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移行
方法

A0－0 Ａ１に属さないその他の製造食品及び嗜
好品雑

A0－0 Ａ１に属さないその他の製造食品及び嗜
好品雑

全

A1－00 その他の製造食品及び嗜好品 A1－0 その他の製造食品及び嗜好品 全

A1－00 その他の製造食品及び嗜好品 A1－10 ※健康補助食品 一

A1－100 製造食品 A1－10 製造食品 一

A1－11 加工畜産物 A1－11 肉製品 全

A1－11A 全体形状具象型 A1－11 肉製品 一

A1－12 乳製品 A1－12 乳製品 全

A1－12A 全体形状具象型 A1－12 乳製品 一

A1－130 加工水産物 A1－13 加工水産物及び加工野菜 一

A1－130A 全体形状具象型 A1－13 加工水産物及び加工野菜 一

A1－140 加工農作物 A1－13 加工水産物及び加工野菜 一

A1－140A 全体形状具象型 A1－13 加工水産物及び加工野菜 一

A1－1410 加工穀物 A1－14 加工穀物 一

A1－1410A 全体形状具象型 A1－14 加工穀物 一

A1－1411 麺・スパゲッティ等 A1－14 ※麺，スパゲッティ 一

A1－1412 パン（菓子パンを含む） A1－14 加工穀物 一

A1－1412 パン（菓子パンを含む） A1－15 菓子等 一

A1－1412 パン（菓子パンを含む） A1－15A 菓子等（植物型及び植物模様付き） 一

A1－1412 パン（菓子パンを含む） A1－15AA 菓子等（植物型及び植物模様付き・花） 一

A1－1412 パン（菓子パンを含む） A1－15AB 菓子等（植物型及び植物模様付き・果実） 一

A1－1412 パン（菓子パンを含む） A1－15B 菓子等（動物型及び動物模様付き） 一

A1－1412 パン（菓子パンを含む） A1－15BA 菓子等（動物型及び動物模様付き・鳥及
び虫）

一

A1－1412 パン（菓子パンを含む） A1－15BB 菓子等（動物型及び動物模様付き・魚） 一

A1－1412 パン（菓子パンを含む） A1－15BC 菓子等（動物型及び動物模様付き・貝） 一

A1－1412 パン（菓子パンを含む） A1－15C 菓子等（人物型及び人物模様付き） 一

A1－1412 パン（菓子パンを含む） A1－15D 菓子等（器物型及び器物模様付き） 一

A1－1412 パン（菓子パンを含む） A1－15DA 菓子等（器物型及び器物模様付き・乗物） 一

A1－1412 パン（菓子パンを含む） A1－15E 菓子等（風景模様付き） 一

A1－1412 パン（菓子パンを含む） A1－15F 菓子等（もなか型） 一

A1－1412 パン（菓子パンを含む） A1－15G 菓子等（棒付き） 一

A1－1412A 全体形状具象型 A1－14 加工穀物 一

A1－1412A 全体形状具象型 A1－15 菓子等 一

A1－1412A 全体形状具象型 A1－15A 菓子等（植物型及び植物模様付き） 一

A1－1412A 全体形状具象型 A1－15AA 菓子等（植物型及び植物模様付き・花） 一

A1－1412A 全体形状具象型 A1－15AB 菓子等（植物型及び植物模様付き・果実） 一

A1－1412A 全体形状具象型 A1－15B 菓子等（動物型及び動物模様付き） 一

A1－1412A 全体形状具象型 A1－15BA 菓子等（動物型及び動物模様付き・鳥及
び虫）

一

A1－1412A 全体形状具象型 A1－15BB 菓子等（動物型及び動物模様付き・魚） 一

A1－1412A 全体形状具象型 A1－15BC 菓子等（動物型及び動物模様付き・貝） 一

A1－1412A 全体形状具象型 A1－15C 菓子等（人物型及び人物模様付き） 一

A1－1412A 全体形状具象型 A1－15D 菓子等（器物型及び器物模様付き） 一

A1－1412A 全体形状具象型 A1－15DA 菓子等（器物型及び器物模様付き・乗物） 一

A1－1412A 全体形状具象型 A1－15E 菓子等（風景模様付き） 一

A1－1412A 全体形状具象型 A1－15F 菓子等（もなか型） 一

A1－1412A 全体形状具象型 A1－15G 菓子等（棒付き） 一

A1－1413 米飯製品 A1－10 製造食品 一

A1－1413 米飯製品 A1－14 加工穀物 一

A1－1413A 全体形状具象型 A1－10 製造食品 一

A1－1413A 全体形状具象型 A1－14 加工穀物 一

A1－150 菓子等 A1－15 菓子等 一

A1－150 菓子等 A1－15A 菓子等（植物型及び植物模様付き） 一

A1－150 菓子等 A1－15AA 菓子等（植物型及び植物模様付き・花） 一

旧意匠分類新意匠分類
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A1－150 菓子等 A1－15AB 菓子等（植物型及び植物模様付き・果実） 一

A1－150 菓子等 A1－15B 菓子等（動物型及び動物模様付き） 一

A1－150 菓子等 A1－15BA 菓子等（動物型及び動物模様付き・鳥及
び虫）

一

A1－150 菓子等 A1－15BB 菓子等（動物型及び動物模様付き・魚） 一

A1－150 菓子等 A1－15BC 菓子等（動物型及び動物模様付き・貝） 一

A1－150 菓子等 A1－15C 菓子等（人物型及び人物模様付き） 一

A1－150 菓子等 A1－15D 菓子等（器物型及び器物模様付き） 一

A1－150 菓子等 A1－15DA 菓子等（器物型及び器物模様付き・乗物） 一

A1－150 菓子等 A1－15E 菓子等（風景模様付き） 一

A1－150 菓子等 A1－15F 菓子等（もなか型） 一

A1－150 菓子等 A1－15G 菓子等（棒付き） 一

A1－150A 全体形状具象型 A1－15 菓子等 一

A1－150A 全体形状具象型 A1－15A 菓子等（植物型及び植物模様付き） 一

A1－150A 全体形状具象型 A1－15AA 菓子等（植物型及び植物模様付き・花） 一

A1－150A 全体形状具象型 A1－15AB 菓子等（植物型及び植物模様付き・果実） 一

A1－150A 全体形状具象型 A1－15B 菓子等（動物型及び動物模様付き） 一

A1－150A 全体形状具象型 A1－15BA 菓子等（動物型及び動物模様付き・鳥及
び虫）

一

A1－150A 全体形状具象型 A1－15BB 菓子等（動物型及び動物模様付き・魚） 一

A1－150A 全体形状具象型 A1－15BC 菓子等（動物型及び動物模様付き・貝） 一

A1－150A 全体形状具象型 A1－15C 菓子等（人物型及び人物模様付き） 一

A1－150A 全体形状具象型 A1－15D 菓子等（器物型及び器物模様付き） 一

A1－150A 全体形状具象型 A1－15DA 菓子等（器物型及び器物模様付き・乗物） 一

A1－150A 全体形状具象型 A1－15E 菓子等（風景模様付き） 一

A1－150A 全体形状具象型 A1－15F 菓子等（もなか型） 一

A1－150A 全体形状具象型 A1－15G 菓子等（棒付き） 一

A1－150AA 全体形状植物型 A1－15A 菓子等（植物型及び植物模様付き） 一

A1－150AA 全体形状植物型 A1－15AA 菓子等（植物型及び植物模様付き・花） 一

A1－150AA 全体形状植物型 A1－15AB 菓子等（植物型及び植物模様付き・果実） 一

A1－150AB 全体形状動物型 A1－15B 菓子等（動物型及び動物模様付き） 一

A1－150AB 全体形状動物型 A1－15BA 菓子等（動物型及び動物模様付き・鳥及
び虫）

一

A1－150AB 全体形状動物型 A1－15BB 菓子等（動物型及び動物模様付き・魚） 一

A1－150AB 全体形状動物型 A1－15BC 菓子等（動物型及び動物模様付き・貝） 一

A1－150AB 全体形状動物型 A1－15C 菓子等（人物型及び人物模様付き） 一

A1－150B 棒付き A1－15G 菓子等（棒付き） 一

A1－19 製造食品部品及び付属品 A1－19 製造食品部品及び付属品 全

A1－191 アイスクリーム用コーンカップ A1－15F アイスクリーム用コーンカップ 一

A1－2 たばこ，シガレットペーパー等 A1－2 たばこ，シガレットペーパー 全

B0－0 Ｂ１～Ｂ９に属さないその他の衣服及び身
の回り品雑

B0－0 Ｂ１～Ｂ９に属さないその他の衣服及び身
の回り品雑

全

B1－000 その他の衣服 B1－00 その他の衣服 全

B1－000 その他の衣服 B1－01 保温着 全

B1－020 エプロン等 B1－30 エプロン等 全

B1－021 エプロン B1－31 エプロン 全

B1－021 エプロン B1－31A エプロン（胸当て付き） 全

B1－021A 胸当て付き B1－31A エプロン（胸当て付き） 全

B1－022 かっぽう着 B1－32 かっぽう着 全

B1－023 理容用ケープ B1－33 理容用ケープ 全

B1－10 洋服 B1－10 洋服 全

B1－110 外衣又は上衣 B1－110 外衣又は上衣 全

B1－111 背広服等 B1－111 背広服等 全

B1－111A 上下セット B1－111 背広服等 一

B1－112 ワイシャツ等 B1－112 ワイシャツ等 全
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B1－1130 セーター，ポロシャツ等 B1－113 セーター，ポロシャツ等 全

