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関連情報の調査 

 

１．改正の概要 

 2019 年 12 月 31 日に中華人民共和国（以下「中国」という）国家知識産権局

商標局（以下「商標局」という）は、「ニース分類第十一版 2020 テキストの起用

に関する通知」（以下「通知」という）1を公布した。世界知的所有権機関（以下

「WIPO」という）の要請により、ニース分類の加盟国は、2020 年 1 月 1 日から

「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定」（以下

「ニース分類」という）第十一版 2020 テキスト（以下「NCL（11-2020）」と

いう）を正式に使用することが通知された。これにより、2020 年 1 月 1 日以降の

商標出願は、NCL（11-2020）が適用された。また、商標局は、中国の商標出願

の指定商品または役務の選択基準である「類似商標および役務区分表」（http://s

bj.cnipa.gov.cn/tzgg/201912/W020200102356753464786.pdf）を変更し公

布した。 

本稿では NCL（11-2020）の変更事項について紹介する。 

 なお、2021 年 12 月 27 日には、商標局は「ニース分類第十一版 2022 テキス

ト（以下「NCL（11-2022）」の起用に関する通知」2を公布し、2022 年 1 月 1

日以降の商標出願は NCL（11-2022）が適用されている。 

 
 

 
1 中国語：关于启用尼斯分类第十一版 2020 文本的通知 URL：http://sbj.cnipa.gov.cn/tzgg/201912/t20

191231_5449.html 
2 中国語：关于启用尼斯分类第十一版 2022 文本的通知 URL:http://sbj.cnipa.gov.cn/tzgg/202112/t20

211227_5680.html 

中国における商標の商品役務分類の 

改正 
 

北京銀龍知識産権代理有限公司 中国弁護士 傅 文浩 
北京銀龍知識産権代理有限公司は 1998 年に専利局の認可を受けて設立された代理機構である。傅氏は、中国
で高校を卒業後、2003 年に来日し、日本の大学の法学部に入学した。その当時、中国における模倣品の問題
がクローズアップされていたことから知財に興味を持ち、大学３年次から知財に関する授業やゼミを受け、更
に知財について学ぶために大学院に進学した。大学・大学院では、日本の知的財産法を中心に学んだ。2011
年に中国に帰国し、北京銀龍に入社した。主に日本クライアントからの中国商標関連業務を担当している。 

http://sbj.cnipa.gov.cn/tzgg/201912/W020200102356753464786.pdf
http://sbj.cnipa.gov.cn/tzgg/201912/W020200102356753464786.pdf
http://sbj.cnipa.gov.cn/tzgg/201912/t20191231_5449.html
http://sbj.cnipa.gov.cn/tzgg/201912/t20191231_5449.html
http://sbj.cnipa.gov.cn/tzgg/202112/t20211227_5680.html
http://sbj.cnipa.gov.cn/tzgg/202112/t20211227_5680.html
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２．詳細な変更事項 

