arms for preparing
beverages

飲料調製用ロボットアーム
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類似商品・役務審査基準　第７類

3

単板機械 veneer manufacturing machines

ベニヤ仕上げ機械 plywood finishing machines

ベニヤ製造用プレス plywood presses

ベニヤ切断機 plywood clipping machines

ベニヤ継ぎ合わせ機械 plywood jointing machines

ベニヤのり付け機 plywood gluing machines

［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

電気式にかわ接着用ガン glue guns, electric 070476

木工機械 woodworking machines 070055

０９Ａ１０

国際分類表 [ 11 類]

1

砕木グラインダー wood grinding machines

チッパー wood chipping machines

バーカー barking machines

パルパー pulping machines

ビーター wood beating machines

レファイナー pulp refining machines

2

コーティングマシン paper coating machines

抄紙機 paper machines

製紙用カレンダー calenders for papermaking

断裁機 paper cutting machines

巻取り機 paper reeling machines

3

箱製造機械 paper box making machines

袋製造機械 paper bag making machines

［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

070240

製紙機械 papermaking machines 070291

０９Ａ１１

審査基準 [ 16 類]　国際分類表 [ 9,11,16,24 類]

凹版印刷機 intaglio printing machines

活字鋳造機 typecasting machines

printing or bookbinding
machines and apparatus

印刷用又は製本用の機械器具

smoothing pressesスムージングプレス（製紙機
械）

corrugated paperboard making
machines

段ボール製造機械

pulp making, papermaking or
paper-working machines and
apparatus

パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器
具

veneer and plywood machines
and apparatus

合板機械器具

drier part units for
papermaking machines

ドライパート

papermaking machines and
apparatus

製紙機械器具

pulp making machines and
apparatus

パルプ製造機械器具

paper-working machines and
apparatus

紙工機械器具

wire part units for
papermaking machines

ワイヤーパート

press part units for
papermaking machines

プレスパート
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第７類　類似商品・役務審査基準

グラビア印刷機 photogravure printing presses

字母 N matrices for use in printing 070436

字母用箱 N boxes for matrices [printing] 070081

写真製版機械 photo-engraving machines

製本機械 bookbinding machines

［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

印刷機 printing machines 070218

印刷機 printing presses 070219

070377

印刷機械用ローラー printing rollers for machines 070220

070175

印刷版 printing plates 070217

印刷用給紙装置 paper feeders [printing] 070246

印刷用シリンダー printing cylinders 070140

活字鋳造機械 typecasting machines 070120

070327

070580

070216

070112

070076

ステロ版印刷機械 stereotype machines 070355

凸版印刷機 typographic machines 070378

凸版印刷機 typographic presses 070303

輪転印刷機 rotary printing presses 070334

ミシン N sewing machines ０９Ａ１３ 070440

［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

かがり機械 darning machines 070329

070111

０９Ａ４１

type-setting machines
[photocomposition]

写真植字機

printing machines for use on
sheet metal

シートメタル用印刷機

industrial inkjet printing
machines

工業用のインクジェット印刷機

agricultural machines and
agricultural implements,
other than hand-operated

農業用機械器具

pedal drives for sewing
machines

ミシン用ペダル式駆動装置

type-setting machines
[printing]

植字機（印刷用のもの）

plowing machines and
implements, other than hand-
held tools

耕うん機械器具（手持工具に当たるものを
除く。）

planographic printing
machines

平版印刷機

typographic presses
[letterpress]

凸版印刷機

phototypesetting or composing
machines

写真植字機

bookbinding apparatus and
machines for industrial
purposes

工業用製本用機器

inking apparatus for printing
machines

印刷機用インキ付け装置

tympans [parts of printing
presses]

印刷機械用チンパン

０９Ａ４１　０９Ａ４３
０９Ａ４５　０９Ａ４７
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類似商品・役務審査基準　第７類

飼料圧搾機 N fodder presses 070195

審査基準 [ 8,11 類]　国際分類表 [ 6,8,11 類]

1

株切り機 stubble cutting machines

砕土機 N harrows 070213

犂
すき ploughs [plows]

動力耕うん機 power tillers

耕うん機用レーキ rakes for cultivators

2

3

草干し機 N tedding machines 070186

脱穀機 N threshing machines 070043

唐箕
み

N winnowers 070379

とうもろこしの皮むき機械 N corn husking machines 070089

米選機 rice grain sorting machines

干し草用結束装置 hay binding machines

もみすり機 rice huskers

4

かます編み具 straw bag making implements

砕茎機 stem crushing machines

製莚
えん

機 straw mat looms

畳表織機 rush mat looms

blight prevention machines
and implements

病虫害防除機械器具

intertillage machines and
implements

中耕機械器具

seeding machines and
implements

種まき機械器具

straw bale tightening
machines

俵締め機

reapers [agricultural
machine]

刈取機

harvesting machines and
implements

収穫機械器具

plant fiber processing
machines and implements for
agricultural purposes

植物粗製繊維加工機械器具

fodder mixing machines [feed
mixers]

飼料配合機

fodder cutting machines [feed
cutters]

飼料裁断機

plant fiber processing
machines and implements for
agricultural purposes

植物粗製繊維加工機械器具

cultivating machines and
implements

栽培機械器具

plowing machines and
implements, other than hand-
held tools

耕うん機械器具（手持工具に当
たるものを除く。）

cake-fodder crushing machines
[feed mills]

飼料粉砕機

fertilizer distributing
machines and implements

施肥用機械器具

weeding machines and
implements

除草機械器具

transplanting machines and
implements

植付け機械器具

harvesting machines and
implements

収穫機械器具

cultivating machines and
implements

栽培機械器具
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第７類　類似商品・役務審査基準

俵編み器 straw bale making implements

ちょ麻仕上げ機 ramie brushing machines

ちょ麻はく皮機 ramie barking machines

縄仕上げ機 straw rope finishing machines

縄ない機 straw rope making machines

わら打ち機 straw softening machines

5 飼料圧搾機 N fodder presses 070195

［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

刈取機 reapers 070268

刈取り結束機 reapers and binders 070269

刈取り脱殻機 reapers and threshers 070270

耕うん機 cultivators [machines] 070138

穀物の皮むき機械 grain husking machines 070089

自動刈取機 mowing and reaping machines 070051

芝移植用すき turf removing ploughs 070148

収穫機 harvesting machines 070051

070168

除草機 weeding machines 070344

すき ploughs 070028

すき先 ploughshares 070100

脱殻機 grain separators 070169

070089

動力耕うん機 motorized cultivators 070513

070571

070577

播種機（機械） sowers [machines] 070348

干し草用結束装置 binding apparatus for hay 070058

干し草用結束装置 trussing apparatus for hay 070058

レーキ機械 raking machines 070324

レーキ機械用レーキ rakes for raking machines 070323

わら裁断機 chaff cutters 070210

わら裁断機 straw [chaff] cutters 070210

わら裁断機用刃 chaff cutter blades 070223

牛乳ろ過器 milk filtering machines ０９Ａ４３

搾乳機 N milking machines 070367

［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

070368

070368

corn and grain husking
machines

とうもろこし及び穀物の皮むき
機械

stalk separators [machines]植物の茎、花梗、葉、実又は葉
柄等の選別機

cake-fodder crushing machines
[feed mills]