B1－1130 セーター，ポロシャツ等 B1－114 ベスト等 全

B1－1130A タートルネック型 B1－113 セーター，ポロシャツ等 一

B1－1130A タートルネック型 B1－114 ベスト等 一

B1－1130B 袖無し型 B1－113 セーター，ポロシャツ等 一

B1－1130B 袖無し型 B1－114 ベスト等 一

B1－1150 ジャンパー等 B1－115 ジャンパー等 全

B1－1150 ジャンパー等 B1－115A ジャンパー等（ボタン開き型） 全

B1－1150A 上下セット B1－115 ジャンパー等 一

B1－1150A 上下セット B1－115A ジャンパー等（ボタン開き型） 一

B1－116 マント B1－116 マント 全

B1－120 下衣 B1－120 下衣 全

B1－1210 ズボン B1－121 ズボン 一

B1－1210A 半ズボン型 B1－121 ズボン 一

B1－122 スカート B1－122 スカート 全

B1－13 つなぎ服 B1－13 つなぎ服 全

B1－13A 吊りズボン型 B1－13 ズボン 一

B1－20 和服 B1－20 和服 全

B1－21 着物等 B1－21 着物等 全

B1－22 羽織等 B1－22 羽織等 全

B1－230 帯 B2－10 帯 全

B1－230 帯 B2－10A 帯（和装帯型） 全

B1－239 帯付属品 B2－190 帯付属品 全

B1－239 帯付属品 B2－191 帯まくら等 全

B1－239 帯付属品 B2－192 伊達締め，腰ひも等 全

B1－239 帯付属品 B2－193 帯揚げ，帯締め等 全

B1－239 帯付属品 B2－194 帯留 全

B1－2900 和服部品及び付属品 B1－290 和服部品及び付属品 全

B1－2900 和服部品及び付属品 B1－291 羽織ひも 全

B1－2900 和服部品及び付属品 B1－292 半襟等 全

B1－40 寝衣 B1－40 寝衣 全

B1－41 パジャマ等 B1－41 パジャマ等 全

B1－420 おくるみ B1－42 おくるみ 全

B1－420 おくるみ B1－42A おくるみ（和洋服型） 全

B1－5 海水着 B1－5 海水着 全

B1－5A ワンピース型 B1－5 海水着 一

B1－600 下着 B1－60 下着 一

B1－601 一組の下着セット B1－60 ※一組の下着セット 一

B1－61 ブラジャー B1－61 ブラジャー 全

B1－620 アンダーシャツ B1－62 アンダーシャツ 全

B1－620 アンダーシャツ B1－62A アンダーシャツ（袖付き型） 全

B1－620 アンダーシャツ B1－62B アンダーシャツ（ランニング型） 全

B1－620A コンビネーション型 B1－62 アンダーシャツ 一

B1－620B 袖無し型 B1－62B アンダーシャツ（ランニング型） 全

B1－63 スリップ B1－63 スリップ 全

B1－64 ペチコート等 B1－64 ペチコート等 全

B1－650 コルセット等 B1－65 コルセット等 全

B1－650 コルセット等 B1－65A コルセット等（パンツ型） 全

B1－650A パンツ型 B1－65A コルセット等（パンツ型） 全

B1－660 パンツ等 B1－66 パンツ 全

B1－660 パンツ等 B1－7 生理帯等 全

B1－660 パンツ等 B1－7A 生理帯（パンツ型） 全

B1－660A 股下有り型 B1－66 パンツ 一

B1－670 ズボン下，タイツ等 B1－121 ズボン 一
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B1－670 ズボン下，タイツ等 B1－67 ズボン下，タイツ等 全

B1－68 おしめ，おしめカバー等 B1－80 おしめ等 全

B1－68 おしめ，おしめカバー等 B1－81 おしめカバー 全

B1－68 おしめ，おしめカバー等 B1－81A おしめカバー（パンツ型） 全

B1－68A パンツ型 B1－81 おしめカバー 一

B1－68A パンツ型 B1－81A おしめカバー（パンツ型） 全

B1－900 衣服部品及び付属品 B1－90 衣服部品及び付属品 一

B1－900 衣服部品及び付属品 B1－910 衣服用部品 全

B1－900 衣服部品及び付属品 B1－912 織ネーム 全

B1－900 衣服部品及び付属品 B1－9130 衣服用滑り止め具 全

B1－900 衣服部品及び付属品 B1－9131 インサイドベルト 全

B1－900 衣服部品及び付属品 B1－914 衣服用飾り具 全

B1－900 衣服部品及び付属品 B1－920 衣服用付属品 全

B1－901 衣服用肩当て等 B1－911 衣服用肩当て等 全

B1－902 衿飾り，衿カバー等 B1－921 襟飾り，襟カバー等 全

B1－902 衿飾り，衿カバー等 B1－922 カラー，カラー芯等 全

B1－903 洋服カバー等 B1－90 衣服部品及び付属品 一

B2－0 その他の服飾品 B2－00 その他の服飾品 全

B2－0 その他の服飾品 B2－010 腹掛け等 全

B2－01 腹巻き又は健康帯 B2－011 腹巻き又は健康帯 全

B2－01 腹巻き又は健康帯 B2－011A 腹巻き又は健康帯（筒型及びベルト型） 全

B2－01 腹巻き又は健康帯 B2－011B 腹巻き又は健康帯（パンツ型） 全

B2－01A パンツ型 B2－011B 腹巻き又は健康帯（パンツ型） 全

B2－02 整形用パッド等 B2－02 整形用パッド等 全

B2－03 子守帯等 B2－03 子守帯等 全

B2－1 ネクタイ B3－32 ネクタイ 全

B2－1 ネクタイ B3－32A ネクタイ（具象模様付き） 全

B2－1 ネクタイ B3－32B ネクタイ（抽象模様付き） 全

B2－1 ネクタイ B3－32C ネクタイ（縞柄付き） 全

B2－1 ネクタイ B3－32D ネクタイ（ポイント柄付き） 全

B2－1AA 具象模様付き B3－32A ネクタイ（具象模様付き） 全

B2－1AB 抽象模様付き B3－32B ネクタイ（抽象模様付き） 全

B2－1AC 縞柄模様付き B3－32C ネクタイ（縞柄付き） 全

B2－1AD ポイント柄模様付き B3－32D ネクタイ（ポイント柄付き） 全

B2－20 衣服用ベルト B2－2 衣服用ベルト 全

B2－20 衣服用ベルト B2－2A 衣服用ベルト（標準型） 全

B2－300 ズボンつり等 B2－30 ズボンつり等 全

B2－300 ズボンつり等 B2－31 靴下止め 全

B2－400 靴下等 B2－40 靴下等 一

B2－400 靴下等 B2－41 靴下 全

B2－400 靴下等 B2－41A 靴下（短型） 全

B2－400 靴下等 B2－41AA 靴下（短型・織模様付き） 全

B2－400 靴下等 B2－41AB 靴下（ポイント柄付き） 全

B2－400 靴下等 B2－41B 靴下（長型） 全

B2－400 靴下等 B2－43 室内履き又は靴下カバー 一

B2－400 靴下等 B2－43A 室内履き又は靴下カバー（短型） 一

B2－400 靴下等 B2－43AA 室内履き又は靴下カバー（短型・底部付 一

B2－400 靴下等 B2－43B 室内履き又は靴下カバー（深型） 一

B2－400 靴下等 B2－43C 室内履き又は靴下カバー（具象型） 一

B2－400 靴下等 B2－43D 室内履き又は靴下カバー（足袋型） 一

B2－400AA 短型 B2－40 靴下等 一

B2－400AA 短型 B2－41 靴下 一

B2－400AA 短型 B2－41A 靴下（短型） 一

B2－400AA 短型 B2－41AA 靴下（短型・織模様付き） 一
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B2－400AA 短型 B2－41AB 靴下（ポイント柄付き） 一

B2－400AA 短型 B2－43 室内履き又は靴下カバー 一

B2－400AA 短型 B2－43A 室内履き又は靴下カバー（短型） 一

B2－400AA 短型 B2－43AA 室内履き又は靴下カバー（短型・底部付 一

B2－400AA 短型 B2－43B 室内履き又は靴下カバー（深型） 一

B2－400AA 短型 B2－43C 室内履き又は靴下カバー（具象型） 一

B2－400AA 短型 B2－43D 室内履き又は靴下カバー（足袋型） 一

B2－400AB 長型 B2－40 靴下等 一

B2－400AB 長型 B2－41 靴下 一

B2－400AB 長型 B2－41A 靴下（短型） 一

B2－400AB 長型 B2－41AA 靴下（短型・織模様付き） 一

B2－400AB 長型 B2－41AB 靴下（ポイント柄付き） 一

B2－400AB 長型 B2－41B 靴下（長型） 全

B2－400AB 長型 B2－43 室内履き又は靴下カバー 一

B2－400AB 長型 B2－43A 室内履き又は靴下カバー（短型） 一

B2－400AB 長型 B2－43AA 室内履き又は靴下カバー（短型・底部付 一

B2－400AB 長型 B2－43B 室内履き又は靴下カバー（深型） 一

B2－400AB 長型 B2－43C 室内履き又は靴下カバー（具象型） 一

B2－400AB 長型 B2－43D 室内履き又は靴下カバー（足袋型） 一

B2－400B つま先分割有り B2－40 靴下等 一

B2－400B つま先分割有り B2－41 靴下 一

B2－400B つま先分割有り B2－41A 靴下（短型） 一

B2－400B つま先分割有り B2－41AA 靴下（短型・織模様付き） 一

B2－400B つま先分割有り B2－41AB 靴下（ポイント柄付き） 一

B2－400B つま先分割有り B2－41B 靴下（長型） 一

B2－400B つま先分割有り B2－43 室内履き又は靴下カバー 一

B2－400B つま先分割有り B2－43A 室内履き又は靴下カバー（短型） 一

B2－400B つま先分割有り B2－43AA 室内履き又は靴下カバー（短型・底部付 一

B2－400B つま先分割有り B2－43B 室内履き又は靴下カバー（深型） 一

B2－400B つま先分割有り B2－43C 室内履き又は靴下カバー（具象型） 一

B2－400B つま先分割有り B2－43D 室内履き又は靴下カバー（足袋型） 一

B2－420 足袋 B2－420 足袋 全

B2－429 足袋部品 B2－429 足袋部品 全

B2－440 きゃはん，脚カバー等 B2－44 きゃはん，脚カバー等 一

B2－441 脚用サポーター B2－44 きゃはん，脚カバー等 一

B2－49 靴下等部品及び付属品 B2－40 靴下等 一

B2－500 手袋等 B2－50 手袋等 全

B2－500 手袋等 B2－51C 手袋（変形型） 全

B2－510 手袋 B2－51 手袋 全

B2－510 手袋 B2－51A 手袋（五本指型） 全

B2－510 手袋 B2－51B 手袋（ミトン型） 全

B2－510A 五本指型（長型） B2－51A 手袋（五本指型） 一

B2－510B ミトン型 B2－51B 手袋（ミトン型） 全

B2－511 手袋（五本指型・短型） B2－51AA 手袋（五本指型・短型） 全

B2－511A 手首固定用バンド付き B2－51AA 手袋（五本指型・短型） 一

B2－520 腕カバー等 B2－52 腕カバー等 一

B2－521 腕用サポーター B2－52 腕カバー等 一

B2－600 帽子等 B2－60 帽子 全

B2－600 帽子等 B2－63 ヘアーネット 全

B2－610 帽子 B2－61 帽子 全

B2－610 帽子 B2－61A 帽子（つば付き） 全

B2－610 帽子 B2－61AA 帽子（つば付き・丸つば型） 全

B2－610A つば付き B2－61A 帽子（つば付き） 全

B2－610AA つば付き・丸つば型 B2－61AA 帽子（つば付き・丸つば型） 全
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B2－610B 頭部開口型 B2－61A 帽子（つば付き） 一