 詳細な変更事項は、以下のとおりである。なお、「C」で始まるコード番号は 

中国特有のコード番号である。 

区分 類似群 変更種類 内容（コード番号） 

1 

0102 表示変更 工業用寒天（010029） 

0113 

表示変更 乳発酵用酵母（010374） 

表示変更 乳発酵用酵母（食品工業用添加物）（010675） 

表示変更 工業用の乳発酵用酵素（010676） 

2 0205 

追加 木製床の仕上げ塗料 020134 

追加 防尿塗料 020135 

追加 防水塗料 C020019 

表示変更 アスファルトワニス（020025） 

表示変更 ラッカー用希釈剤（020054） 

表示変更 釉薬（漆、光沢仕上げ）（020075） 

表示変更 光沢仕上げ（020115） 

3 

0301 

追加 シート状の洗濯用色落ち防止剤（030260） 

追加 
乾燥機で使用するための静電気防止機能付きシート状

洗濯用柔軟剤 （030261） 

削除 カラープロテクターフィルム（C030012） 

0304 削除 
研磨剤（研磨用補助液および歯科用のものを除く。）（0

30044） 

0306 

追加 
ミセラーウォーター（クレンジング用化粧水）（03025

5） 

追加 ボディペイント用化粧品（030256） 

追加 液状ラテックス製のボディペイント用化粧品（030257） 

削除 皮仕上げ用ラッカー（020069） 

追加 脱脂綿に浸み込ませた化粧落とし剤（030259） 

0307 追加 歯磨き（030079） 

4 
0402 表示変更 点火または照明（灯火）用油（040039） 

0403 追加 水パイプ用炭（040117） 

5 0501 追加 腐蝕桿剤（050102） 
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区分 類似群 変更種類 内容（コード番号） 

0501 追加 止血用桿剤（050104） 

0501 追加 医療用歯磨き粉（050466） 

0501 追加 医療用マッサージ用ジェル（050492） 

0501 追加 スティック状の頭痛緩和剤（050493） 

0501 追加 スポンジに浸み込ませた避妊薬（050494） 

0501 追加 生組織からなる骨間隙の充てん剤（050498） 

0501 追加 プロテインサプリメント（C050053） 

0501 追加 冬虫夏草（C050054） 

5 

0501 追加 ロバまたは牛の皮を煮つめて作る漢方薬（C050055） 

0501 追加 薬用霊芝（C050056） 

0501 追加 薬用鹿の角（C050057） 

0501 追加 薬用デンドロビウムの茎（C050058） 

0501 追加 薬用蛙油（C050059） 

0501 追加 薬用アスパラガス（C050060） 

0501 追加 淮山薬（漢方薬）（C050061） 

0501 追加 サフラン（漢方薬）（C050062） 

0501 追加 羅漢果（漢方薬）（C050063） 

0501 表示変更 乳酸発酵用酵素（医薬用のもの）（050187） 

0501 追加 シリンダーに充てんされた医療用酸素（050499） 

0502 追加 霊芝胞子粉健康補助食品（C050064） 

0502 表示変更 医薬品を含む砂糖菓子（050057） 

0502 表示変更 医療用の結晶化した氷砂糖（050310） 

0506 追加 乳児用の水泳用使い捨ておむつ（050495） 

0506 追加 再利用可能な乳児用水泳用おむつ（050496） 

0506 追加 乳児の使い捨ておむつ替えマット（050497） 

6 

0603 追加 金属製の可搬式防音ブース（060484） 

0603 追加 金属製吸音パネル（060485） 

0603 追加 金属製飛び込み台（C060048） 

0607 追加 テント用金属製くい（060208） 

0608 表示変更 金属製窓用滑車（060075） 

0608 表示変更 上げ下げ窓用の金属製滑車（060075） 
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区分 類似群 変更種類 内容（コード番号） 