飼料粉砕機

suction cups for milking
machines

搾乳機用吸着カップ

tilling machines for
agricultural purposes

農業用耕うん機

rubber tracks being parts of
crawlers on agricultural
machines

農業機械用ゴムクローラ

teat cups for milking
machines

搾乳機用乳首カップ

fodder mixing machines [feed
mixers]

飼料配合機

fodder cutting machines [feed
cutters]

飼料裁断機
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類似商品・役務審査基準　第７類

育雛
すう

器 chick brooders ０９Ａ４５

ふ卵器 N incubators for eggs 070442

審査基準 [ 9 類]　国際分類表 [ 9 類]

０９Ａ４７

蚕網 (注) silkworm rearing nets

蚕むしろ (注) silkworm rearing straw mats

蚕種検査用機械器具 pebrine inspection machines

散卵収容器 silkworm egg containers

散卵浸酸機 silkworm egg hydrochlorizers

散卵洗除機 silkworm egg washing machines

雌雄鑑別器 silkworm sex discriminators

靴製造機械 shoe making machines ０９Ａ６１

製革機械 leather tanning machines

審査基準 [ 8 類]　国際分類表 [ 8,11 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

革加工機械 leather-working machines 070136

皮剥ぎ機 leather paring machines 070157

070352

070352

肉削ぎ機（製革機械） fleshing machines 070166

たばこ製造機械 tobacco processing machines ０９Ａ６２

［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

070103

たばこ加工機械 tobacco processing machines 070255

０９Ａ６３

国際分類表 [ 11 類]

silkworm rearing boxes or
trays

飼育箱

silkworm egg boards [egg-
cards]

産卵台紙

salt water silkworm egg
selectors

散卵塩水選別機

cigarette machines for
industrial purposes

工業用紙巻たばこ製造機械

shoe lasts [parts of
machines]

靴型（機械部品）

lasts for shoes [parts of
machines]

靴型（機械部品）

glassware manufacturing
machines and apparatus

ガラス器製造機械

mulberry leaf chopping
machines

桑切り機

sericultural machines and
implements

蚕種製造用又は養蚕用の機械器具
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第７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

ガラス加工機械 glass-working machines 070382

070494

瓶洗機 bottle washing machines 070065

０９Ａ６４

審査基準 [ 6,19 類]　国際分類表 [ 6,11,19 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

タール塗布用機械 tarring machines 070202

070514

塗装機械 painting machines 070297

塗装用機械 colour-washing machines 070030

塗装用スプレーガン spray guns for paint 070298

水しっくい塗装用機械 whitewashing machines 070030

０９Ａ６５

こん包機 packing machines

バンド締付機 strapping machines

ひも自動結束機 sheaf-binding machines

封かん機 sealing machines

包装機 wrapping machines

［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

結束機械 sheaf-binding machines 070052

070347

包装機 packaging machines 070499

包装機械 packing machines 070294

包装用機械 wrapping machines 070177

ラベル貼り機 labellers [machines] 070182

０９Ａ６６

［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

陶工用ろくろ potters' wheels 070420

０９Ａ６７

国際分類表 [ 11 類]

sealing machines for
industrial purposes

工業用密封機械

packaging or wrapping
machines and apparatus

包装用機械器具

air brushes for applying
colour

着色用エアブラシ

compression moulding machines
for processing plastics

圧縮成形機

plastic processing machines
and apparatus

プラスチック加工機械器具

power-operated potters'
wheels

陶工用ろくろ

moulds being parts of
machines for processing
plastics

プラスチック用金型

injection moulding machines
for processing plastics

射出成形機

extrusion moulding machines
for processing plastics

押出成形機

painting machines and
apparatus

塗装機械器具

glaziers' diamonds [parts of
machines]

ガラス切り用ダイヤ小片（機械
部品）
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類似商品・役務審査基準　第７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

070544

N ０９Ａ６８ 070607

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

070608

０９Ａ６９

国際分類表 [ 11 類]

加硫装置 rubber vulcanizing apparatus

ゴム混合機 rubber mixing machines

ゴム成形機 rubber forming machines

ゴム練用ロール rubber mixing rolls

［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

加硫装置（ゴム製造機械） vulcanization apparatus 070384

０９Ａ７０

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

石材加工機械 stone-working machines 070301

０９Ｂ０１

審査基準 [ 11,12 類]　国際分類表 [ 11,12,17 類]

1

feed water heaters for non-
electric prime movers and
engines

給水加熱器

boilers for non-electric
prime movers and engines

ボイラー

parts of non-electric prime
movers, other than water
mills and wind mills

動力機械器具（「水車・風車」を除く。）
の部品

air preheaters for industrial
purposes

空気余熱器

semiconductor exposure
apparatus for use in
manufacture

製造用の半導体露光装置

semiconductor manufacturing
machines

半導体製造装置

machines for processing
plastics

プラスチック加工用機械

stone working machines and
apparatus

石材加工機械器具

moulds being parts of
machines for use in the
manufacture of rubber goods

ゴム用金型

machines and apparatus for
manufacturing rubber goods

ゴム製品製造機械器具

non-electric prime movers,
not for land vehicles, other
than water mills and wind
mills

動力機械器具（陸上の乗物用のもの及び
「水車・風車」を除く。）

parts of non-electric prime
movers

動力機械器具の部品

non-electric prime movers,
not for land vehicles

動力機械器具（陸上の乗物用のものを除
く。）

０９Ｂ０１　０９Ｂ０２
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ストーカー stokers [coal suppliers]