B2－610B 頭部開口型 B2－61AA 帽子（つば付き・丸つば型） 一

B2－62 室内用帽子 B2－62 室内用帽子 全

B2－64 笠 B2－64 笠 全

B2－65 ヘルメット B2－65 ヘルメット 全

B2－66 耳カバー B2－66 耳カバー 全

B2－69 帽子等部品及び付属品 B2－69 帽子等部品及び付属品 全

B2－70 マフラー等 B3－34 マフラー，スカーフ等 一

B2－70 マフラー等 B3－34A マフラー，スカーフ等（正方形） 一

B2－70 マフラー等 B3－34B マフラー，スカーフ等（長方形） 一

B2－71 スカーフ B3－34 マフラー，スカーフ等 一

B2－71 スカーフ B3－34A マフラー，スカーフ等（正方形） 一

B2－71 スカーフ B3－34B マフラー，スカーフ等（長方形） 一

B2－71AA 具象模様付き B3－34 マフラー，スカーフ等 一

B2－71AA 具象模様付き B3－34A マフラー，スカーフ等（正方形） 一

B2－71AA 具象模様付き B3－34B マフラー，スカーフ等（長方形） 一

B2－71AB 抽象模様付き B3－34 マフラー，スカーフ等 一

B2－71AB 抽象模様付き B3－34A マフラー，スカーフ等（正方形） 一

B2－71AB 抽象模様付き B3－34B マフラー，スカーフ等（長方形） 一

B2－71AC 縞柄模様付き B3－34 マフラー，スカーフ等 一

B2－71AC 縞柄模様付き B3－34A マフラー，スカーフ等（正方形） 一

B2－71AC 縞柄模様付き B3－34B マフラー，スカーフ等（長方形） 一

B2－71AD ポイント柄模様付き B3－34 マフラー，スカーフ等 一

B2－71AD ポイント柄模様付き B3－34A マフラー，スカーフ等（正方形） 一

B2－71AD ポイント柄模様付き B3－34B マフラー，スカーフ等（長方形） 一

B2－8 ハンカチ B3－5 ハンカチ 全

B2－8 ハンカチ B3－5A ハンカチ（具象模様付き） 全

B2－8 ハンカチ B3－5B ハンカチ（抽象模様付き） 全

B2－8 ハンカチ B3－5C ハンカチ（縞柄付き） 全

B2－8 ハンカチ B3－5D ハンカチ（ポイント柄付き） 全

B2－8AA 具象模様付き B3－5A ハンカチ（具象模様付き） 全

B2－8AB 抽象模様付き B3－5B ハンカチ（抽象模様付き） 全

B2－8AC 縞柄模様付き B3－5C ハンカチ（縞柄付き） 全

B2－8AD ポイント柄模様付き B3－5D ハンカチ（ポイント柄付き） 全

B3－000 その他の身の回り品 B3－00 その他の身の回り品 一

B3－001 一組のカフスボタン及びネクタイ止めセッ
ト

B3－00 ※一組のカフスボタン及びネクタイ止
めセット

一

B3－002 一組の装身具セット B3－00 ※一組の装身具セット 一

B3－01 キーホルダー及びコインホルダー B3－01 キーホルダー及びコインホルダー 全

B3－01A 下げ飾り付き B3－01 キーホルダー及びコインホルダー 一

B3－02 身の回り品用ストラップ B9－20 ※携帯電話用ストラップ 一

B3－02A 下げ飾り付き B9－20 ※携帯電話用ストラップ 一

B3－10 装身具 B3－10 装身具 全

B3－11 装身用鎖 B3－11 装身用鎖 全

B3－12 装身用下げ飾り B3－12 装身用下げ飾り 全

B3－12A 具体的形状模様 B3－12 装身用下げ飾り 一

B3－12AA 具体的形状模様（ハート） B3－12 装身用下げ飾り 一

B3－12AB 具体的形状模様（十字） B3－12 装身用下げ飾り 一

B3－12AC 具体的形状模様（人物） B3－12 装身用下げ飾り 一

B3－12AD 具体的形状模様（動物） B3－12 装身用下げ飾り 一

B3－12AE 具体的形状模様（昆虫） B3－12 装身用下げ飾り 一

B3－12AF 具体的形状模様（植物） B3－12 装身用下げ飾り 一

B3－13 記章 B3－13 記章 全

B3－1900 装身具部品及び付属品 B3－190 装身具部品及び付属品 一
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B3－191 装身用鎖素子 B3－191 装身用鎖素子 全

B3－192 装身用玉 B3－190 ※装身用玉 一

B3－20 頭飾り及び耳飾り等 B3－20 頭飾り及び耳飾り 全

B3－21 かつら等 B3－21 かつら等 全

B3－22 髪飾り B3－22 髪飾り 全

B3－23 髪止め具 B3－23 髪止め具 全

B3－24 髪止め飾り具 B3－24 髪止め飾り具 全

B3－25 耳飾り B3－25 耳飾り 全

B3－25A 具体的形状模様 B3－25 耳飾り 一

B3－25AA 具体的形状模様（ハート） B3－25 耳飾り 一

B3－25AB 具体的形状模様（十字） B3－25 耳飾り 一

B3－25AC 具体的形状模様（人物） B3－25 耳飾り 一

B3－25AD 具体的形状模様（動物） B3－25 耳飾り 一

B3－25AE 具体的形状模様（昆虫） B3－25 耳飾り 一

B3－25AF 具体的形状模様（植物） B3－25 耳飾り 一

B3－26 つけまつげ B3－26 つけまつげ 全

B3－29 頭飾り及び耳飾り部品及び付属品 B3－29 頭飾り及び耳飾り部品及び付属品 全

B3－300 首飾り及び胸飾り等 B3－30 首飾り及び胸飾り 全

B3－300 首飾り及び胸飾り等 B3－38 肩飾り 全

B3－31 首飾り B3－31 首飾り 全

B3－31A 具体的形状模様 B3－31 首飾り 一

B3－31AA 具体的形状模様（ハート） B3－31 首飾り 一

B3－31AB 具体的形状模様（十字） B3－31 首飾り 一

B3－31AC 具体的形状模様（人物） B3－31 首飾り 一

B3－31AD 具体的形状模様（動物） B3－31 首飾り 一

B3－31AE 具体的形状模様（昆虫） B3－31 首飾り 一

B3－31AF 具体的形状模様（植物） B3－31 首飾り 一

B3－31E 鎖連接型 B3－31 首飾り 一

B3－33 ネクタイ止め等 B3－33 ネクタイ止め等 全

B3－35 胸飾り B3－35 胸飾り 全

B3－35A 具体的形状模様 B3－35 胸飾り 一

B3－35AA 具体的形状模様（ハート） B3－35 胸飾り 一

B3－35AB 具体的形状模様（十字） B3－35 胸飾り 一

B3－35AC 具体的形状模様（人物） B3－35 胸飾り 一

B3－35AD 具体的形状模様（動物） B3－35 胸飾り 一

B3－35AE 具体的形状模様（昆虫） B3－35 胸飾り 一

B3－35AF 具体的形状模様（植物） B3－35 胸飾り 一

B3－36 ワッペン B3－36 ワッペン 全

B3－37 胸ポケット飾り B3－37 胸ポケット飾り 全

B3－390 首飾り及び胸飾り部品及び付属品 B3－390 首飾り及び胸飾り部品及び付属品 全

B3－391 ネクタイ結び目保形具 B3－391 ネクタイ結び目保形具 全

B3－40 腕飾り，指飾り等 B3－40 腕飾り，指飾り等 全

B3－41 腕飾り B3－41 腕飾り 全

B3－41A 具体的形状模様 B3－41 腕飾り 一

B3－41AA 具体的形状模様（ハート） B3－41 腕飾り 一

B3－41AB 具体的形状模様（十字） B3－41 腕飾り 一

B3－41AC 具体的形状模様（人物） B3－41 腕飾り 一

B3－41AD 具体的形状模様（動物） B3－41 腕飾り 一

B3－41AE 具体的形状模様（昆虫） B3－41 腕飾り 一

B3－41AF 具体的形状模様（植物） B3－41 腕飾り 一

B3－41E 鎖連接型 B3－41 腕飾り 一

B3－42 カフスボタン B3－42 カフスボタン 全

B3－430 指飾り B3－43 指飾り等 一

B3－430A 具体的形状模様 B3－43 指飾り等 一
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B3－430AA 具体的形状模様（ハート） B3－43 指飾り等 一

B3－430AB 具体的形状模様（十字） B3－43 指飾り等 一

B3－430AC 具体的形状模様（人物） B3－43 指飾り等 一

B3－430AD 具体的形状模様（動物） B3－43 指飾り等 一

B3－430AE 具体的形状模様（昆虫） B3－43 指飾り等 一

B3－430AF 具体的形状模様（植物） B3－43 指飾り等 一

B3－430B ビーズ環型 B3－43 指飾り等 一

B3－430C 円環型 B3－43 指飾り等 一

B3－430CA 帯状円環型 B3－43 指飾り等 一

B3－430CB 宝石連続円環型 B3－43 指飾り等 一

B3－430CC 宝石中央突出円環型 B3－43 指飾り等 一

B3－430CCA 宝石中央１個突出円環型 B3－43 指飾り等 一

B3－430D 矩形環型 B3－43 指飾り等 一

B3－44 足飾り B3－44 足飾り 全

B3－45 爪飾り等 B3－43 指飾り等 一

B3－49 腕飾り，指飾り等部品及び付属品 B3－49 腕飾り，指飾り等部品及び付属品 全

B3－60 眼鏡 B3－60 眼鏡 全

B3－601 眼鏡（バンド止め型） B3－60A 眼鏡（バンド付き） 全

B3－60BA レンズ左右一体型 B3－60 眼鏡 一

B3－60BBA レンズ左右分離型 B3－60 眼鏡 一

B3－60BBB レンズ左右分離型枠無し B3－60 眼鏡 一

B3－60C つる部の模様・装飾有り B3－60 眼鏡 一

B3－61 特殊眼鏡 B3－61 特殊眼鏡 全

B3－690 眼鏡部品及び附属品 B3－690 眼鏡部品及び付属品 全

B3－691 眼鏡ケース等 B3－691 眼鏡ケース等 全

B3－692 眼鏡レンズ B3－692 眼鏡用レンズ 全

B3－693 眼鏡用つる B3－693 眼鏡用つる 全

B3－694 眼鏡用ちょうつがい B3－694 眼鏡用ちょうつがい 全

B3－70 扇子及びうちわ B3－70 扇子及びうちわ 全

B3－71 扇子 B3－71 扇子 全

B3－72 うちわ B3－72 うちわ 全

B3－790 扇子及びうちわ部品及び付属品 B3－790 扇子及びうちわ部品及び付属品 全

B3－791 扇子骨及びうちわ用骨 B3－791 扇子骨及びうちわ用骨 全

B3－792 扇子用地及びうちわ用地 B3－792 扇子用地及びうちわ用地 全

B3－80 傘及びつえ B3－80 傘及びつえ 全

B3－810 傘 B3－81 洋傘 全

B3－810 傘 B3－82 和傘 全

B3－810 傘 B3－83 日傘 全

B3－810A 折り畳み型 B3－81 洋傘 一

B3－810A 折り畳み型 B3－82 和傘 一

B3－810A 折り畳み型 B3－83 日傘 一

B3－84 つえ B3－84 つえ 全

B3－890 傘及びつえ部品及び付属品 B3－890 傘及びつえ部品及び付属品 全

B3－891 傘用柄及びつえ用柄 B3－891 傘用柄及びつえ用柄 全

B3－892 傘骨 B3－892 傘骨 全

B3－893 傘用ろくろ B3－893 傘用ろくろ 全

B3－894 傘地 B3－894 傘地 全

B3－895 傘用石突き及びつえ用石突き B3－895 傘用石突き及びつえ用石突き 全

B4－0 その他のかばん又は携帯用袋物等 B4－0 その他のかばん又は携帯用袋物等 全

B4－10 かばん又は携帯用袋物 B4－1 かばん又は携帯用袋物 一

B4－10 かばん又は携帯用袋物 B4－1A かばん又は携帯用袋物（口金開口型） 一

B4－10 かばん又は携帯用袋物 B4－1AA かばん又は携帯用袋物（提げ手付き口金
開口型）

一
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B4－10 かばん又は携帯用袋物 B4－1AB かばん又は携帯用袋物（肩ひも付き口金
開口型）