0608 表示変更 
金属製ドアオープナー（電気式のものを除く。）（060

320） 

0608 表示変更 金属製窓開口装置（電気式のものを除く。）（060443） 

0608 表示変更 金属製窓閉塞装置（電気式のものを除く。）（060444） 

0610 表示変更 金属製南京錠（電気式のものを除く。）（060062） 

7 

0704 削除 抄紙機（070293） 

0723 削除 家庭用豆乳機（C070378） 

0723 追加 電動豆乳メーカー（110373） 

0732 追加 浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO）ユニット（070584） 

0742 追加 ウォータージェット切断機（C070453） 

0742 表示変更 バルブおよび弁座研削盤（C070300） 

8 
0812 追加 肉切り用大型フォーク（080292） 

0812 追加 肉切り用大型ナイフ（080293） 

9 

0901 追加 チケットプリンター（090837） 

0901 追加 ダウンロード可能なイーウォレット（090842） 

0901 追加 未記録の生体認証身分証明書用磁気カード（090845） 

0902 追加 クレジットカード端末機（090843） 

0908 追加 遠隔通信用イヤホン（090835） 

0909 追加 ビデオプロジェクター（090840） 

0910 表示変更 水脈探知棒（090072） 

0913 追加 乗物用駐車センサー（090836） 

0919 追加 ダイバー用ウェイトベルト（090834） 

0919 追加 荷物持ち上げ支持用身体用ハーネス（090838） 

0920 追加 電気式南京錠（090833） 

0920 追加 生体認証指紋認証ドアロック（C090147） 

0922 表示変更 蓄電池用充電器（090083） 

10 

1001 追加 ペッサリー（100010） 

1001 追加 吸入器用スペーサー（吸入補助具）（100276） 

1001 追加 医用診察台（100277） 

1001 追加 医療用ナノロボット（100278） 

1001 追加 熱中症治療用の医療用用冷却装置（100280） 
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区分 類似群 変更種類 内容（コード番号） 

1001 追加 低体温療法用の医療用冷却器（100281） 

1003 追加 治療用発光ダイオード（LED）マスク（100284） 

1004 追加 丸薬用カッター（100282） 

1004 追加 医療用保護マスク（100283） 

1004 表示変更 患者用昇降移動機（100204） 

1007 追加 人工材料からなる骨間隙の充てん材（100275） 

1008 追加 キネシオロジーテープ（100279） 

11 

1101 追加 投光器（110369） 

1104 追加 電動豆乳製造機（110373） 

1104 追加 
電気式コーヒー用機械器具用のコーヒー用カプセル（空

のもの。）（110374） 

1104 追加 電気式飲料沸かし（110375） 

1104 表示変更 ホットプレート（110170） 

1104 表示変更 トースター（110171） 

1104 表示変更 バーベキューグリル用焼石（110326） 

1105 表示変更 乳冷却設備（110177） 

1106 追加 加湿器（110372） 

1106 削除 ヘアードライヤー（C110020） 

1107 削除 湯沸かし器（110211） 

1107 追加 フォグマシーン（110370） 

1108 追加 床暖房設備および設備（110371） 

1108 表示変更 配管設備用チューブラーバルブ（C110038） 

12 

1202 表示変更 キャンピングトレーラカー（120056） 

1207 削除 バス（120152） 

1208 追加 除雪機用タイヤ（120321） 

1210 追加 潜水鐘（120322） 

1211 追加 乗物用カップホルダー（120323） 

13 1302 表示変更 アセチレンニトロセルロース（130001） 

14 
1403 削除 

装飾用象牙（中国では象牙製品の加工販売を停止してい

る）（140046） 

1403 表示変更 半貴石（140073） 
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区分 類似群 変更種類 内容（コード番号） 

15 1502 追加 楽器ストラップ（150096） 

16 
1606 表示変更 漫画本（160331） 

1611 表示変更 事務用文具収納箱（160289） 

19 

1902 削除 耐火用けい石（190012） 

1907 追加 耐火れんが（190012） 

1907 表示変更 耐火タイル（C190018） 

1909 追加 吸音パネル（金属製のものを除く。）（190266） 

1909 追加 非金属製のテントパイル（C190045） 

1910 追加 可搬式防音ブース（金属製のものを除く。）（190265） 

1910 追加 非金属製ダイビングプラットフォーム（C190046） 

20 

2001 追加 洗面化粧台（家具）（200345） 

2001 表示変更 物切り台（テーブル状のもの）（200126） 

2003 削除 非金属製のテントパイル（200168） 

2014 追加 テント用くい（金属製のものを除く。）（200168） 

2014 追加 
ドアオープナー（金属製および電気式のものを除く。）

（200340） 

2014 追加 
窓開口装置（金属製および電気式のものを除く。）（2

00341） 

2014 追加 
窓閉塞装置（金属製および電気式のものを除く。）（2

00342） 

2014 追加 窓用滑車（金属製のものを除く。）（200343） 

2014 追加 
上げ下げ窓用の滑車（金属製のものを除く。）（20034

3） 

2014 追加 
南京錠（電気式および金属製のものを除く。）（20034

4） 

21 

2101 追加 飲料沸かし（電気式のものを除く。）（210226） 

2101 追加 使い捨ての家庭用アルミニウム箔製容器（210410） 

2101 追加 チューブ状ローラー式にんにく皮むき器（210411） 

2101 表示変更 ミルクの吹きこぼれ防止板（210107） 

2102 追加 装飾用ガラス球（210044） 

2102 追加 飲料沸かし（電気式のものを除く。）（210226） 
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区分 類似群 変更種類 内容（コード番号） 