船用ボイラー marine boilers

陸用ボイラー land boilers

2

3

4

5

6

7

原子力原動機 nuclear prime movers

［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

圧縮空気機関 compressed air engines 070391

070380

エンジンボイラー用煙管 flues for engine boilers 070416

070430

070557

070433engines, other than for land
vehicles

エンジン（陸上の乗物用のもの
を除く。）

engine mounts, other than for
land vehicles

エンジンマウント（陸上の乗物
用のものを除く。）

gas turbines, not for land
vehicles

ガスタービン（陸上の乗物用の
ものを除く。）

turbines, not for land
vehicles, other than water
mills and wind mills

タービン（陸上の乗物用のもの
を除く。）

rocket engines, not for land
vehicles

ロケット機関

hydraulic turbines, not for
land vehicles, other than
water mills

水力タービン（陸上の乗物用の
ものを除く。）

steam turbines, not for land
vehicles

蒸気タービン（陸上の乗物用の
ものを除く。）

air turbines, not for land
vehicles

空気タービン（陸上の乗物用の
ものを除く。）

feeding apparatus for engine
boilers

エンジンボイラー用給水装置

engines for air cushion
vehicles

エアクッション艇用機関

compressed air engines, not
for land vehicles

圧縮空気機関

steam engines, not for land
vehicles

蒸気機関（陸上の乗物用のもの
を除く。）

kerosene engines, not for
land vehicles

灯軽油機関（陸上の乗物用のも
のを除く。）

sparking plugs, not for land
vehicles

点火栓

jet engines, not for land
vehicles

ジェット機関（陸上の乗物用の
ものを除く。）

steam land engines, not for
land vehicles

陸用蒸気機関

steam marine engines, not for
land vehicles

船用蒸気機関

ramjet engines, not for land
vehicles

ラムジェット機関（陸上の乗物
用のものを除く。）

turboprop engines, not for
land vehicles

ターボプロップ機関（陸上の乗
物用のものを除く。）

turbojet engines, not for
land vehicles

ターボジェット機関（陸上の乗
物用のものを除く。）

internal combustion engines,
not for land vehicles

内燃機関（陸上の乗物用のもの
を除く。）

ash removing apparatus [ash
ejectors for boilers]

灰捨て機械器具

Diesel engines, not for land
vehicles

ディーゼル機関（陸上の乗物用
のものを除く。）

silencers, not for land
vehicles

消音器（陸上の乗物用のものを
除く。）

gasoline engines, not for
land vehicles

ガソリン機関（陸上の乗物用の
ものを除く。）
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オートバイ用キックスターター kick starters for motorcycles 070516

過給機 superchargers 070358

070110

気化器用フィーダ carburetter feeders 070015

機関ボイラー用付属品 fittings for engine boilers 070101

機関用インジェクター injectors for engines 070077

070118

機関用シリンダーヘッド cylinder heads for engines 070137

機関用継ぎ手 joints [parts of engines] 070118

機関用排気マニホールド exhaust manifold for engines 070497

機関用ピストン pistons for engines 070274

070241

070519

070519

070446

070400

070273

070451

原動機用ファン fans for motors and engines 070381

070441

原動機用ベルト belts for motors and engines 070343

070464

070433

航空機エンジンカバー cowlings [parts of machines] 070075

航空機用エンジン aeronautical engines 070386

航空機用エンジン aeroplane engines 070029

070272

蒸気機関 steam engines 070242

蒸気機関ボイラー steam engine boilers 070429

触媒装置 catalytic converters 070482

水圧機関及び水力原動機 hydraulic engines and motors 070461

070252

070375

070061

070016

070394

070463

070568

fuel conversion apparatus for
internal combustion engines

内燃機関用燃料転換装置

sparking plugs for internal
combustion engines

内燃機関用点火プラグ

igniting devices for internal
combustion engines

内燃機関用点火装置

camshafts for vehicle engines乗物用のエンジン用カムシャフ
ト

fan belts for motors and
engines

原動機用ファンベルト

exhausts for motors and
engines

原動機用排気装置

anti-pollution devices for
motors and engines

原動機用の汚染を防止する装置

jet engines, other than for
land vehicles

ジェットエンジン（陸上の乗物
用のものを除く。）

motors, other than for land
vehicles

原動機（陸上の乗物用のものを
除く。）

radiators [cooling] for
motors and engines

原動機用ラジエーター

glow plugs for Diesel enginesディーゼルエンジン用グロープ
ラグ

turbines, other than for land
vehicles

タービン（陸上の乗物用のもの
を除く。）

propulsion mechanisms, other
than for land vehicles

推進装置（陸上の乗物用のもの
を除く。）

scale collectors for machine
boilers

機械用ボイラーの湯あか収集機

mufflers for motors and
engines

原動機用及びエンジン用の消音
器

driving motors, other than
for land vehicles

駆動原動機（陸上の乗物用のも
のを除く。）

sealing joints [parts of
engines]

機関用シールジョイント

fuel economisers for motors
and engines

原動機用燃料節約装置

cylinders for motors and
engines

原動機用シリンダー

silencers for motors and
engines

原動機用消音器
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070471

070493

ボート用エンジン engines for boats 070401

ボート用原動機 motors for boats 070402

070010

水車 water mills ０９Ｂ０２

風車 wind mills

０９Ｃ０１

国際分類表 [ 11,17 類]

1

2

3

4

turbocompressors, not for
specified purposes

ターボ圧縮機

axial flow compressors, not
for specified purposes

軸流圧縮機

rotary blowers, not for
specified purposes

回転送風機

centrifugal blowers, not for
specified purposes

遠心送風機

blowers, not for specified
purposes

送風機

compressors, not for
specified purposes

圧縮機

turbo blowers, not for
specified purposes

ターボ送風機

axial flow blowers, not for
specified purposes

軸流送風機

rotary compressors, not for
specified purposes

回転圧縮機

reciprocating compressors,
not for specified purposes

往復圧縮機

centrifugal compressors, not
for specified purposes

遠心圧縮機

rotary pumps, not for
specified purposes

回転ポンプ

reciprocating pumps, not for
specified purposes

往復ポンプ

centrifugal pumps, not for
specified purposes

遠心ポンプ

vacuum pumps, not for
specified purposes

真空ポンプ

mixed flow pumps, not for
specified purposes

斜流ポンプ

axial flow pumps, not for
specified purposes

軸流ポンプ

diffusion pumps, not for
specified purposes

拡散ポンプ

rotary vacuum pumps, not for
specified purposes

回転真空ポンプ

reciprocating vacuum pumps,
not for specified purposes

往復真空ポンプ

expansion tanks [parts of
machines]

膨張タンク（機械部品）

boiler tubes [parts of
machines]

ボイラー管（機械部品）

pumps, not for specified
purposes

ポンプ

pneumatic or hydraulic
machines and instruments

風水力機械器具

filters for cleaning cooling
air, for engines

冷却空気清浄用ろ過器（機関用
のもの）
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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

圧縮機 compressors [machines] 070113

圧縮空気式機械 compressed air machines 070392

圧縮空気式ポンプ compressed air pumps 070393

070012

エゼクタ ejectors 070170

遠心ポンプ centrifugal pumps 070088

070199

070575

空圧式廃油排出器 pneumatic waste oil drainers 070574

070203

070203

070203

070310

潤滑油ポンプ lubricating pumps 070205

塵埃等排出用送風機 air suction machines 070398

真空ポンプ（機械） vacuum pumps [machines] 070312

送風機 blowing machines 070534

ターボ圧縮機 turbocompressors 070114

070311

ビール用ポンプ beer pumps 070390

プランジャーピストン plunger pistons 070395

ポンプ（機械） pumps [machines] 070309

070179

ポンプ用ダイヤフラム pump diaphragms 070257

冷却装置用圧縮機 compressors for refrigerators 070437

０９Ｄ０１

自動スタンプ打ち器 automatic stamping machines

審査基準 [ 9,16 類]　国際分類表 [ 2,9,11,16,20 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

