
# 該当ページ 場所 該当箇所 訂正理由等

誤
浄水装置の修理又は保守 repair or maintaenance of water
purifying apparatus

正
業務用浄水装置の修理又は保守 repair or maintaenance of
water purifying apparatus for industrial purposes

誤 浄水装置の修理又は保守

正 業務用浄水装置の修理又は保守

誤 浄水装置の修理又は保守

正 業務用浄水装置の修理又は保守

誤
廃棄物圧縮装置の修理又は保守 repair or maintaenance of
waste compacting machines and apparatus 37D53

正
業務用廃棄物圧縮装置の修理又は保守 repair or
maintaenance of waste compacting machines and apparatus for
industrial purposes 37D53

誤 廃棄物圧縮装置の修理又は保守

正 業務用廃棄物圧縮装置の修理又は保守

誤 廃棄物圧縮装置の修理又は保守

正 業務用廃棄物圧縮装置の修理又は保守

誤
廃棄物破砕装置の修理又は保守 repair or maintaenance of
waste crushinging machines 37D53

正
業務用廃棄物破砕装置の修理又は保守 repair or
maintaenance of waste crushinging machines for industrial
purposes 37D53

誤 廃棄物破砕装置の修理又は保守

正 業務用廃棄物破砕装置の修理又は保守

誤 廃棄物破砕装置の修理又は保守

正 業務用廃棄物破砕装置の修理又は保守

誤
家庭用電気式ホットプレートの貸与 rental of hot plates for
household purposes 42X13

正
家庭用電気式ホットプレートの貸与 rental of electric hot plates
for household purposes 42X13

類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2017版対応〕　正誤表

平成29年6月
商標課　商標国際分類室

「類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2017版対応〕」の一部に誤りがありましたのでお知らせいたします。
なお、特許庁ウェブサイトに掲載している本審査基準には、訂正を反映いたしました。

※下線部が訂正箇所

「他類間類似商品・役務一覧
表」

37D53の短冊内

「新旧類似商品・役務対照表」
新類

第37類 37D53該当部分

今回の改訂におい
て、第7類「廃棄物
圧縮装置」を「業務
用廃棄物圧縮装

置」とする表示の明
確化を行ったにもか
かわらず、本役務に
ついては反映してい

ませんでした。

5 4-120

4 3-442
「類似商品・役務審査基準」

第37類 37D53の短冊内

「家庭用電気式ホッ
トプレートの貸与」
について、英語訳
（参考訳）に誤りが

ありました。

3-48210
「類似商品・役務審査基準」

第43類 42X13の短冊内

6 5-41

「新旧類似商品・役務対照表」
新類

第37類 37D52該当部分

今回の改訂におい
て、第11類「浄水装
置」を「業務用浄水
装置」とする表示の
明確化を行ったにも
かかわらず、本役
務については反映
していませんでし

た。

2 4-120
「他類間類似商品・役務一覧

表」
37D52の短冊内

1 3-442
「類似商品・役務審査基準」

第37類 37D52の短冊内

１．「類似商品・役務審査基準」の短冊内表示を修正したケース

9 5-41
「新旧類似商品・役務対照表」

新類
第37類 37D53該当部分

今回の改訂におい
て、第7類「廃棄物
破砕装置」を「業務
用廃棄物破砕装

置」とする表示の明
確化を行ったにもか
かわらず、本役務に
ついては反映してい

ませんでした。

8 4-120
「他類間類似商品・役務一覧

表」
37D53の短冊内

「類似商品・役務審査基準」
第37類 37D53の短冊内

3-4427

3 5-41



# 該当ページ 場所 該当箇所 訂正理由等

誤

飲料冷却装置 beverage cooling apparatus
温蔵ショーケース heated display cabinets
たばこ用冷却設備 cooling installations for tobacco
・
・

正

温蔵ショーケース heated display cabinets
たばこ用冷却設備 cooling installations for tobacco
・
・

誤

・
・
固体・液体又は気体の燃料を用いる暖房装置 heating
apparatus for solid, liquid or gaseous fuels 09E11 20A02
ウォークイン型冷蔵庫walk-in refrigerators 09E12 11A06
・
・