2105 追加 ワインポアラー（210413） 

2106 追加 おむつ処理用バケツ（210409） 

2106 追加 歯磨き粉チューブ絞り器（210412） 

2106 追加 
電気式および非電気式キャンドル用ウォーマー（21041

6） 

2106 表示変更 
電気式および非電気式アロマオイルディフューザー（リ

ードディフューザー状のものを除く。）（210406） 

2107 追加 動物用歯ブラシ（C210060） 

2110 表示変更 おしろい入れ（空のもの）（210195） 

2112 追加 皿洗い用の布（210417） 

2113 表示変更 半加工ガラス管（C210051） 

2114 追加 ペット用給餌用ボウル（210414） 

2114 追加 ペット用自動給餌用ボウル（210415） 

22 
2203 追加 洗濯物袋（220118） 

2205 表示変更 麻繊維（220013） 

24 

2401 表示変更 獣皮を模した布地（240003） 

2402 表示変更 熱により貼付する粘着性生地（240001） 

2404 表示変更 紙フェルト（C240027） 

25 

2501 追加 ラテックス製被服（250188） 

2501 追加 LED（発光ダイオード）を組み込んだ被服（250190） 

2501 追加 粘着性ブラジャー（250192） 

2503 追加 ラッシュガード（250189） 

2511 表示変更 ネックゲートル（250021） 

26 
2603 追加 ランジェリーテープ（260145） 

2611 追加 ブレストリフトパッチ（260144） 

28 

2802 追加 子供用プレイハウス（280257） 

2804 追加 ゴルフバッグ用ハングタグ（280259） 

2807 追加 スチールフレーム製スノーモービル（280260） 

2807 削除 ジャンプボード（C280065） 

2807 削除 ジャンプ台（C280082） 

2809 追加 運動用プロテクティブカップ（股間保護用プロテクタ
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区分 類似群 変更種類 内容（コード番号） 

ー）（280258） 

2810 表示変更 
クリスマスツリー用装飾品（照明・ろうそくおよび菓子

を除く。）（280119） 

29 

2901 追加 ベーコン（290076） 

2901 追加 サテ（東南アジア風肉の串焼き）（290235） 

2901 追加 鴨のコンフィ（290239） 

2901 追加 
アンドゥイェット（豚の胃や腸を詰めたソーセージ）（2

90240） 

2901 追加 ホワイトプディング（290241） 

2901 追加 軟体動物（生きているものを除く。）（290251） 

2901 削除 カルビ（網焼き肉料理）（290208） 

2901 表示変更 食用トリッパ（290112） 

2901 表示変更 加工済み食用蟻の幼虫（290209） 

2901 表示変更 調理済み食用アリの卵（C290114） 

2902 表示変更 加工済み魚卵（290170） 

2904 追加 タヒーニ（ゴマペースト）（290157） 

2904 追加 加工果実（290237） 

2904 追加 砂糖漬けしたしょうが（290256） 

2904 表示変更 ハムス（ひよこ豆ペースト）（290158） 

2904 表示変更 グアカモーレ（アボカドのディップ）（290199） 

2905 追加 加工野菜（290236） 

2905 追加 ラタトゥイユ（野菜の煮込み料理）（290238） 

2905 追加 ハッシュブラウン（290244） 

2905 追加 調理用の野菜の濃縮物（290247） 

2905 追加 調理用の果物の濃縮物（290248） 

2905 追加 野菜を主原料としたスプレッド（290249） 

2905 追加 保存加工をしたしょうが（290257） 

29 

2905 追加 しょうがの漬物（290258） 

2905 追加 野菜肉代用品（C290116） 

2905 表示変更 保存加工をしたパプリカ（290165） 

2907 追加 クワルク（チーズ）（290252） 
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区分 類似群 変更種類 内容（コード番号） 