070004

自動販売機 N vending machines ０９Ｅ２１ 070537

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

チケット自動販売機 ticket vending machines 070599

adhesive tape dispensing
machines

機械式の接着テープディスペンサー

pumps [parts of machines,
engines or motors]

ポンプ（機械用及び原動機用の
部品）

pumps for heating
installations

暖房設備用ポンプ

tape dispensing machines for
industrial use

工業用テープディスペンサー
（機械）

apparatus for drawing up beer
under pressure

圧力式ビールくみ上げ装置

blowing machines for the
compression, sucking and
carrying of grain

穀物の圧縮用・吸引用及び搬送
用の送風機

pumps for counter-current
swimming

逆流式水泳用ポンプ

blowing machines for the
compression, exhaustion and
transport of gases

ガスの圧縮用・排出用及び搬送
用の送風機

air pumps [garage
installations]

自動車修理工場用空気ポンプ

fans for the compression,
sucking and carrying of grain

穀物の圧縮用・吸引用及び搬送
用のファン

blowing machines or fans for
the compression, sucking and
carrying of grain

穀物の圧縮用・吸引用及び搬送
用の送風機又はファン
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０９Ｅ２２

［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

070579

070601

070601

070542

自動制御式燃料供給装置 self-regulating fuel pumps 070543

N washing machines [laundry] 070234

０９Ｅ２３

審査基準 [ 11 類]　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

業務用アイロン装置 ironing machines 070328

業務用の洗濯物絞り機 wringing machines for laundry 070239

070236

１１Ａ０６

審査基準 [ 8,11,21 類]　国際分類表 [ 8,9,11,16,21 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

070598

０９Ｅ２４

機械式駐車装置 mechanical parking systems ０９Ｅ２６

審査基準 [ 9 類]　国際分類表 [ 6,9,19 類]

乗物用洗浄機 N vehicle washing installations ０９Ｅ２７ 070235

washing machines for
household purposes [laundry]

家庭用電気洗濯機

coin-operated washing
machines

硬貨作動式洗濯機

washing machines for
industrial purposes [laundry]

業務用電気洗濯機

elevator type mechanical
parking systems

エレベーター式駐車装置

repairing or fixing machines
and apparatus

修繕用機械器具

household cleaning and
laundry robots with
artificial intelligence

人工知能を搭載した家庭用の掃
除及び洗濯用ロボット

circular type mechanical
parking systems

循環式駐車装置

hydrogen dispensing pumps for
service stations

ガソリンスタンドの水素供給ポ
ンプ

fuel dispensing machines for
service stations

ガソリンステーション用装置

電気洗濯機

fuel dispensing pumps for
service stations

ガソリンスタンド用燃料供給ポ
ンプ

petrol pumps for service
stations

ガソリンスタンド用ガソリンポ
ンプ

gas pumps for service
stations

ガソリンスタンド用ガソリンポ
ンプ

０９Ｅ２３　１１Ａ０６
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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

070235

０９Ｅ２８

審査基準 [ 11 類]　国際分類表 [ 11 類]

N dishwashers 070231

０９Ｅ２８

審査基準 [ 11 類]　国際分類表 [ 11 類]

１１Ａ０６

審査基準 [ 8,11,21 類]　国際分類表 [ 8,9,11,16,21 類]

N 070510

N vacuum cleaners 070508

０９Ｅ２９

［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

070034

１１Ａ０６

審査基準 [ 8,11,21 類]　国際分類表 [ 8,9,11,16,21 類]

vacuum cleaners for household
purposes

家庭用電気掃除機

dishwashers for industrial
purposes

業務用食器洗浄機

食器洗浄機

food cutting, chopping and
slicing machines for
commercial use

業務用切さい機

food peeling machines for
commercial use

業務用皮むき機

electric wax-polishing
machines for industrial
purposes

業務用電気式ワックス磨き機

電気掃除機

machines and apparatus for
wax-polishing, electric

電気式ワックス磨き機

dishwashers for household
purposes

家庭用食器洗浄機

electric wax-polishing
machines for household
purposes

家庭用電気式ワックス磨き機

road sweeping machines, self-
propelled

道路清掃用機械（自走式のも
の）

vacuum cleaners for
industrial purposes

業務用電気掃除機

food mixing machines for
commercial use

業務用攪はん混合機

washing installations for
vehicles

乗物用洗浄機

０９Ｅ２９　１１Ａ０６

０９Ｅ２８　１１Ａ０６
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０９Ｅ３０

０９Ｆ０１

審査基準 [ 12 類]　国際分類表 [ 12 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

機械用軸受台 bearing brackets for machines 070091

機械用車軸 axles for machines 070020

クランク（機械部品） cranks [parts of machines] 070230

クランク軸 crank shafts 070021

070204

070396

070396

ころ軸受 roller bearings 070338

軸受（機械部品） bearings [parts of machines] 070130

軸受用ボールリング ball rings for bearings 070339

軸継手（機械用のもの） shaft couplings [machines] 070001

070289

070479

自動注油軸受 self-oiling bearings 070027

ジャーナル（機械部品） journals [parts of machines] 070366

織機用軸 loom shafts 070224

玉軸受 ball-bearings 070049

070385

070290

070022

070198

ハンガー（機械部品） hangers [parts of machines] 070092

couplings, other than for
land vehicles

継手（陸上の乗物用のものを除
く。）

universal joints [Cardan
joints]

自在継手（カルダン継手）

journal boxes [parts of
machines]

軸箱（機械部品）

stuffing boxes [parts of
machines]

パッキンボックス（機械部品）

transmission shafts, other
than for land vehicles

伝導軸（陸上の乗物用のものを
除く。）

bearings for transmission
shafts

伝導軸用軸受

machine elements, not for
land vehicles

機械要素（陸上の乗物用のものを除く。）

power sprayers for
disinfecting, insecticides
and deodorants [not for
agricultural purposes]

消毒・殺虫又は防臭用散布機（農業用のも
のを除く。）

shafts, couplings or
connectors, machine elements
not for land vehicles

軸継ぎ手（陸上の乗物用のものを除く機械
要素）

bearings, machine elements
not for land vehicles

軸受（陸上の乗物用のものを除く機械要
素）

shafts, axles or spindles,
machine elements other than
land vehicles

軸（陸上の乗物用のものを除く機械要素）

anti-friction pads for
machines

減摩用パッド（機械用のもの）

anti-friction bearings for
machines

減摩用軸受（機械用のもの）

grease boxes [parts of
machines]