一

B4－10 かばん又は携帯用袋物 B4－1B かばん又は携帯用袋物（ふた覆い型） 一

B4－10 かばん又は携帯用袋物 B4－1BA かばん又は携帯用袋物（提げ手付きふた
覆い型）

一

B4－10 かばん又は携帯用袋物 B4－1BB かばん又は携帯用袋物（肩ひも付きふた
覆い型）

一

B4－10 かばん又は携帯用袋物 B4－1C かばん又は携帯用袋物（ファスナー開口
型）

一

B4－10 かばん又は携帯用袋物 B4－1CA かばん又は携帯用袋物（提げ手付きファ
スナー開口型）

一

B4－10 かばん又は携帯用袋物 B4－1CB かばん又は携帯用袋物（肩ひも付きファ
スナー開口型）

一

B4－10 かばん又は携帯用袋物 B4－1E かばん又は携帯用袋物（折畳み型） 一

B4－10 かばん又は携帯用袋物 B4－1G かばん又は携帯用袋物（円型） 一

B4－10 かばん又は携帯用袋物 B4－1H かばん又は携帯用袋物（草履袋型） 全

B4－10 かばん又は携帯用袋物 B4－1L かばん又は携帯用袋物（手付き編み袋
型）

全

B4－10 かばん又は携帯用袋物 B4－1M かばん又は携帯用袋物（きんちゃく型） 一

B4－10A 書類かばん型 B4－1 かばん又は携帯用袋物 一

B4－10A 書類かばん型 B4－1A かばん又は携帯用袋物（口金開口型） 一

B4－10A 書類かばん型 B4－1AA かばん又は携帯用袋物（提げ手付き口金
開口型）

一

B4－10A 書類かばん型 B4－1AB かばん又は携帯用袋物（肩ひも付き口金
開口型）

一

B4－10A 書類かばん型 B4－1B かばん又は携帯用袋物（ふた覆い型） 一

B4－10A 書類かばん型 B4－1BA かばん又は携帯用袋物（提げ手付きふた
覆い型）

一

B4－10A 書類かばん型 B4－1BB かばん又は携帯用袋物（肩ひも付きふた
覆い型）

一

B4－10A 書類かばん型 B4－1C かばん又は携帯用袋物（ファスナー開口
型）

一

B4－10A 書類かばん型 B4－1CA かばん又は携帯用袋物（提げ手付きファ
スナー開口型）

一

B4－10A 書類かばん型 B4－1CB かばん又は携帯用袋物（肩ひも付きファ
スナー開口型）

一

B4－10AB 書類かばん型（開口部・ふた覆い型） B4－1B かばん又は携帯用袋物（ふた覆い型） 一

B4－10AB 書類かばん型（開口部・ふた覆い型） B4－1BA かばん又は携帯用袋物（提げ手付きふた
覆い型）

一

B4－10AB 書類かばん型（開口部・ふた覆い型） B4－1BB かばん又は携帯用袋物（肩ひも付きふた
覆い型）

一

B4－10B 伸縮引手付き B4－1 かばん又は携帯用袋物 一

B4－10B 伸縮引手付き B4－1AA かばん又は携帯用袋物（提げ手付き口金
開口型）

一

B4－10B 伸縮引手付き B4－1AB かばん又は携帯用袋物（肩ひも付き口金
開口型）

一

B4－10B 伸縮引手付き B4－1BA かばん又は携帯用袋物（提げ手付きふた
覆い型）

一

B4－10B 伸縮引手付き B4－1BB かばん又は携帯用袋物（肩ひも付きふた
覆い型）

一

B4－10B 伸縮引手付き B4－1CA かばん又は携帯用袋物（提げ手付きファ
スナー開口型）

一

B4－10B 伸縮引手付き B4－1CB かばん又は携帯用袋物（肩ひも付きファ
スナー開口型）

一

B4－10B 伸縮引手付き B4－1E かばん又は携帯用袋物（折畳み型） 一

B4－10B 伸縮引手付き B4－1M かばん又は携帯用袋物（きんちゃく型） 一

B4－10CA 開口部・開放型 B4－1 かばん又は携帯用袋物 一

B4－10CB 開口部・ふた覆い型 B4－1B かばん又は携帯用袋物（ふた覆い型） 一

B4－10CB 開口部・ふた覆い型 B4－1BA かばん又は携帯用袋物（提げ手付きふた
覆い型）

一

B4－10CB 開口部・ふた覆い型 B4－1BB かばん又は携帯用袋物（肩ひも付きふた
覆い型）

一

B4－10CC 開口部・口金型 B4－1A かばん又は携帯用袋物（口金開口型） 一
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B4－10CC 開口部・口金型 B4－1AA かばん又は携帯用袋物（提げ手付き口金
開口型）

一

B4－10CC 開口部・口金型 B4－1AB かばん又は携帯用袋物（肩ひも付き口金
開口型）

一

B4－10CD 開口部・口ひも型 B4－1L かばん又は携帯用袋物（手付き編み袋 一

B4－10CD 開口部・口ひも型 B4－1M かばん又は携帯用袋物（きんちゃく型） 一

B4－10CE 開口部・ファスナー型 B4－1C かばん又は携帯用袋物（ファスナー開口 一

B4－10CE 開口部・ファスナー型 B4－1CA かばん又は携帯用袋物（提げ手付きファ
スナー開口型）

一

B4－10CE 開口部・ファスナー型 B4－1CB かばん又は携帯用袋物（肩ひも付きファ
スナー開口型）

一

B4－10D 提げ手・ひも等無し型 B4－1 かばん又は携帯用袋物 一

B4－10D 提げ手・ひも等無し型 B4－1A かばん又は携帯用袋物（口金開口型） 一

B4－10D 提げ手・ひも等無し型 B4－1B かばん又は携帯用袋物（ふた覆い型） 一

B4－10D 提げ手・ひも等無し型 B4－1C かばん又は携帯用袋物（ファスナー開口
型）

一

B4－11 かばん又は携帯用袋物・具象型 B4－1D かばん又は携帯用袋物（具象型） 一

B4－11 かばん又は携帯用袋物・具象型 B4－1DA かばん又は携帯用袋物（提げ手付き具象
型）

一

B4－11 かばん又は携帯用袋物・具象型 B4－20 背負いかばん又は背負い袋 一

B4－12 かばん又は携帯用袋物・ウエストバック型 B4－1 かばん又は携帯用袋物 一

B4－13 かばん又は携帯用袋物・円盤型 B4－1G かばん又は携帯用袋物（円型） 一

B4－14 かばん又は携帯用袋物・箱型 B4－1F かばん又は携帯用袋物（箱型） 一

B4－14 かばん又は携帯用袋物・箱型 B4－1FA かばん又は携帯用袋物（箱・薄型） 一

B4－14C 伸縮引手付き B4－1F かばん又は携帯用袋物（箱型） 一

B4－14C 伸縮引手付き B4－1FA かばん又は携帯用袋物（箱・薄型） 一

B4－14E 縦（前後）分割開閉型 B4－1F かばん又は携帯用袋物（箱型） 一

B4－14E 縦（前後）分割開閉型 B4－1FA かばん又は携帯用袋物（箱・薄型） 一

B4－14F 横（上下）分割開閉型 B4－1F かばん又は携帯用袋物（箱型） 一

B4－14F 横（上下）分割開閉型 B4－1FA かばん又は携帯用袋物（箱・薄型） 一

B4－15 背負いかばん又は背負い袋 B4－20 背負いかばん又は背負い袋 一

B4－15 背負いかばん又は背負い袋 B4－21 ランドセル 全

B4－15DD 開口部・口ひも型 B4－1M かばん又は携帯用袋物（きんちゃく型） 一

B4－15DD 開口部・口ひも型 B4－20 背負いかばん又は背負い袋 一

B4－15G ランドセル・背負い学生かばん型 B4－20 背負いかばん又は背負い袋 一

B4－15G ランドセル・背負い学生かばん型 B4－21 ランドセル 全

B4－16 かばん又は携帯用袋物・簡易手提袋型 B4－1J かばん又は携帯用袋物（簡易手提袋型） 全

B4－17 かばん又は携帯用袋物・手付きかご型 B4－1K かばん又は携帯用袋物（手付きかご型） 全

B4－18 携帯電話機入れ H3－3190 ※携帯電話機用ケース 一

B4－4 財布 B4－1 かばん又は携帯用袋物 一

B4－4 財布 B4－1A かばん又は携帯用袋物（口金開口型） 一

B4－4 財布 B4－1AA かばん又は携帯用袋物（提げ手付き口金
開口型）

一

B4－4 財布 B4－1AB かばん又は携帯用袋物（肩ひも付き口金
開口型）

一

B4－4 財布 B4－1B かばん又は携帯用袋物（ふた覆い型） 一

B4－4 財布 B4－1BA かばん又は携帯用袋物（提げ手付きふた
覆い型）

一

B4－4 財布 B4－1BB かばん又は携帯用袋物（肩ひも付きふた
覆い型）

一

B4－4 財布 B4－1C かばん又は携帯用袋物（ファスナー開口
型）

一

B4－4 財布 B4－1CA かばん又は携帯用袋物（提げ手付きファ
スナー開口型）

一

B4－4 財布 B4－1CB かばん又は携帯用袋物（肩ひも付きファ
スナー開口型）

一

B4－4 財布 B4－1D かばん又は携帯用袋物（具象型） 一

B4－4 財布 B4－1DA かばん又は携帯用袋物（提げ手付き具象
型）

一

B4－4 財布 B4－1E かばん又は携帯用袋物（折畳み型） 一
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B4－4 財布 B4－1G かばん又は携帯用袋物（円型） 一