2907 追加 カッテージチーズ（290253） 

2907 追加 乳酸飲料（290254） 

2907 表示変更 牛乳（290039） 

2907 表示変更 乳飲料（290072） 

2907 表示変更 乳製品（290074） 

2907 表示変更 プロテインミルク（アルブミン乳）（290174） 

2907 表示変更 料理用の乳発酵用酵母（290178） 

2907 表示変更 煮沸発酵乳（290182） 

2907 表示変更 サワーミルク（290183） 

2907 表示変更 代用牛乳（290217） 

2907 表示変更 
ココアミルク（ミルクをメインとするもの。）（C2900

70） 

2910 追加 料理用寒天（290250） 

2911 削除 調理済み豆（C290084） 

2912 削除 ネンジュモ（C290088） 

2913 追加 テンペ（290234） 

30 

3001 追加 カプセル入りのコーヒー（300286） 

3001 表示変更 ミルク入りチョコレート飲料（300085） 

3002 追加 昆布茶（300281） 

3002 追加 紅茶（C300146） 

3002 追加 緑茶（C300147） 

3002 追加 ウーロン茶（C300148） 

3002 追加 黄茶（C300149） 

3002 追加 黑茶（C300150） 

3002 追加 白茶（C300151） 

3002 追加 ジャスミン茶（C300152） 

3002 追加 鉄観音茶（C300153） 

3004 追加 果実入り砂糖菓子（300267） 

3004 追加 ヌガー（300289） 

3004 削除 砂糖菓子（キャンディー）（300020） 

3004 削除 ゼフィール（お菓子）（300266） 
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3004 表示変更 キャラメル（300032） 

3004 表示変更 砂糖菓子（キャンディー）（300020） 

3006 追加 グルテンを含まないパン（300275） 

3006 追加 
プロフィトロール（小球形のシュークリーム）（30027

8） 

3006 追加 クロワッサン（300279） 

3006 追加 
ショコラティーヌ（チョコレートを巻いて焼いたパン）

（300280） 

3006 追加 クレームブリュレ（300282） 

3006 追加 ココナッツマカロン（300285） 

3006 削除 果実入り砂糖菓子（300267） 

3006 表示変更 プチフール（300068） 

3006 表示変更 マカロン（300089） 

3007 削除 ワレニキ（詰め物入りダンプリング）（300223） 

3007 表示変更 クスクス（300163） 

3007 表示変更 お好み焼き（300235） 

3007 表示変更 海苔巻き（300238） 

3007 表示変更 じゃがいもを主原料とする平焼きパン（300265） 

3007 表示変更 キムチジョン（300269） 

3008 追加 ミレー（C300145） 

3008 追加 小豆（C300142） 

3008 追加 緑豆（C300143） 

30 

3008 追加 大豆（C300144） 

3009 追加 ラクサ（300277） 

3009 追加 バターミックス（300283） 

3009 追加 食用ウエハース（300284） 

3009 削除 めん類（300103） 

3009 表示変更 調理済みラーメン（300234） 

3009 表示変更 お好み焼粉（300236） 

3016 追加 タマリンド（香辛料）（300276） 

3016 追加 料理用オレンジブロッサムウォーター（オレンジの花を
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蒸留した食品香料）（300287） 