グリース箱

０９Ｆ０１　０９Ｆ０２
０９Ｆ０３　０９Ｆ０４

０９Ｆ０５
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０９Ｆ０２

審査基準 [ 6,12 類]　国際分類表 [ 6,9,12,17 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

機械用はずみ車 machine fly-wheels 070337

機械用ベルト belts for machines 070074

機械用連結歯車 machine wheelwork 070335

070409

070443

070594

hydraulic torque converters,
machine elements not for land
vehicles

流体トルクコンバーター（陸上
の乗物用のものを除く機械要
素）

fluid couplings, machine
elements not for land
vehicles

流体継ぎ手（陸上の乗物用のも
のを除く機械要素）

idling pulleys, machine
elements not for land
vehicles

遊車（陸上の乗物用のものを除
く機械要素）

gear boxes, other than for
land vehicles

ギヤボックス（陸上の乗物用の
ものを除く。）

roller chains, machine
elements not for land
vehicles

ローラーチェーン（陸上の乗物
用のものを除く機械要素）

links, machine elements not
for land vehicles

リンク（陸上の乗り物用のもの
を除く機械要素）

pneumatic or hydraulic linear
actuators, other than for
land vehicles

空圧式又は油圧式のリニアアク
チュエータ（陸上の乗物用のも
のを除く。）

gears, other than for land
vehicles

ギヤ（陸上の乗物用のものを除
く。）

reduction gears, machine
elements not for land
vehicles

減速機（陸上の乗物用のものを
除く機械要素）

clutch mechanisms, machine
elements other than for land
vehicles

クラッチ機構（陸上の乗物用の
ものを除く機械要素）

reversing gears, machine
elements not for land
vehicles

逆転機（陸上の乗物用のものを
除く機械要素）

belt pulleys, machine
elements not for land
vehicles

調車（陸上の乗物用のものを除
く機械要素）

hydraulic intensifiers
[machine elements not for
land vehicles]

増圧器

hydraulic accumulators
[machine elements not for
land vehicles]

水力だめ

speed change gears, machine
elements not for land
vehicles

変速機（陸上の乗物用のものを
除く機械要素）

toothed wheels or gears,
machine elements not for land
vehicles

歯車（陸上の乗物用のものを除
く機械要素）

power transmission belts,
machine elements not for land
vehicles

動力伝導用ベルト（陸上の乗物
用のものを除く機械要素）

cams, machine elements not
for land vehicles

カム（陸上の乗物用のものを除
く機械要素）

pulleys, machine elements not
for land vehicles

滑車（陸上の乗物用のものを除
く機械要素）

power transmissions and
gearing, machine elements not
for land vehicles

動力伝導装置（陸上の乗物用のものを除く
機械要素）
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070425

070174

070447

織機用歯車 gears for weaving looms 070212

070253

070427

動力伝導装置 transmissions for machines 070369

070426

発電機用ベルト dynamo belts 070126

プーリー pulleys* 070099

プーリー（機械部品） pulleys [parts of machines] 070117

プーリー用粘着性バンド adhesive bands for pulleys 070314

070279

０９Ｆ０３

審査基準 [ 6,12 類]　国際分類表 [ 6,12,18 類]

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

070395

070395

ばね（機械部品） springs [parts of machines] 070330

spring-assisted hydraulic
shock absorbers, machine
elements not for land
vehicles

ばね油圧緩衝器（陸上の乗物用
のものを除く機械要素）

spring shock absorbers,
machine elements not for land
vehicles

ばね緩衝器（陸上の乗物用のも
のを除く機械要素）

air springs, machine elements
not for land vehicles

空気ばね（陸上の乗物用のもの
を除く機械要素）

laminated leaf-springs,
machine elements not for land
vehicles

重ね板ばね（陸上の乗物用のも
のを除く機械要素）

spiral springs, machine
elements not for land
vehicles

うず巻きばね（陸上の乗物用の
ものを除く機械要素）

springs, machine elements not
for land vehicles

ばね（陸上の乗物用のものを除
く機械要素）

dashpot plungers [parts of
machines]

ダッシュポットのプランジャー
（機械部品）

shock absorber plungers
[parts of machines]

ショックアブソーバーのプラン
ジャー（機械部品）

coil springs, machine
elements not for land
vehicles

つる巻きばね（陸上の乗物用の
ものを除く機械要素）

transmission mechanisms,
other than for land vehicles

伝導装置（陸上の乗物用のもの
を除く。）

reduction gears, other than
for land vehicles

減速歯車（陸上の乗物用のもの
を除く。）

clutches, other than for land
vehicles

クラッチ機構（陸上の乗物用の
ものを除く機械要素）

freewheels, other than for
land vehicles

フリーホイール（陸上の乗物用
のものを除く。）

torque converters, other than
for land vehicles

トルクコンバーター（陸上の乗
物用のものを除く。）

transmission chains, other
than for land vehicles

伝導チェーン（陸上の乗物用の
ものを除く。）

shock absorbers, machine
elements not for land
vehicles

緩衝器（陸上の乗物用のものを
除く機械要素）

springs, machine elements not
for land vehicles

ばね（陸上の乗物用のものを除く機械要
素）

shock absorbers, machine
elements not for land
vehicles

緩衝器（陸上の乗物用のものを除く機械要
素）

drive chains, other than for
land vehicles

駆動チェーン（陸上の乗物用の
ものを除く。）
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類似商品・役務審査基準　第７類

０９Ｆ０４

審査基準 [ 12 類]　国際分類表 [ 12,17 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

070524

070406

070407

070405

０９Ｆ０５

審査基準 [ 6,11,17,19,20 類]　国際分類表 [ 6,9,11,17,18,19,20 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

070317

070318

070108

070154

スチームトラップ steam traps 070320

070333

070333

排水コック drain cocks 070439

バルブ（機械部品） valves [parts of machines] 070019

taps [parts of machines,
engines or motors]

タップ（機械又は機関又は原動
機の部品）

faucets [parts of machines,
engines or motors]

タップ（機械又は機関又は原動
機の部品）

pressure reducers [parts of
machines]

減圧器（機械部品）

ball valves, machine elements
not for land vehicles

球バルブ（陸上の乗物用のもの
を除く機械要素）

angle valves, machine
elements not for land
vehicles

アングルバルブ（陸上の乗物用
のものを除く機械要素）

valves, machine elements not
for land vehicles

バルブ（陸上の乗物用のものを除く機械要
素）

butterfly valves, machine
elements not for land
vehicles

ちょう形バルブ（陸上の乗物用
のものを除く機械要素）

automatic control valves,
machine elements not for land
vehicles

自動調整弁（陸上の乗物用のも
のを除く機械要素）

cocks, machine elements not
for land vehicles

コック（陸上の乗物用のものを
除く機械要素）

clack valves [parts of
machines]