正

・
・
固体・液体又は気体の燃料を用いる暖房装置 heating
apparatus for solid, liquid or gaseous fuels 09E11 20A02
飲料冷却装置 beverage cooling apparatus 09E12 11A06
ウォークイン型冷蔵庫walk-in refrigerators 09E12 11A06
・
・

誤

アルコールバーナー alcohol burners
ガス点火器 gas lighters
ガス点火用摩擦発火器 friction lighters for igniting gas
流し台 sinks
バーベキューグリル用焼石 lava rocks for use in barbecue grills

正

アルコールバーナー alcohol burners
ガス点火器 gas lighters
ガス点火用摩擦発火器 friction lighters for igniting gas
バーベキューグリル用焼石 lava rocks for use in barbecue grills

誤

・
・
焼きぐし回転器用焼きぐし roasting spits 09E28 11A06 19A02
書籍用滅菌装置 book sterilization apparatus 09E99
・
・

正

・
・
焼きぐし回転器用焼きぐし roasting spits 09E28 11A06 19A02
流し台 sinks 09E28 19A02
書籍用滅菌装置 book sterilization apparatus 09E99
・
・

誤

・
・
野菜の缶詰 vegetables, tinned [canned (Am.)]
野菜のムース vegetable mousses
料理用ピーナッツミルク peanut milk for culinary purposes

正

・
・
野菜の缶詰 vegetables, tinned [canned (Am.)]
野菜のムース vegetable mousses

誤

・
・
料理用アーモンドミルク almond milk for culinary purposes
料理用ココナッツミルク coconut milk for culinary purposes
料理用ライスミルク rice milk for culinary purposes

正

・
・
料理用アーモンドミルク almond milk for culinary purposes
料理用ココナッツミルク coconut milk for culinary purposes
料理用ピーナッツミルク peanut milk for culinary purposes
料理用ライスミルク rice milk for culinary purposes

3-38415

「類似商品・役務審査基準」
第29類 32F04の短冊下

［参考］商品・サービス国際分
類表アルファベット順一覧表

掲載の表示

13 3-202

「類似商品・役務審査基準」
［参考］第11類のその他の商
品・サービス国際分類表アル
ファベット順一覧表掲載の表

示

「流し台 sinks」につ
いて、類似群コー

ド・掲載位置に誤り
がありました。

14 3-209

「料理用ピーナッツ
ミルク peanut milk

for culinary
purposes」につい
て、類似群コード・
掲載位置に誤りが

ありました。

「類似商品・役務審査基準」
第11類 19A02の短冊下

［参考］商品・サービス国際分
類表アルファベット順一覧表

掲載の表示

3-37716

「類似商品・役務審査基準」
第29類 31D01の短冊下

［参考］商品・サービス国際分
類表アルファベット順一覧表

掲載の表示

11 3-195

「類似商品・役務審査基準」
第11類 09E12の短冊下

［参考］商品・サービス国際分
類表アルファベット順一覧表

掲載の表示

12 3-207

「類似商品・役務審査基準」
［参考］第11類のその他の商
品・サービス国際分類表アル
ファベット順一覧表掲載の表

示

２．「商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表」参考表示を修正したケース

「飲料冷却装置
beverage cooling
apparatus」につい
て、類似群コード・
掲載位置に誤りが

ありました。



誤
空調機械器具の設置工事及び修理 installation and repair of
air-conditioning apparatus 37A01 37D05

正
空調機械器具の設置工事及び修理 installation and repair of
air-conditioning apparatus 37A01 37D05 37D11 37E01

誤
暖房設備工事及び暖房装置の修理 heating equipment
installation and repair 37A01 37D05

正
暖房設備工事及び暖房装置の修理 heating equipment
installation and repair 37A01 37D05 37D11 37E01