B4－4 財布 B4－1M かばん又は携帯用袋物（きんちゃく型） 一

B4－4A 具象型 B4－1D かばん又は携帯用袋物（具象型） 一

B4－4A 具象型 B4－1DA かばん又は携帯用袋物（提げ手付き具象
型）

一

B4－4B 折り畳み型 B4－1E かばん又は携帯用袋物（折畳み型） 一

B4－5 ふろしき等 B4－3 ふろしき等 全

B4－900 かばん又は携帯用袋物等部品及び付属 B4－90 かばん又は携帯用袋物等部品及び付属 一

B4－91 ランドセル用部品及び付属品 B4－91 ランドセル用部品及び付属品 全

B4－920 かばん用把手又は携帯用袋物の把手 B4－90 かばん又は携帯用袋物等部品及び付属 一

B4－920 かばん用把手又は携帯用袋物の把手 B4－92 かばん用提げ手又は携帯用袋物の提げ 全

B4－93 かばん用口金又は携帯用袋物の口金 B4－93 かばん用口金又は携帯用袋物の口金 全

B4－94 かばん用錠又は携帯用袋物の錠 B4－94 かばん錠又は携帯用袋物の錠 全

B5－00 その他の履物等 B5－00 その他の履物等 全

B5－01 地下足袋 B5－4 地下足袋 全

B5－020 草履 B5－60 草履 全

B5－020 草履 B5－60A 草履（和草履型） 全

B5－020A 和草履型 B5－60 草履 一

B5－020A 和草履型 B5－60A 草履（和草履型） 全

B5－029 草履部品 B5－69 草履部品 全

B5－030 げた B5－70 げた 全

B5－039 げた部品及び付属品 B5－790 げた部品及び付属品 全

B5－039 げた部品及び付属品 B5－791 鼻緒 全

B5－039 げた部品及び付属品 B5－792 つま掛け 全

B5－10 短靴 B5－1 靴 一

B5－10 短靴 B5－1A 靴（短型） 全

B5－10 短靴 B5－1AF 靴（短型・ズック靴型） 全

B5－10 短靴 B5－1AG 靴（短型・砂よけ付き） 全

B5－10 短靴 B5－1AJ 靴（短型・図柄付き） 全

B5－10 短靴 B5－1AK 靴（短型・甲部緊締型） 全

B5－10 短靴 B5－1AL 靴（短型・ひも編み上げ型） 全

B5－10 短靴 B5－1ALF 靴（短型・ひも編み上げ型・平底型） 全

B5－10 短靴 B5－1AM 靴（短型・メッシュ靴型） 全

B5－10 短靴 B5－1AN 靴（短型・モカシン靴型） 全

B5－10 短靴 B5－1AP 靴（短型・サンダル靴型） 全

B5－10 短靴 B5－1AS 靴（短型・カヌー浅靴型） 全

B5－10 短靴 B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－10 短靴 B5－1DA 靴（総柄模様付き・短型） 全

B5－10 短靴 B5－1DAK 靴（総柄模様付き・短型・甲部緊締式） 全

B5－10 短靴 B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－10 短靴 B5－1EA 靴（ライン柄模様付き・短型） 全

B5－10 短靴 B5－1EAK 靴（ライン柄模様付き・短型・甲部緊締式） 全

B5－10 短靴 B5－3 幼児靴 一

B5－10AA 緊締部有り（その他） B5－1 靴 一

B5－10AA 緊締部有り（その他） B5－1A 靴（短型） 一

B5－10AA 緊締部有り（その他） B5－1AF 靴（短型・ズック靴型） 一

B5－10AA 緊締部有り（その他） B5－1AG 靴（短型・砂よけ付き） 一

B5－10AA 緊締部有り（その他） B5－1AJ 靴（短型・図柄付き） 一

B5－10AA 緊締部有り（その他） B5－1AK 靴（短型・甲部緊締型） 全

B5－10AA 緊締部有り（その他） B5－1AL 靴（短型・ひも編み上げ型） 一

B5－10AA 緊締部有り（その他） B5－1ALF 靴（短型・ひも編み上げ型・平底型） 一

B5－10AA 緊締部有り（その他） B5－1AM 靴（短型・メッシュ靴型） 一

B5－10AA 緊締部有り（その他） B5－1AN 靴（短型・モカシン靴型） 一

B5－10AA 緊締部有り（その他） B5－1AP 靴（短型・サンダル靴型） 一
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B5－10AA 緊締部有り（その他） B5－1AS 靴（短型・カヌー浅靴型） 一

B5－10AA 緊締部有り（その他） B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－10AA 緊締部有り（その他） B5－1DA 靴（総柄模様付き・短型） 一

B5－10AA 緊締部有り（その他） B5－1DAK 靴（総柄模様付き・短型・甲部緊締式） 一

B5－10AA 緊締部有り（その他） B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－10AA 緊締部有り（その他） B5－1EA 靴（ライン柄模様付き・短型） 一

B5－10AA 緊締部有り（その他） B5－1EAK 靴（ライン柄模様付き・短型・甲部緊締式） 一

B5－10AA 緊締部有り（その他） B5－3 幼児靴 一

B5－10AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1 靴 一

B5－10AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1A 靴（短型） 一

B5－10AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1AF 靴（短型・ズック靴型） 一

B5－10AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1AG 靴（短型・砂よけ付き） 一

B5－10AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1AJ 靴（短型・図柄付き） 一

B5－10AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1AK 靴（短型・甲部緊締型） 一

B5－10AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1AL 靴（短型・ひも編み上げ型） 一

B5－10AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1ALF 靴（短型・ひも編み上げ型・平底型） 一

B5－10AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1AM 靴（短型・メッシュ靴型） 一

B5－10AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1AN 靴（短型・モカシン靴型） 一

B5－10AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1AP 靴（短型・サンダル靴型） 一

B5－10AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1AS 靴（短型・カヌー浅靴型） 一

B5－10AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－10AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1DA 靴（総柄模様付き・短型） 一

B5－10AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1DAK 靴（総柄模様付き・短型・甲部緊締式） 一

B5－10AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－10AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1EA 靴（ライン柄模様付き・短型） 一

B5－10AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1EAK 靴（ライン柄模様付き・短型・甲部緊締式） 一

B5－10AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－3 幼児靴 一

B5－10AC 緊締部有り（ひも） B5－1 靴 一

B5－10AC 緊締部有り（ひも） B5－1A 靴（短型） 一

B5－10AC 緊締部有り（ひも） B5－1AF 靴（短型・ズック靴型） 一

B5－10AC 緊締部有り（ひも） B5－1AG 靴（短型・砂よけ付き） 一

B5－10AC 緊締部有り（ひも） B5－1AJ 靴（短型・図柄付き） 一

B5－10AC 緊締部有り（ひも） B5－1AK 靴（短型・甲部緊締型） 一

B5－10AC 緊締部有り（ひも） B5－1AL 靴（短型・ひも編み上げ型） 一

B5－10AC 緊締部有り（ひも） B5－1ALF 靴（短型・ひも編み上げ型・平底型） 一

B5－10AC 緊締部有り（ひも） B5－1AM 靴（短型・メッシュ靴型） 一

B5－10AC 緊締部有り（ひも） B5－1AN 靴（短型・モカシン靴型） 一

B5－10AC 緊締部有り（ひも） B5－1AP 靴（短型・サンダル靴型） 一

B5－10AC 緊締部有り（ひも） B5－1AS 靴（短型・カヌー浅靴型） 一

B5－10AC 緊締部有り（ひも） B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－10AC 緊締部有り（ひも） B5－1DA 靴（総柄模様付き・短型） 一

B5－10AC 緊締部有り（ひも） B5－1DAK 靴（総柄模様付き・短型・甲部緊締式） 一

B5－10AC 緊締部有り（ひも） B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－10AC 緊締部有り（ひも） B5－1EA 靴（ライン柄模様付き・短型） 一

B5－10AC 緊締部有り（ひも） B5－1EAK 靴（ライン柄模様付き・短型・甲部緊締式） 一

B5－10AC 緊締部有り（ひも） B5－3 幼児靴 一

B5－10ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－1 靴 一

B5－10ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－1A 靴（短型） 一

B5－10ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－1AF 靴（短型・ズック靴型） 一

B5－10ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－1AG 靴（短型・砂よけ付き） 一

B5－10ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－1AJ 靴（短型・図柄付き） 一

B5－10ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－1AK 靴（短型・甲部緊締型） 一

B5－10ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－1AL 靴（短型・ひも編み上げ型） 一

B5－10ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－1ALF 靴（短型・ひも編み上げ型・平底型） 一
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B5－10ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－1AM 靴（短型・メッシュ靴型） 一

B5－10ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－1AN 靴（短型・モカシン靴型） 一

B5－10ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－1AP 靴（短型・サンダル靴型） 一

B5－10ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－1AS 靴（短型・カヌー浅靴型） 一

B5－10ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－10ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－1DA 靴（総柄模様付き・短型） 一

B5－10ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－1DAK 靴（総柄模様付き・短型・甲部緊締式） 一

B5－10ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－10ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－1EA 靴（ライン柄模様付き・短型） 一

B5－10ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－1EAK 靴（ライン柄模様付き・短型・甲部緊締式） 一

B5－10ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－3 幼児靴 一

B5－10C 孔有り B5－1AP 靴（短型・サンダル靴型） 一

B5－10C 孔有り B5－3 幼児靴 一

B5－10D ヒール有り B5－1 靴 一

B5－10D ヒール有り B5－1A 靴（短型） 一

B5－10D ヒール有り B5－1AF 靴（短型・ズック靴型） 一

B5－10D ヒール有り B5－1AG 靴（短型・砂よけ付き） 一

B5－10D ヒール有り B5－1AJ 靴（短型・図柄付き） 一

B5－10D ヒール有り B5－1AK 靴（短型・甲部緊締型） 一

B5－10D ヒール有り B5－1AL 靴（短型・ひも編み上げ型） 一

B5－10D ヒール有り B5－1ALF 靴（短型・ひも編み上げ型・平底型） 一

B5－10D ヒール有り B5－1AM 靴（短型・メッシュ靴型） 一

B5－10D ヒール有り B5－1AN 靴（短型・モカシン靴型） 一

B5－10D ヒール有り B5－1AP 靴（短型・サンダル靴型） 一

B5－10D ヒール有り B5－1AS 靴（短型・カヌー浅靴型） 一

B5－10D ヒール有り B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－10D ヒール有り B5－1DA 靴（総柄模様付き・短型） 一