3016 追加 ハリッサ（調味料）（300290） 

3016 追加 しょうがペースト(調味料)（300291） 

3016 表示変更 挽いたしょうが（300073） 

3016 表示変更 みそ（300194） 

3016 表示変更 ペスト（ソース）（300209） 

31 

3101 追加 植物（310071） 

3101 追加 苗（310072） 

3101 追加 苗木（C310028） 

3102 削除 豆（未加工）（C310001） 

3104 追加 軟体動物（生きているものに限る。）（310168） 

3105 表示変更 未加工のナッツ（310004） 

3106 追加 生のしょうが（310171） 

3106 追加 生の大豆（310172） 

3107 削除 ストレイン（C310022） 

3108 追加 凍結乾燥された釣り用餌（310169） 

32 

3201 追加 シャンディ（320062） 

3202 追加 アルコール分を含まない乾燥果実飲料（320061） 

3202 削除 乳酸菌飲料（果実製品、乳を除く）（C320007） 

32 

3202 
削除 

ミルクティー（ミルクをメインとしないもの。）（C32

0008） 

3202 削除 米飲料（C320019） 

3202 表示変更 
飲料製造用エッセンス（アルコール分を含まないもの）

（320009） 

3202 表示変更 セルツァ炭酸水（320017） 

3202 表示変更 クヴァス（アルコール分を含まない飲料）（320048） 

3202 表示変更 
大豆を主原料とする飲料（代用牛乳を除く。）（32005

3） 

3202 表示変更 
米を主原料とする清涼飲料（代用牛乳を除く。）（320

055） 

33 3301 追加 穀物を主原料とする蒸留酒（330037） 
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3301 表示変更 さとうきびを主原料とするアルコール飲料（330036） 

34 3402 追加 水パイプ（340045） 

35 

3501 表示変更 広告用コンセプトの開発（350121） 

3502 追加 事業所の移転の管理（350069） 

3502 追加 
商業用または広告用のユーザーによるレビュー情報の

提供（350160） 

3502 追加 
商業用または広告用のユーザーによる評価情報の提供

（350161） 

3502 追加 
商業用または広告用のユーザーによるランキング情報

の提供（350161） 

3502 追加 
商業またはマーケティングのための消費者プロファイ

リング（350164） 

3502 表示変更 事業に関する情報の提供（350065） 

3502 表示変更 商品見本市の企画・運営（350082） 

3502 表示変更 
［業務支援のためのアウトソーシングサービス］（350

097） 

3505 削除 事業所の移転の管理（350069） 

3506 追加 電話交換（350162） 

3506 追加 医師の紹介に関する事業の管理（350165） 

3506 削除 書類の複製（350026） 

36 

3601 表示変更 保険情報の提供（360060） 

3602 追加 知的財産資産の財務評価（360125） 

3602 追加 
コスト見積りのための見積額の作成（財務評価）（360

126） 

36 

3602 追加 

インターネットを介して行う事業プロジェクトの資金

調達を目的とする出資・融資の募集・仲介・取次（クラ

ウドファンディング）（360127） 

3602 追加 イーウォレット支払いサービス（360128） 

3602 表示変更 金融又は財務に関する情報の提供（360059） 

37 
3701 表示変更 建設工事に関する情報の提供（370104） 

3701 表示変更 修理情報の提供（370105） 
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3702 表示変更 左官工事（370070） 