逆止弁（機械部品）

pressure valves [parts of
machines]

送出し弁（機械部品）

pressure regulators [parts of
machines]

圧力調整器（機械部品）

disc brakes, machine elements
not for land vehicles

円板ブレーキ（陸上の乗物用の
ものを除く機械要素）

cone brakes, machine elements
not for land vehicles

円すいブレーキ（陸上の乗物用
のものを除く機械要素）

brakes, machine elements not
for land vehicles

制動装置（陸上の乗物用のものを除く機械
要素）

brake pads, other than for
vehicles

乗物用以外のブレーキパッド

block brakes, machine
elements not for land
vehicles

ブロックブレーキ（陸上の乗物
用のものを除く機械要素）

band brakes, machine elements
not for land vehicles

帯ブレーキ（陸上の乗物用のも
のを除く機械要素）

brake linings, other than for
vehicles

ブレーキライニング（乗物用の
ものを除く。）

brake segments, other than
for vehicles

ブレーキセグメント（乗物用の
ものを除く。）

brake shoes, other than for
vehicles

ブレーキシュー（乗物用のもの
を除く。）
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第７類　類似商品・役務審査基準

芝刈機 lawnmowers ０９Ｇ５４

［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

芝刈機（機械） lawnmowers [machines] 070201

０９Ｇ５５

電動式扉自動開閉装置 electric door openers

国際分類表 [ 6,9,19 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

空気圧式扉開口装置 door openers, pneumatic 070520

空気圧式扉閉塞装置 door closers, pneumatic 070552

空気圧式窓開口装置 window openers, pneumatic 070549

空気圧式窓閉塞装置 window closers, pneumatic 070550

070331

電気式ドアオープナー door openers, electric 070539

電気式ドアクローザー door closers, electric 070538

電気式窓開口装置 window openers, electric 070545

電気式窓閉塞装置 window closers, electric 070546

油圧式扉開口装置 door openers, hydraulic 070515

油圧式扉閉塞装置 door closers, hydraulic 070551

油圧式窓開口装置 window openers, hydraulic 070547

油圧式窓閉塞装置 window closers, hydraulic 070548

０９Ｇ６３

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

下水汚物粉砕機 sewage pulverisers 070162

下水汚物粉砕機 sewage pulverizers 070162

燃え殻ふるい機 cinder sifters [machines] 070082

３Ｄプリンター N 3D printers ０９Ｈ０１ 070555

［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

ペン型３Ｄプリンター 3D printing pens 070576

１１Ａ０１

交流発電機 AC generators [alternators]

直流発電機 DC generators

審査基準 [ 9,12 類]　国際分類表 [ 9,11,12 類]

waste compacting machines and
apparatus for industrial
purposes

業務用廃棄物圧縮装置

curtain drawing devices,
electrically operated

電気式カーテン引き装置

curtain drawing devices
electrically operated

電動式カーテン引き装置

AC motors and DC motors [not
including those for land
vehicles but including parts
for any AC motors and DC
motors]

交流電動機及び直流電動機（陸上の乗物用
の交流電動機及び直流電動機（その部品を
除く。）を除く。）

starters for motors and
engines

起動器

waste crushing machines for
industrial purposes

業務用廃棄物破砕装置
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類似商品・役務審査基準　第７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

070150

交流発電機 alternators 070018

自転車用発電機 bicycle dynamos 070047

スターターピニオン starter pinions 070606

点火用マグネト発電機 igniting magnetos 070244

070452

発電機 current generators 070124

発電機 dynamos 070160

発電機 electricity generators 070171

非常用発電機 emergency power generators 070492

１１Ａ０６

審査基準 [ 8,11,21 類]　国際分類表 [ 8,9,11,16,21 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

070277

家庭用調理用電動ナイフ knives, electric 070131

070459

070460

070444

台所用電気式グラインダー kitchen grinders, electric 070553

070256

台所用電動器具 kitchen machines, electric* 070445

電気式缶切 can openers, electric 070287

電気式缶切 tin openers, electric 070287

電機ブラシ dynamo brushes １１Ｄ０１

審査基準 [ 9,17 類]　国際分類表 [ 9,11,17 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

炭素ブラシ（電気用のもの） carbon brushes [electricity] 070093

電機ブラシ（機械部品） brushes [parts of machines] 070068

070413

発電機用ブラシ dynamo brushes 070033

ミシン針 N needles for sewing machines １３Ａ０２ 070603

審査基準 [ 26 類]　国際分類表 [ 8,26 類]

electric food blenders for
household purposes

電気ミキサー

motors, electric, other than
for land vehicles

電動機（陸上の乗物用のものを
除く。）

starters for motors and
engines

原動機用スターター

fruit presses, electric, for
household purposes

家庭用電気式ジューサー

whisks, electric, for
household purposes

家庭用電気式泡立て器

mills for household purposes,
other than hand-operated

家庭用製粉機（手動式のものを
除く。）

brushes, electrically
operated [parts of machines]

電機ブラシ（機械部品）

crushers for kitchen use,
electric

台所用電気式クラッシャー

blenders, electric, for
household purposes

家庭用電気式ミキサー
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第７類　類似商品・役務審査基準

［参考］第7類のその他のアルファベット順一覧表掲載の表示

# 06A01 11D01 070525

09A01 09A02 070449
09A03

09A01 09A02 070489
09A03

09A01 09A02 070125
09A03

# 09A01 09A02 070582
09A03 09A05 

09A09 09A41 

09A64 09A70 

09A99

09A01 09A02 070561
09A03 09A06 

09A08 09A10 

09A41 09G63

09A01 09A02 070153
09A03 09A06 

09A08 09A10 

09A41 09G63

09A01 09A02 070123
09A03 09A07 

09A08 09A09 

09A10 09A11 

09A41 09A63 

09A67 09A70 

09G54

09A01 09A02 070146
09A03 09A07 

09A08 09A09 

09A10 09A11 

09A41 09A63 

09A67 09A70 

09G54

09A01 09A03 070509

リベット締め機 riveting machines 09A01 09A03 070332

# 09A01 09A03 070422
09A64 09A65 

09A68 09A99 

09E29

# 09A01 09A03 070229
09G99

09A01 09A05 070233
09A06 09A07 

09A08 09A68 

09E28 11A06

亜鉛めっき装置 galvanizing machines 09A01 09A06 070536

電気めっき装置 electroplating machines 09A01 09A06 070535

# 09A01 09A06 070591
09A08 09G62

09A01 09A06 070316
09A41

おさ打ち装置 beating machines 09A01 09A07 070044

09A01 09A07 070106
09A08 09A09 

09A10 09A41

09A01 09A08 070454
09A09

thermic lances [machines]熱切断機

industrial robots工業用ロボット

vibrators [machines] for
industrial use

鋳造用振動器・振動コンベ
ヤー・コンクリートバイブレー
ター

presses [machines for
industrial purposes]