B5－10D ヒール有り B5－1DAK 靴（総柄模様付き・短型・甲部緊締式） 一

B5－10D ヒール有り B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－10D ヒール有り B5－1EA 靴（ライン柄模様付き・短型） 一

B5－10D ヒール有り B5－1EAK 靴（ライン柄模様付き・短型・甲部緊締式） 一

B5－10DA ヒール有り（ハイヒール） B5－1 靴 一

B5－10DA ヒール有り（ハイヒール） B5－1A 靴（短型） 一

B5－10DA ヒール有り（ハイヒール） B5－1AF 靴（短型・ズック靴型） 一

B5－10DA ヒール有り（ハイヒール） B5－1AG 靴（短型・砂よけ付き） 一

B5－10DA ヒール有り（ハイヒール） B5－1AJ 靴（短型・図柄付き） 一

B5－10DA ヒール有り（ハイヒール） B5－1AK 靴（短型・甲部緊締型） 一

B5－10DA ヒール有り（ハイヒール） B5－1AL 靴（短型・ひも編み上げ型） 一

B5－10DA ヒール有り（ハイヒール） B5－1ALF 靴（短型・ひも編み上げ型・平底型） 一

B5－10DA ヒール有り（ハイヒール） B5－1AM 靴（短型・メッシュ靴型） 一

B5－10DA ヒール有り（ハイヒール） B5－1AN 靴（短型・モカシン靴型） 一

B5－10DA ヒール有り（ハイヒール） B5－1AP 靴（短型・サンダル靴型） 一

B5－10DA ヒール有り（ハイヒール） B5－1AS 靴（短型・カヌー浅靴型） 一

B5－10DA ヒール有り（ハイヒール） B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－10DA ヒール有り（ハイヒール） B5－1DA 靴（総柄模様付き・短型） 一

B5－10DA ヒール有り（ハイヒール） B5－1DAK 靴（総柄模様付き・短型・甲部緊締式） 一

B5－10DA ヒール有り（ハイヒール） B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－10DA ヒール有り（ハイヒール） B5－1EA 靴（ライン柄模様付き・短型） 一

B5－10DA ヒール有り（ハイヒール） B5－1EAK 靴（ライン柄模様付き・短型・甲部緊締式） 一

B5－10E 図柄付き B5－1 靴 一

B5－10E 図柄付き B5－1A 靴（短型） 一

B5－10E 図柄付き B5－1AF 靴（短型・ズック靴型） 一

B5－10E 図柄付き B5－1AG 靴（短型・砂よけ付き） 一

B5－10E 図柄付き B5－1AJ 靴（短型・図柄付き） 全
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B5－10E 図柄付き B5－1AK 靴（短型・甲部緊締型） 一

B5－10E 図柄付き B5－1AL 靴（短型・ひも編み上げ型） 一

B5－10E 図柄付き B5－1ALF 靴（短型・ひも編み上げ型・平底型） 一

B5－10E 図柄付き B5－1AM 靴（短型・メッシュ靴型） 一

B5－10E 図柄付き B5－1AN 靴（短型・モカシン靴型） 一

B5－10E 図柄付き B5－1AP 靴（短型・サンダル靴型） 一

B5－10E 図柄付き B5－1AS 靴（短型・カヌー浅靴型） 一

B5－10E 図柄付き B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－10E 図柄付き B5－1DA 靴（総柄模様付き・短型） 全

B5－10E 図柄付き B5－1DAK 靴（総柄模様付き・短型・甲部緊締式） 全

B5－10E 図柄付き B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－10E 図柄付き B5－1EA 靴（ライン柄模様付き・短型） 一

B5－10E 図柄付き B5－1EAK 靴（ライン柄模様付き・短型・甲部緊締式） 一

B5－10E 図柄付き B5－3 幼児靴 一

B5－10H 靴底凹凸模様有り B5－1 靴 一

B5－10H 靴底凹凸模様有り B5－1A 靴（短型） 一

B5－10H 靴底凹凸模様有り B5－1AF 靴（短型・ズック靴型） 一

B5－10H 靴底凹凸模様有り B5－1AG 靴（短型・砂よけ付き） 一

B5－10H 靴底凹凸模様有り B5－1AJ 靴（短型・図柄付き） 一

B5－10H 靴底凹凸模様有り B5－1AK 靴（短型・甲部緊締型） 一

B5－10H 靴底凹凸模様有り B5－1AL 靴（短型・ひも編み上げ型） 一

B5－10H 靴底凹凸模様有り B5－1ALF 靴（短型・ひも編み上げ型・平底型） 一

B5－10H 靴底凹凸模様有り B5－1AM 靴（短型・メッシュ靴型） 一

B5－10H 靴底凹凸模様有り B5－1AN 靴（短型・モカシン靴型） 一

B5－10H 靴底凹凸模様有り B5－1AP 靴（短型・サンダル靴型） 一

B5－10H 靴底凹凸模様有り B5－1AS 靴（短型・カヌー浅靴型） 一

B5－10H 靴底凹凸模様有り B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－10H 靴底凹凸模様有り B5－1DA 靴（総柄模様付き・短型） 一

B5－10H 靴底凹凸模様有り B5－1DAK 靴（総柄模様付き・短型・甲部緊締式） 一

B5－10H 靴底凹凸模様有り B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－10H 靴底凹凸模様有り B5－1EA 靴（ライン柄模様付き・短型） 一

B5－10H 靴底凹凸模様有り B5－1EAK 靴（ライン柄模様付き・短型・甲部緊締式） 一

B5－10H 靴底凹凸模様有り B5－3 幼児靴 一

B5－10HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1 靴 一

B5－10HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1A 靴（短型） 一

B5－10HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1AF 靴（短型・ズック靴型） 一

B5－10HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1AG 靴（短型・砂よけ付き） 一

B5－10HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1AJ 靴（短型・図柄付き） 一

B5－10HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1AK 靴（短型・甲部緊締型） 一

B5－10HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1AL 靴（短型・ひも編み上げ型） 一

B5－10HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1ALF 靴（短型・ひも編み上げ型・平底型） 一

B5－10HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1AM 靴（短型・メッシュ靴型） 一

B5－10HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1AN 靴（短型・モカシン靴型） 一

B5－10HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1AP 靴（短型・サンダル靴型） 一

B5－10HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1AS 靴（短型・カヌー浅靴型） 一

B5－10HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－10HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1DA 靴（総柄模様付き・短型） 一

B5－10HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1DAK 靴（総柄模様付き・短型・甲部緊締式） 一

B5－10HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－10HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1EA 靴（ライン柄模様付き・短型） 一

B5－10HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1EAK 靴（ライン柄模様付き・短型・甲部緊締式） 一

B5－10HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－3 幼児靴 一

B5－10HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1 靴 一

B5－10HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1A 靴（短型） 一
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B5－10HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1AF 靴（短型・ズック靴型） 一

B5－10HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1AG 靴（短型・砂よけ付き） 一

B5－10HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1AJ 靴（短型・図柄付き） 一

B5－10HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1AK 靴（短型・甲部緊締型） 一

B5－10HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1AL 靴（短型・ひも編み上げ型） 一

B5－10HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1ALF 靴（短型・ひも編み上げ型・平底型） 一

B5－10HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1AM 靴（短型・メッシュ靴型） 一

B5－10HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1AN 靴（短型・モカシン靴型） 一

B5－10HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1AP 靴（短型・サンダル靴型） 一

B5－10HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1AS 靴（短型・カヌー浅靴型） 一

B5－10HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－10HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1DA 靴（総柄模様付き・短型） 一

B5－10HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1DAK 靴（総柄模様付き・短型・甲部緊締式） 一

B5－10HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－10HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1EA 靴（ライン柄模様付き・短型） 一

B5－10HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1EAK 靴（ライン柄模様付き・短型・甲部緊締式） 一

B5－10HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－3 幼児靴 一

B5－10HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1 靴 一

B5－10HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1A 靴（短型） 一

B5－10HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1AF 靴（短型・ズック靴型） 一

B5－10HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1AG 靴（短型・砂よけ付き） 一

B5－10HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1AJ 靴（短型・図柄付き） 一

B5－10HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1AK 靴（短型・甲部緊締型） 一

B5－10HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1AL 靴（短型・ひも編み上げ型） 一

B5－10HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1ALF 靴（短型・ひも編み上げ型・平底型） 一

B5－10HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1AM 靴（短型・メッシュ靴型） 一

B5－10HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1AN 靴（短型・モカシン靴型） 一

B5－10HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1AP 靴（短型・サンダル靴型） 一

B5－10HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1AS 靴（短型・カヌー浅靴型） 一

B5－10HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－10HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1DA 靴（総柄模様付き・短型） 一

B5－10HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1DAK 靴（総柄模様付き・短型・甲部緊締式） 一

B5－10HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－10HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1EA 靴（ライン柄模様付き・短型） 一

B5－10HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1EAK 靴（ライン柄模様付き・短型・甲部緊締式） 一

B5－10HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－3 幼児靴 一

B5－10HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1 靴 一

B5－10HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1A 靴（短型） 一

B5－10HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1AF 靴（短型・ズック靴型） 一

B5－10HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1AG 靴（短型・砂よけ付き） 一

B5－10HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1AJ 靴（短型・図柄付き） 一

B5－10HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1AK 靴（短型・甲部緊締型） 一

B5－10HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1AL 靴（短型・ひも編み上げ型） 一

B5－10HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1ALF 靴（短型・ひも編み上げ型・平底型） 一

B5－10HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1AM 靴（短型・メッシュ靴型） 一

B5－10HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1AN 靴（短型・モカシン靴型） 一

B5－10HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1AP 靴（短型・サンダル靴型） 一

B5－10HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1AS 靴（短型・カヌー浅靴型） 一

B5－10HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－10HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1DA 靴（総柄模様付き・短型） 一

B5－10HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1DAK 靴（総柄模様付き・短型・甲部緊締式） 一

B5－10HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－10HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1EA 靴（ライン柄模様付き・短型） 一

B5－10HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1EAK 靴（ライン柄模様付き・短型・甲部緊締式） 一
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B5－11 深靴 B5－1 靴 一

B5－11 深靴 B5－1B 靴（深型） 全

B5－11 深靴 B5－1BK 靴（深型・甲部緊締型） 全

B5－11 深靴 B5－1BKF 靴（深型・甲部緊締型・前チャック型） 全

B5－11 深靴 B5－1BL 靴（深型・ひも編上げ型） 全

B5－11 深靴 B5－1BLF 靴（深型・ひも編上げ型・平底型） 全

B5－11 深靴 B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－11 深靴 B5－1DB 靴（総柄模様付き・深型） 全

B5－11 深靴 B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－11 深靴 B5－1EB 靴（ライン柄模様付き・深型） 全