誤
冷凍機器の設置工事及び修理 freezing equipment installation
and repair 37A01 37D05

正
冷凍機器の設置工事及び修理 freezing equipment installation
and repair 37A01 37D05 37D11

# 該当ページ 場所 該当箇所 訂正理由等

誤

（備考）「金属製靴くぎ　金属製靴びょう　金属製靴保護金具」は、第６
類「金属製金具（「安全錠・鍵・鍵用金属製リング・南京錠」を除く。）」、
第11類「水道蛇口用座金　水道蛇口用ワッシャー」、第17類「ゴム製又
はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー」、第18類「かばん金具
がま口口金　蹄鉄」、第20類「カーテン金具　金属代用のプラスチック
製締め金具　くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及び
キャスター（金属製のものを除く。）　座金及びワッシャー（金属製・ゴム
製又はバルカンファイバー製のものを除く。）　靴くぎ（金属製のものを
除く。）　靴びょう（金属製のものを除く。）　靴保護金具（金属製のもの
を除く。）」及び第26類「被服用はとめ」に類似と推定する。
(REMARKS) "Shoe pegs of metal, hobnails of metal, protective metal
members for shoes and boots" is presumed to be similar to "metal
hardware, not including "security locks, keys for locks, ring of metal
for keys and padlocks"" in class 6, "washers for water taps" in class
11, "washers of rubber or vulcanized fiber" in class 17, "handbag
frames, purse frames, horseshoes" in class 18, "curtain fittings,
metal-substitute plastic fasteners, nails, wedges, nuts, screws, tacks,
bolts, rivets and casters, not of metal, washers, not of metal, not of
rubber or vulcanized fiber, shoe pegs, not of metal, hobnails, not of
metal, protective members, not of metal, for shoes and boots" in
class 20, and "eyelets for clothing" in class 26.

正

（備考）「金属製靴くぎ　金属製靴びょう　金属製靴保護金具」は、第６
類「金属製金具（「安全錠・鍵・鍵用金属製リング・南京錠」を除く。）」、
第11類「水道蛇口用座金　水道蛇口用ワッシャー」、第17類「ゴム製又
はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー」、第18類「かばん金具
がま口口金　蹄鉄」、第20類「カーテン金具　金属代用のプラスチック
製締め金具　くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及び
キャスター（金属製のものを除く。）　座金及びワッシャー（金属製・ゴム
製又はバルカンファイバー製のものを除く。）」及び第26類「被服用はと
め」に類似と推定する。
(REMARKS) "Shoe pegs of metal, hobnails of metal, protective metal
members for shoes and boots" is presumed to be similar to "metal
hardware, not including "security locks, keys for locks, ring of metal
for keys and padlocks"" in class 6, "washers for water taps" in class
11, "washers of rubber or vulcanized fiber" in class 17, "handbag
frames, purse frames, horseshoes" in class 18, "curtain fittings,
metal-substitute plastic fasteners, nails, wedges, nuts, screws, tacks,
bolts, rivets and casters, not of metal, washers, not of metal, not of
rubber or vulcanized fiber" in class 20, and "eyelets for clothing" in
class 26.