プレス（工業用機械）

machines for generating gas
by electrolysis

電気分解によるガス生成機械

washing apparatus洗浄装置

peeling machines金属加工用・食品加工用・木工
用皮むき機械

scissors, electric電気式はさみ

electric hammers金属加工用・鉱山用又は土木用
電気ハンマー

drilling bits [parts of
machines]

金属加工機械器具・鉱山機械器
具又は土木機械器具用のドリル
ビット

electrodes for welding
machines

溶接機用電極

crushing machines粉砕機

robotic exoskeleton suits,
other than for medical
purposes

外骨格型ロボット用スーツ（医
療用のものを除く。）

drilling heads [parts of
machines]

ドリルヘッド（機械部品）

cutting machines切断装置

cutters [machines]切断装置

disintegrators粉砕機
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09A01 09A08 070278
09A66 09A67

09A01 09A08 070278
09A66 09A67

09A01 09A09 070341

金属加工用又は木工用テーブル tables for machines 09A01 09A09 070359

09A01 09A09 070360

09A01 09A09 070360

チャック（機械部品） chucks [parts of machines] 09A01 09A09 070194

09A01 09A09 070035

ボール盤 drilling machines 09A01 09A09 070299

09A01 09A09 070300
09A10 09A63 

09A70

09A01 09A09 070159
09A11 09A13 

09A67 09A70

09A01 09A09 070193
09A67

09A01 09A09 070159
09A67 09A70

09A01 09A09 070159
09A67 09A70

09A01 09A09 070071
09A70

09A01 09A09 070107
09A70

09A01 09A09 070207
09A70

09A01 09A09 070308
09A70

09A01 09A09 070071
09A70

09A01 09A09 070597
09A70

09A01 09A10 070345

09A01 09A10 070181
09A61

09A01 09A10 070206
09A61

# 錬鉄用機械 puddling machines 09A01 09A12 070319

09A02 09A03 070419
09A41 09G63

09A02 09A05 070495
09A06 09A07 

09A08 09A68 

09E27 09E28 

09E29 11A06

09A02 09A06 070187
09A08 09A41

09A02 09A06 070133
09A08 09A41

09A02 09A06 070556
09A08 09A41

high pressure washers高圧洗浄機

shredders [machines] for
industrial use

鉱山用・土木用又は農業用の破
砕機、廃棄物破砕装置

embossing machines金属加工用・製本用・革加工用
型付け機械

sifting machinesふるい分け機

sifting installationsふるい分け機

sieves [machines or parts of
machines]

ふるい（機械又は機械部品）

chisels for machines金属加工用・木工用・石材加工
用たがね

paring machines金属加工用・木工用・石材加工
用削り機

apparatus for dressing金属加工用・木工用・プラス
チック加工用又は石材加工用の
仕上げ装置

mortising machinesほぞ穴盤

machines and apparatus for
polishing [electric]

電気式研磨機械器具

engraving machines金属加工用・木工用・石材加工
用彫刻盤

die-stamping machines金属加工用・製本用・革加工用
型押し機械

satinizing machines金属加工用又は製紙用のサテン
仕上機械

portable laser engraving
machines

持ち運び可能な金属加工用・木
工用・石材加工用レーザー式彫
刻盤

aprons [parts of machines]金属加工用又は木工用の運び台
エプロン

saws [machines]金切りのこぎり盤、製材用・木
工用のこぎり盤

moulding machines金属加工用・食料加工用・陶磁
器加工用・プラスチック加工用
の造形機械

electric hand drills電気式ハンドドリル

saw benches [parts of
machines]

のこぎり台（機械部品）

carriage aprons金属加工用又は木工用の運び台
エプロン

trimming machines金属加工用・木工用・プラス
チック加工用トリミング機械

finishing machines金属加工用・木工用・プラス
チック加工用の仕上げ機械

apparatus for machining機械加工用装置

molding machines金属加工用・食料加工用・陶磁
器加工用・プラスチック加工用
の造形機械
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09A02 09A06 070143
09A08 09A41

09A02 09A08 070087
09A09 09A10

09A03 09A06 070007
09A08 09A10 

09A41 09A64 

09A67 09A69 

09E28

09A03 09A06 070267
09A08 09A10 

09A41 09A64 

09A67 09A69 

09E28

09A03 09A06 070026
09A08 09A10 

09A41 09A64 

09A67 09A69 

09E28

09A03 09A06 070295
09A08 09A10 

09A41 09A64 

09A67 09A69 

09E28

# 09A03 09A06 070584
09G59 09G60 

12A74 18C01

09A03 09A07 070155
09A10

カントリーエレベーター grain elevators 09A03 09A41 070587

農業用エレベーター agricultural elevators 09A03 09A41 070009

# ビチューメン製造機 bitumen making machines 09A03 09A99 070050

# 除雪機 snow ploughs 09A03 09G99 070502

# 09A03 09G99 070573

# エレベーター操作装置 elevator operating apparatus 09A03 11B01 070540

# エレベーター操作装置 lift operating apparatus 09A03 11B01 070540

09A06 09A07 070084
09A08 09A09 

09A11 09A41 

09A64 09E23

09A06 09A07 070084
09A08 09A09 

09A11 09A41 

09A64 09E23

09A06 09A07 070281
09E23 09E27 

09E28 09E29 

11A06

凝縮装置 condensing installations 09A06 09A08 070116

# 09A06 09A08 070147
09A11 09A68 

09A99 09B01

09A06 09A08 070424
09A43

09A06 09A08 070192
09A43

09A06 09A08 070457
09A43 09B01

09A06 09A08 070485
09E23 09E28 

11A06

09A06 09B01 070078

filtering machinesろ過用機械

cartridges for filtering
machines

ろ過機用カートリッジ

de-aerators for feedwater給水用脱気器

carburetters化学機械用・機関用・ボイラー
用気化器

cleaning appliances utilizing
steam

スチーム式洗浄機

filters being parts of
machines or engines

機械又は機関の部品としてのろ
過器

kneading machines捏和機

mixing machines混合機

mixers [machines]混合機

rubber tracks being parts of
crawlers on snow ploughs

除雪機用ゴムクローラ

reeling apparatus, mechanical荷役用巻上機、糸巻機、製紙用
巻き取り機

floating production, storage
and offloading [FPSO] units

浮体式生産貯蔵積出設備（ＦＰ
ＳＯ）ユニット

machines and apparatus for
cleaning, electric

清浄用電気機械装置

spin dryers [not heated]遠心分離式脱水機（熱によらな
いもの）

spin driers [not heated]遠心分離式脱水機（熱によらな
いもの）

agitatorsかくはん機

centrifugal mills遠心製粉機

sorting machines for industryふるい分け機
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09A06 09B01 070152
09C01