B5－11 深靴 B5－1EBK 靴（ライン柄模様付き・深型・甲部緊締型） 全

B5－11 深靴 B5－3 幼児靴 一

B5－11AA 緊締部有り（その他） B5－1 靴 一

B5－11AA 緊締部有り（その他） B5－1B 靴（深型） 一

B5－11AA 緊締部有り（その他） B5－1BK 靴（深型・甲部緊締型） 一

B5－11AA 緊締部有り（その他） B5－1BKF 靴（深型・甲部緊締型・前チャック型） 全

B5－11AA 緊締部有り（その他） B5－1BL 靴（深型・ひも編上げ型） 一

B5－11AA 緊締部有り（その他） B5－1BLF 靴（深型・ひも編上げ型・平底型） 一

B5－11AA 緊締部有り（その他） B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－11AA 緊締部有り（その他） B5－1DB 靴（総柄模様付き・深型） 一

B5－11AA 緊締部有り（その他） B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－11AA 緊締部有り（その他） B5－1EB 靴（ライン柄模様付き・深型） 一

B5－11AA 緊締部有り（その他） B5－1EBK 靴（ライン柄模様付き・深型・甲部緊締型） 全

B5－11AA 緊締部有り（その他） B5－3 幼児靴 一

B5－11AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1 靴 一

B5－11AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1B 靴（深型） 一

B5－11AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1BK 靴（深型・甲部緊締型） 一

B5－11AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1BKF 靴（深型・甲部緊締型・前チャック型） 全

B5－11AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1BL 靴（深型・ひも編上げ型） 一

B5－11AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1BLF 靴（深型・ひも編上げ型・平底型） 一

B5－11AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－11AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1DB 靴（総柄模様付き・深型） 一

B5－11AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－11AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1EB 靴（ライン柄模様付き・深型） 一

B5－11AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1EBK 靴（ライン柄模様付き・深型・甲部緊締型） 一

B5－11AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－3 幼児靴 一

B5－11AC 緊締部有り（ひも） B5－1 靴 一

B5－11AC 緊締部有り（ひも） B5－1B 靴（深型） 一

B5－11AC 緊締部有り（ひも） B5－1BK 靴（深型・甲部緊締型） 一

B5－11AC 緊締部有り（ひも） B5－1BKF 靴（深型・甲部緊締型・前チャック型） 一

B5－11AC 緊締部有り（ひも） B5－1BL 靴（深型・ひも編上げ型） 一

B5－11AC 緊締部有り（ひも） B5－1BLF 靴（深型・ひも編上げ型・平底型） 一

B5－11AC 緊締部有り（ひも） B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－11AC 緊締部有り（ひも） B5－1DB 靴（総柄模様付き・深型） 一

B5－11AC 緊締部有り（ひも） B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－11AC 緊締部有り（ひも） B5－1EB 靴（ライン柄模様付き・深型） 一

B5－11AC 緊締部有り（ひも） B5－1EBK 靴（ライン柄模様付き・深型・甲部緊締型） 一

B5－11AC 緊締部有り（ひも） B5－3 幼児靴 一

B5－11ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－1 靴 一

B5－11ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－1B 靴（深型） 一

B5－11ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－1BK 靴（深型・甲部緊締型） 一

B5－11ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－1BKF 靴（深型・甲部緊締型・前チャック型） 一

B5－11ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－1BL 靴（深型・ひも編上げ型） 一

B5－11ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－1BLF 靴（深型・ひも編上げ型・平底型） 一
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B5－11ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－11ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－1DB 靴（総柄模様付き・深型） 一

B5－11ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－11ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－1EB 靴（ライン柄模様付き・深型） 一

B5－11ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－1EBK 靴（ライン柄模様付き・深型・甲部緊締型） 一

B5－11ACA 緊締部有り（ひも）・外羽根式 B5－3 幼児靴 一

B5－11E 図柄付き B5－1 靴 一

B5－11E 図柄付き B5－1B 靴（深型） 一

B5－11E 図柄付き B5－1BK 靴（深型・甲部緊締型） 一

B5－11E 図柄付き B5－1BKF 靴（深型・甲部緊締型・前チャック型） 一

B5－11E 図柄付き B5－1BL 靴（深型・ひも編上げ型） 一

B5－11E 図柄付き B5－1BLF 靴（深型・ひも編上げ型・平底型） 一

B5－11E 図柄付き B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－11E 図柄付き B5－1DB 靴（総柄模様付き・深型） 全

B5－11E 図柄付き B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－11E 図柄付き B5－1EB 靴（ライン柄模様付き・深型） 一

B5－11E 図柄付き B5－1EBK 靴（ライン柄模様付き・深型・甲部緊締型） 一

B5－11E 図柄付き B5－3 幼児靴 一

B5－11H 靴底凹凸模様有り B5－1 靴 一

B5－11H 靴底凹凸模様有り B5－1B 靴（深型） 一

B5－11H 靴底凹凸模様有り B5－1BK 靴（深型・甲部緊締型） 一

B5－11H 靴底凹凸模様有り B5－1BKF 靴（深型・甲部緊締型・前チャック型） 一

B5－11H 靴底凹凸模様有り B5－1BL 靴（深型・ひも編上げ型） 一

B5－11H 靴底凹凸模様有り B5－1BLF 靴（深型・ひも編上げ型・平底型） 一

B5－11H 靴底凹凸模様有り B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－11H 靴底凹凸模様有り B5－1DB 靴（総柄模様付き・深型） 一

B5－11H 靴底凹凸模様有り B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－11H 靴底凹凸模様有り B5－1EB 靴（ライン柄模様付き・深型） 一

B5－11H 靴底凹凸模様有り B5－1EBK 靴（ライン柄模様付き・深型・甲部緊締型） 一

B5－11H 靴底凹凸模様有り B5－3 幼児靴 一

B5－11HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1 靴 一

B5－11HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1B 靴（深型） 一

B5－11HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1BK 靴（深型・甲部緊締型） 一

B5－11HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1BKF 靴（深型・甲部緊締型・前チャック型） 一

B5－11HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1BL 靴（深型・ひも編上げ型） 一

B5－11HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1BLF 靴（深型・ひも編上げ型・平底型） 一

B5－11HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－11HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1DB 靴（総柄模様付き・深型） 一

B5－11HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－11HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1EB 靴（ライン柄模様付き・深型） 一

B5－11HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1EBK 靴（ライン柄模様付き・深型・甲部緊締型） 一

B5－11HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－3 幼児靴 一

B5－11HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1 靴 一

B5－11HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1B 靴（深型） 一

B5－11HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1BK 靴（深型・甲部緊締型） 一

B5－11HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1BKF 靴（深型・甲部緊締型・前チャック型） 一

B5－11HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1BL 靴（深型・ひも編上げ型） 一

B5－11HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1BLF 靴（深型・ひも編上げ型・平底型） 一

B5－11HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－11HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1DB 靴（総柄模様付き・深型） 一

B5－11HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－11HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1EB 靴（ライン柄模様付き・深型） 一

B5－11HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1EBK 靴（ライン柄模様付き・深型・甲部緊締型） 一

B5－11HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－3 幼児靴 一
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B5－11HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1 靴 一

B5－11HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1B 靴（深型） 一

B5－11HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1BK 靴（深型・甲部緊締型） 一

B5－11HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1BKF 靴（深型・甲部緊締型・前チャック型） 一

B5－11HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1BL 靴（深型・ひも編上げ型） 一

B5－11HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1BLF 靴（深型・ひも編上げ型・平底型） 一

B5－11HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－11HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1DB 靴（総柄模様付き・深型） 一

B5－11HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－11HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1EB 靴（ライン柄模様付き・深型） 一

B5－11HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1EBK 靴（ライン柄模様付き・深型・甲部緊締型） 一

B5－11HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－3 幼児靴 一

B5－11HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1 靴 一

B5－11HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1B 靴（深型） 一

B5－11HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1BK 靴（深型・甲部緊締型） 一

B5－11HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1BKF 靴（深型・甲部緊締型・前チャック型） 一

B5－11HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1BL 靴（深型・ひも編上げ型） 一

B5－11HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1BLF 靴（深型・ひも編上げ型・平底型） 一

B5－11HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－11HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1DB 靴（総柄模様付き・深型） 一

B5－11HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－11HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1EB 靴（ライン柄模様付き・深型） 一

B5－11HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1EBK 靴（ライン柄模様付き・深型・甲部緊締型） 一

B5－11HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－3 幼児靴 一

B5－12 長靴 B5－1 靴 一

B5－12 長靴 B5－1C 靴（長型） 全

B5－12 長靴 B5－1CF 靴（長型・履口帯型） 全

B5－12 長靴 B5－1CG 靴（長型・作業用長靴型） 全

B5－12 長靴 B5－1CJ 靴（長型・図柄付き） 全

B5－12 長靴 B5－1CL 靴（長型・ひも編上げ型） 全

B5－12 長靴 B5－1CS 靴（長型・レインシューズ型） 全

B5－12 長靴 B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－12 長靴 B5－1DC 靴（総柄模様付き・長型） 全

B5－12 長靴 B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－12 長靴 B5－1EC 靴（ライン柄模様付き・長型） 全

B5－12 長靴 B5－3 幼児靴 一

B5－12AA 緊締部有り（その他） B5－1 靴 一

B5－12AA 緊締部有り（その他） B5－1C 靴（長型） 一

B5－12AA 緊締部有り（その他） B5－1CF 靴（長型・履口帯型） 一

B5－12AA 緊締部有り（その他） B5－1CG 靴（長型・作業用長靴型） 一

B5－12AA 緊締部有り（その他） B5－1CJ 靴（長型・図柄付き） 一

B5－12AA 緊締部有り（その他） B5－1CL 靴（長型・ひも編上げ型） 一

B5－12AA 緊締部有り（その他） B5－1CS 靴（長型・レインシューズ型） 一

B5－12AA 緊締部有り（その他） B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－12AA 緊締部有り（その他） B5－1DC 靴（総柄模様付き・長型） 一

B5－12AA 緊締部有り（その他） B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－12AA 緊締部有り（その他） B5－1EC 靴（ライン柄模様付き・長型） 一

B5－12AA 緊締部有り（その他） B5－3 幼児靴 一

B5－12AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1 靴 一

B5－12AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1C 靴（長型） 一

B5－12AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1CF 靴（長型・履口帯型） 一

B5－12AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1CG 靴（長型・作業用長靴型） 一

B5－12AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1CJ 靴（長型・図柄付き） 一

B5－12AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1CL 靴（長型・ひも編上げ型） 一
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B5－12AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1CS 靴（長型・レインシューズ型） 一

B5－12AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－12AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1DC 靴（総柄模様付き・長型） 一

B5－12AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－12AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－1EC 靴（ライン柄模様付き・長型） 一