誤
第20類「靴くぎ（金属製のものを除く。）　靴びょう（金属製のもの
を除く。）　靴保護金具（金属製のものを除く。）」

正 （削除）

20 3-95
「類似商品・役務審査基準」

第6類 22A02の短冊下
（備考）

備考類似の対象商
品の記載中に類似
群コードを同じくす

る商品を誤って記載
していました。

21 6-2

「備考類似商品・役務一覧表」
本願の指定商品・役務　第6
類 「金属製靴くぎ　金属製靴
びょう　金属製靴保護金具」に

対応する指定商品・役務

「冷凍機器の設置
工事及び修理

freezing equipment
installation and

repair」について、類
似群コードに誤りが

ありました。

「暖房設備工事及
び暖房装置の修理
heating equipment

installation and
repair」について、類
似群コードに誤りが

ありました。

3-44719

3-44718

「類似商品・役務審査基準」
［参考］第37類のその他の商
品・サービス国際分類表アル
ファベット順一覧表掲載の表

示

「類似商品・役務審査基準」
［参考］第37類のその他の商
品・サービス国際分類表アル
ファベット順一覧表掲載の表

示

「空調機械器具の
設置工事及び修理

installation and
repair of air-
conditioning

apparatus」につい
て、類似群コードに
誤りがありました。

3-44717

「類似商品・役務審査基準」
［参考］第37類のその他の商
品・サービス国際分類表アル
ファベット順一覧表掲載の表

示

３．商品の備考類似関係を修正したケース



誤

（備考）「靴くぎ（金属製のものを除く。）　靴びょう（金属製のものを除
く。）　靴保護金具（金属製のものを除く。）」は、第６類「金属製金具
（「安全錠・鍵・鍵用金属製リング・南京錠」を除く。） 金属製靴くぎ　金
属製靴びょう　金属製靴保護金具」、第11類「水道蛇口用座金　水道
蛇口用ワッシャー」、第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製の座金
及びワッシャー」、第18類「かばん金具　がま口口金　蹄鉄」、第20類
「カーテン金具　金属代用のプラスチック製締め金具　くぎ・くさび・ナッ
ト・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター（金属製のものを除
く。）　座金及びワッシャー（金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製
のものを除く。）」及び第26類「被服用はとめ」に類似と推定する。
(REMARKS) "shoe pegs, not of metal, hobnails, not of metal,
protective members, not of metal, for shoes and boots" is presumed
to be similar to "metal hardware, not including "security locks, keys
for locks, ring of metal for keys and padlocks"" in class 6, "washers
for water taps" in class 11, "washers of rubber or vulcanized fiber" in
class 17, "handbag frames, purse frames, horseshoes" in class 18,
"curtain fittings, metal-substitute plastic fasteners, nails, wedges,
nuts, screws, tacks, bolts, rivets and casters, not of metal, washers,
not of metal, not of rubber or vulcanized fiber" in class 20, and
"eyelets for clothing" in class 26.

正

（備考）「靴くぎ（金属製のものを除く。）　靴びょう（金属製のものを除
く。）　靴保護金具（金属製のものを除く。）」は、第６類「金属製金具
（「安全錠・鍵・鍵用金属製リング・南京錠」を除く。）」、第11類「水道蛇
口用座金　水道蛇口用ワッシャー」、第17類「ゴム製又はバルカンファ
イバー製の座金及びワッシャー」、第18類「かばん金具　がま口口金
蹄鉄」、第20類「カーテン金具　金属代用のプラスチック製締め金具　く
ぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター（金属
製のものを除く。）　座金及びワッシャー（金属製・ゴム製又はバルカン
ファイバー製のものを除く。）」及び第26類「被服用はとめ」に類似と推
定する。
(REMARKS) "shoe pegs, not of metal, hobnails, not of metal,
protective members, not of metal, for shoes and boots" is presumed
to be similar to "metal hardware, not including "security locks, keys
for locks, ring of metal for keys and padlocks"" in class 6, "washers
for water taps" in class 11, "washers of rubber or vulcanized fiber" in
class 17, "handbag frames, purse frames, horseshoes" in class 18,
"curtain fittings, metal-substitute plastic fasteners, nails, wedges,
nuts, screws, tacks, bolts, rivets and casters, not of metal, washers,
not of metal, not of rubber or vulcanized fiber" in class 20, and
"eyelets for clothing" in class 26.

誤 第6類 「金属製靴くぎ　金属製靴びょう　金属製靴保護金具」

正 （削除）

22 3-303
「類似商品・役務審査基準」

第6類 22A02の短冊下
（備考）

備考類似の対象商
品の記載中に類似
群コードを同じくす

る商品を誤って記載
していました。

23 6-5

「備考類似商品・役務一覧表」
本願の指定商品・指定役務

第20類「靴くぎ（金属製のもの
を除く。）　靴びょう（金属製の
ものを除く。）　靴保護金具

（金属製のものを除く。）」に対
応する指定商品・役務