3707 追加 電気自動車への充電（370151） 

3708 追加 電気自動車への充電（370151） 

3709 追加 電気自動車への充電（370151） 

3717 追加 
ネズミの駆除（非農業、非園芸、非森林業目的）（C37

0017） 

3717 削除 ねずみの駆除（370076） 

3718 追加 携帯電話機のバッテリーへの充電（370153） 

38 

3802 追加 ポッドキャスト方式による通信（380054） 

3802 追加 スマートフォンの貸与（380055） 

3802 表示変更 電気通信に関する情報の提供（380027） 

39 

3901 表示変更 輸送情報の提供（390077） 

3901 表示変更 道路交通情報の提供（390098） 

3904 追加 民生用ドローンの操縦（390118） 

3905 追加 相乗り方式による自動車による輸送（390120） 

3906 表示変更 保管サービスに関する情報の提供（390076） 

3906 表示変更 
電子データを記憶させた記録媒体または文書の物理的

な保管（390094） 

40 

4001 表示変更 材料処理に関する情報の提供（400087） 

4008 追加 飲食物の低温殺菌（400130） 

4008 追加 他人のためのぶどう酒の醸造（400131） 

4008 追加 ぶどう酒の醸造に関する助言（400132） 

41 

4101 表示変更 教育情報の提供（410048） 

4105 追加 レンタル電子ブックリーダー（C410007） 

4105 追加 
ユーザーによるレビューを内容とする娯楽に関する情

報の提供（410226） 

41 

4105 追加 
ユーザーによる評価を内容とする娯楽に関する情報の

提供（410227） 

4105 追加 
ユーザーによるランキングを内容とする娯楽に関する

情報の提供（410227） 

4105 追加 フェイスペインティング（410230） 
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4105 追加 チェスルームサービス（C410008） 

4105 表示変更 娯楽分野における情報の提供（410050） 

4105 表示変更 レクリエーション活動に関する情報提供（410064） 

4105 追加 技能訓練用シミュレーターの貸与（410228） 

4105 追加 トレーニング目的の体力評価（410229） 

4105 追加 公園（C410009） 

4105 追加 植物園（C410010） 

4105 追加 植物展示会（C410011） 

4105 追加 プラネタリウムサービス（C410012） 

4105 追加 絵画展示サービス（C410013） 

4105 追加 アート展（C410014） 

42 

4209 表示変更 
カーボンオフセットに関する科学情報の提供・指導およ

び助言（420212） 

4212 追加 メディカルラボラトリーサービス（C420015） 

4220 追加 
電子商取引のための技術を利用したユーザー認証（420

260） 

4220 追加 

シングルサインオンの技術を利用したオンラインソフ

トウェアアプリケーションのためのユーザー認証（420

261） 

4227 追加 エネルギー消費量記録用メーターの貸与（420259） 

4227 削除 無形資産の評価（C420011） 

43 
4301 表示変更 食品の装飾（430197） 

4302 追加 水たばこの喫煙施設の提供（430201） 

44 

4401 追加 訪問による介護（440229） 

4401 表示変更 薬局における助言（440154） 

4401 表示変更 試験管内授精（440196） 

4402 追加 ヘアスタイリング用機器の貸与（440230） 

4404 追加 ぶどうの栽培（440227） 

4404 追加 ぶどうの栽培に関する助言（440228） 

4404 追加 植物の栽培（440231） 

4404 追加 ネズミの駆除（農園芸用または林業用を目的とするも
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の。）（C440004） 

45 

4501 追加 水難救助員による監視および救助（450243） 

4506 追加 入国管理に関する法律業務（450244） 

4506 追加 法規制遵守のための監査（450246） 

4506 追加 法令遵守のための監査（450247） 

 

３．まとめ 

今回の変更は、42 区分、合計 359 項目の商品・役務に及んだ。そのうち、追加

された項目は計 226 項目、削除された項目は 29 項目、表示変更された項目は 104

項目であった。 

 今回の変更は、①生体認証関連の商品・役務の追加、②充電関連の商品・役務の

追加、③電子財布関連の商品・役務の追加、④農業、林業関連の商品・役務の追加、

⑤知的財産資産の財務評価役務の追加等の時代の変化に伴う政府当局の方針の具

現化が感じられる。 

 

【ソース】 

1.ニース分類第十一版 2020 テキストの起用に関する通知 

http://sbj.cnipa.gov.cn/tzgg/201912/t20191231_5449.html 

2.類似商標および役務区分表 

http://sbj.cnipa.gov.cn/tzgg/201912/W020200102356753464786.pdf 

3.商品・サービス国際分類表〔第 11-2022 版〕アルファベット順一覧表 日本語

訳 類似群コード付き 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kokusai_bu

nrui/kokusai_bunrui_11-2022.html 

 

（編集協力：日本国際知的財産保護協会） 
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