# 空気冷却器 aerocondensers 09A06 09E11 070006

# 空気冷却器 air condensers 09A06 09E11 070011

充填用機械 filling machines 09A07 09A08 070353

カレンダー calenders 09A07 09A10 070292

09A07 09A10 070595

09A07 09A10 070403
09A41

09A07 09A13 070496

09A07 09A41 070122

食料加工用・陶土加工用臼石 millstones 09A08 09A70 070262

09A08 09E28 070415
11A06

09A08 09E28 070585
11A06

09A08 09E28 070590
11A06

09A08 09E28 070590
11A06

09A08 09E28 070475
11A06

09A08 11A06 070307

電気式果汁絞り器 juice extractors, electric 09A08 11A06 070565

09A08 11A06 070296

綴じ機 stitching machines 09A11 09A13 070128

# 製鋼用転炉 converters for steelworks 09A12 070003

# 炉用装てん装置 furnace loading machines 09A12 070605

酪農用機械器具 dairy machines 09A41 09A43 070222

09A41 09A43 070008
09A45 09A47

09A41 09A43 070388
09A45 09A47

# 家畜用機械式給餌器 mechanized livestock feeders 09A41 09A59 070517

# 09A41 09A59 070431

# 09A41 09A59 070431

# 動物用剪毛機 shearing machines for animals 09A41 09A59 070431

噴霧装置 atomisers [machines] 09A41 09A64 070214

噴霧装置 pulverisers [machines] 09A41 09A64 070214

噴霧装置 spraying machines 09A41 09A64 070214

草刈機用刃 knives for mowing machines 09A41 09G54 070188

09A64 09C01 070456

# 09A65 11C02 070541

# 自転車組立機械 bicycle assembling machines 09A99 070512

# ラケット用ガット張り機 racket stringing machines 09A99 09E99 070511

水力タービン・水車 hydraulic turbines 09B01 09B02 070215

風力タービン・風車 wind turbines 09B01 09B02 070523

09B01 09C01 070139
09F02

09B01 09C01 070197
09F02

hair clipping machines for
animals

動物用剪毛機

agricultural implements,
other than hand-operated

農業用器具（手動式のものを除
く。）

agricultural machines農業用機械

electrical apparatus for
sealing plastics [packaging]

電気式プラスチックシール装置
（包装用のもの）

compressed air guns for the
extrusion of mastics

マスチック噴出し用圧縮空気式
ガン

hair cutting machines for
animals

動物用剪毛機

pistons for cylindersシリンダー用ピストン

cylinders for machines機関用・ポンプ用その他の機械
用シリンダー

coffee grinders, other than
hand-operated

コーヒー豆ひき器（手動式のも
のを除く。）

clippers [machines]繊維機械用・農業機械用剪毛機
械

machines for the textile
industry

繊維工業用機械器具

vegetable slicers, electric電気式野菜用スライサー

vegetable shredders, electric電気式野菜用シュレッダー

cheese slicers, electric電気式チーズスライサー

pasta making machines,
electric

電気式パスタ製造機

pepper mills, other than
hand-operated

こしょうひき（手持工具に当た
るものを除く。）

food processors, electricフードプロセッサー（電気式の
もの）

beaters, electric電気式ビーター

machines for the application
of sizing

サイジング剤を塗布するための
機械

steam/oil separators蒸気・油分離器
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09B01 09C01 070032
09F02

09B01 09C01 070032
09F02

09B01 09C01 070354
11A01

09B01 09F01 070474

09B01 09F02 070031

09B01 09F02 070275

09B01 09F02 070048

09B01 09F02 070302

# 水槽用通気ポンプ aerating pumps for aquaria 09C01 19B55 070005

# 09E11 070487

# 09E11 070488

09E23 11A06 070588

09E23 11A06 070589

# 09E24 09E29 070564
09E99 09G99

電気式野菜用皮むき機 vegetable peelers, electric 09E28 11A06 070586

09E28 11A06 070578

09E29 11A06 070506

スチームモップ steam mops 09E29 11A06 070581

09E29 11A06 070483

タッチレスの固定式掃除機 touchless stationary vacuums 09E29 11A06 070592

電気式靴磨き機 shoe polishers, electric 09E29 11A06 070501

09E29 11A06 070481

電気掃除機用集塵袋 vacuum cleaner bags 09E29 11A06 070521

09E29 11A06 070563

電気掃除機用ブラシ brushes for vacuum cleaners 09E29 11A06 070559

電気掃除機用ホース vacuum cleaner hoses 09E29 11A06 070507

09E29 11A06 070500

ごみ圧縮機械 trash compacting machines 09G63 11A06 070418

生ごみ（廃棄物）処理機 garbage disposal units 09G63 11A06 070414

廃棄物圧縮機械 waste compacting machines 09G63 11A06 070418

廃棄物処理機 waste disposal units 09G63 11A06 070414

# 09G99 070376

# 09H01 10A01 070596
10D01

pigs for cleaning pipes配管洗浄用ピグ

portable ultrasonic washing
devices for laundry

持ち運び可能な超音波式電気洗
濯機

laundry washing machines
incorporating a drying
tumbler

乾燥機付き洗濯機

電気式じゅうたん洗浄機

central vacuum cleaning
installations

セントラル式真空掃除機

vacuum cleaner attachments
for disseminating perfumes
and disinfectants

香水及び殺菌剤散布用の電気掃
除機の付属品

vegetable spiralizers,
electric

電気式野菜用らせん状カッター

3D bioprinters３Ｄバイオプリンター

reels, mechanical, for
flexible hoses

フレキシブルホース用機械式
リール

parquet wax-polishers,
electric

寄せ木細工の床用電気式ワック
ス磨き機

suction nozzles for vacuum
cleaners

電気掃除機用吸い込みノズル

machines and apparatus for
carpet shampooing, electric

crankcases for machines,
motors and engines

機械及び原動機用クランクケー
ス

stators [parts of machines]動力機械用・風水力機械用・電
気機械用固定子

piston segmentsピストンリング（機関用のもの
及び機械要素）

connecting rods for machines,
motors and engines

機械用・原動機用又は機関用連
接棒

speed governors for machines,
engines and motors

機械用・機関用又は原動機用調
速機

grease rings [parts of
machines]

オイルリング（機械部品）

dust removing installations
for cleaning purposes

清掃用塵埃排出装置

dust exhausting installations
for cleaning purposes

清掃用塵埃排出装置

pistons [parts of machines or
engines]

ピストン（機械用又は機関用の
部品）

piston ringsピストンリング（機関用のもの
及び機械要素）
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