B5－12AB 緊締部有り（スライドファスナー） B5－3 幼児靴 一

B5－12AC 緊締部有り（ひも） B5－1 靴 一

B5－12AC 緊締部有り（ひも） B5－1C 靴（長型） 一

B5－12AC 緊締部有り（ひも） B5－1CF 靴（長型・履口帯型） 一

B5－12AC 緊締部有り（ひも） B5－1CG 靴（長型・作業用長靴型） 一

B5－12AC 緊締部有り（ひも） B5－1CJ 靴（長型・図柄付き） 一

B5－12AC 緊締部有り（ひも） B5－1CL 靴（長型・ひも編上げ型） 全

B5－12AC 緊締部有り（ひも） B5－1CS 靴（長型・レインシューズ型） 一

B5－12AC 緊締部有り（ひも） B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－12AC 緊締部有り（ひも） B5－1DC 靴（総柄模様付き・長型） 一

B5－12AC 緊締部有り（ひも） B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－12AC 緊締部有り（ひも） B5－1EC 靴（ライン柄模様付き・長型） 一

B5－12AC 緊締部有り（ひも） B5－3 幼児靴 一

B5－12DA ヒール有り（ハイヒール） B5－1 靴 一

B5－12DA ヒール有り（ハイヒール） B5－1C 靴（長型） 一

B5－12DA ヒール有り（ハイヒール） B5－1CF 靴（長型・履口帯型） 一

B5－12DA ヒール有り（ハイヒール） B5－1CG 靴（長型・作業用長靴型） 一

B5－12DA ヒール有り（ハイヒール） B5－1CJ 靴（長型・図柄付き） 一

B5－12DA ヒール有り（ハイヒール） B5－1CL 靴（長型・ひも編上げ型） 一

B5－12DA ヒール有り（ハイヒール） B5－1CS 靴（長型・レインシューズ型） 一

B5－12DA ヒール有り（ハイヒール） B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－12DA ヒール有り（ハイヒール） B5－1DC 靴（総柄模様付き・長型） 一

B5－12DA ヒール有り（ハイヒール） B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－12DA ヒール有り（ハイヒール） B5－1EC 靴（ライン柄模様付き・長型） 一

B5－12E 図柄付き B5－1 靴 一

B5－12E 図柄付き B5－1C 靴（長型） 一

B5－12E 図柄付き B5－1CF 靴（長型・履口帯型） 一

B5－12E 図柄付き B5－1CG 靴（長型・作業用長靴型） 一

B5－12E 図柄付き B5－1CJ 靴（長型・図柄付き） 全

B5－12E 図柄付き B5－1CL 靴（長型・ひも編上げ型） 一

B5－12E 図柄付き B5－1CS 靴（長型・レインシューズ型） 一

B5－12E 図柄付き B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－12E 図柄付き B5－1DC 靴（総柄模様付き・長型） 全

B5－12E 図柄付き B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－12E 図柄付き B5－1EC 靴（ライン柄模様付き・長型） 一

B5－12E 図柄付き B5－3 幼児靴 一

B5－12G 履口帯状装飾有り B5－1 靴 一

B5－12G 履口帯状装飾有り B5－1C 靴（長型） 一

B5－12G 履口帯状装飾有り B5－1CF 靴（長型・履口帯型） 全

B5－12G 履口帯状装飾有り B5－1CG 靴（長型・作業用長靴型） 一

B5－12G 履口帯状装飾有り B5－1CJ 靴（長型・図柄付き） 一

B5－12G 履口帯状装飾有り B5－1CL 靴（長型・ひも編上げ型） 一

B5－12G 履口帯状装飾有り B5－1CS 靴（長型・レインシューズ型） 一

B5－12G 履口帯状装飾有り B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－12G 履口帯状装飾有り B5－1DC 靴（総柄模様付き・長型） 一

B5－12G 履口帯状装飾有り B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－12G 履口帯状装飾有り B5－1EC 靴（ライン柄模様付き・長型） 一

B5－12G 履口帯状装飾有り B5－3 幼児靴 一

B5－12H 靴底凹凸模様有り B5－1 靴 一
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B5－12H 靴底凹凸模様有り B5－1C 靴（長型） 一

B5－12H 靴底凹凸模様有り B5－1CF 靴（長型・履口帯型） 一

B5－12H 靴底凹凸模様有り B5－1CG 靴（長型・作業用長靴型） 一

B5－12H 靴底凹凸模様有り B5－1CJ 靴（長型・図柄付き） 一

B5－12H 靴底凹凸模様有り B5－1CL 靴（長型・ひも編上げ型） 一

B5－12H 靴底凹凸模様有り B5－1CS 靴（長型・レインシューズ型） 一

B5－12H 靴底凹凸模様有り B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－12H 靴底凹凸模様有り B5－1DC 靴（総柄模様付き・長型） 一

B5－12H 靴底凹凸模様有り B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－12H 靴底凹凸模様有り B5－1EC 靴（ライン柄模様付き・長型） 一

B5－12H 靴底凹凸模様有り B5－3 幼児靴 一

B5－12HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1 靴 一

B5－12HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1C 靴（長型） 一

B5－12HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1CF 靴（長型・履口帯型） 一

B5－12HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1CG 靴（長型・作業用長靴型） 一

B5－12HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1CJ 靴（長型・図柄付き） 一

B5－12HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1CL 靴（長型・ひも編上げ型） 一

B5－12HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1CS 靴（長型・レインシューズ型） 一

B5－12HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－12HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1DC 靴（総柄模様付き・長型） 一

B5－12HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－12HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－1EC 靴（ライン柄模様付き・長型） 一

B5－12HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－3 幼児靴 一

B5－12HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1 靴 一

B5－12HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1C 靴（長型） 一

B5－12HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1CF 靴（長型・履口帯型） 一

B5－12HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1CG 靴（長型・作業用長靴型） 一

B5－12HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1CJ 靴（長型・図柄付き） 一

B5－12HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1CL 靴（長型・ひも編上げ型） 一

B5－12HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1CS 靴（長型・レインシューズ型） 一

B5－12HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－12HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1DC 靴（総柄模様付き・長型） 一

B5－12HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－12HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－1EC 靴（ライン柄模様付き・長型） 一

B5－12HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－3 幼児靴 一

B5－12HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1 靴 一

B5－12HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1C 靴（長型） 一

B5－12HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1CF 靴（長型・履口帯型） 一

B5－12HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1CG 靴（長型・作業用長靴型） 一

B5－12HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1CJ 靴（長型・図柄付き） 一

B5－12HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1CL 靴（長型・ひも編上げ型） 一

B5－12HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1CS 靴（長型・レインシューズ型） 一

B5－12HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－12HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1DC 靴（総柄模様付き・長型） 一

B5－12HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－12HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－1EC 靴（ライン柄模様付き・長型） 一

B5－12HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄形基調型） B5－3 幼児靴 一

B5－12HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1 靴 一

B5－12HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1C 靴（長型） 一

B5－12HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1CF 靴（長型・履口帯型） 一

B5－12HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1CG 靴（長型・作業用長靴型） 一

B5－12HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1CJ 靴（長型・図柄付き） 一

B5－12HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1CL 靴（長型・ひも編上げ型） 一

B5－12HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1CS 靴（長型・レインシューズ型） 一
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B5－12HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1D 靴（総柄模様付き） 一

B5－12HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1DC 靴（総柄模様付き・長型） 一

B5－12HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1E 靴（ライン柄模様付き） 一

B5－12HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－1EC 靴（ライン柄模様付き・長型） 一

B5－12HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－3 幼児靴 一

B5－20 運動用特殊靴 B5－20 運動用特殊靴 全

B5－2100 スキー靴 B5－210 スキー靴 全

B5－2100 スキー靴 B5－210A スキー靴（バックル緊締型） 全

B5－2100A バックル緊締型 B5－210A スキー靴（バックル緊締型） 全

B5－219 スキー靴部品及び付属品 B5－219 スキー靴部品及び付属品 全

B5－220 スケート靴 B5－220 スケート靴 全

B5－229 スケート靴部品及び付属品 B5－229 スケート靴部品及び付属品 全

B5－23 体操用靴等 B5－23 体操用靴等 全

B5－500 サンダル B5－50 サンダル 全

B5－500 サンダル B5－50A サンダル（つっかけ型） 全

B5－500 サンダル B5－50AA サンダル（つっかけ型・バックストラップ付 全

B5－500 サンダル B5－50B サンダル（ミュール型） 全

B5－500AA 爪先開口型 B5－50A サンダル（つっかけ型） 全

B5－500AB 爪先開口型・バックストラップ付き B5－50AA サンダル（つっかけ型・バックストラップ付 全

B5－500AC 爪先被覆型 B5－50B サンダル（ミュール型） 一

B5－500AD 爪先被覆型・バックストラップ付き B5－50B サンダル（ミュール型） 一

B5－5900 サンダル部品 B5－590 サンダル部品 全

B5－5900 サンダル部品 B5－592 サンダル用天台 全

B5－591 サンダルバンド B5－591 サンダルバンド，スリッパバンド 全

B5－80 室内履き B2－43 室内履き又は靴下カバー 一

B5－80 室内履き B2－43A 室内履き又は靴下カバー（短型） 一

B5－80 室内履き B2－43AA 室内履き又は靴下カバー（短型・底部付 一

B5－80 室内履き B2－43B 室内履き又は靴下カバー（深型） 一

B5－80 室内履き B2－43C 室内履き又は靴下カバー（具象型） 一

B5－80 室内履き B2－43D 室内履き又は靴下カバー（足袋型） 一

B5－80 室内履き B5－8 スリッパ 全

B5－80 室内履き B5－8A スリッパ（ミュール型） 全

B5－80AA 爪先開口型 B2－43 室内履き又は靴下カバー 一

B5－80AA 爪先開口型 B2－43A 室内履き又は靴下カバー（短型） 一

B5－80AA 爪先開口型 B2－43AA 室内履き又は靴下カバー（短型・底部付 一

B5－80AA 爪先開口型 B5－8 スリッパ 一

B5－80AA 爪先開口型 B5－8A スリッパ（ミュール型） 一

B5－80AB 爪先被覆型 B2－43 室内履き又は靴下カバー 一

B5－80AB 爪先被覆型 B2－43A 室内履き又は靴下カバー（短型） 一

B5－80AB 爪先被覆型 B2－43AA 室内履き又は靴下カバー（短型・底部付 一

B5－80AB 爪先被覆型 B5－8 スリッパ 一

B5－80AB 爪先被覆型 B5－8A スリッパ（ミュール型） 一

B5－80AC 靴型 B2－43 室内履き又は靴下カバー 一

B5－80AC 靴型 B2－43A 室内履き又は靴下カバー（短型） 一

B5－80AC 靴型 B2－43AA 室内履き又は靴下カバー（短型・底部付 一

B5－80AC 靴型 B2－43B 室内履き又は靴下カバー（深型） 一

B5－80AC 靴型 B5－8 スリッパ 一

B5－80AC 靴型 B5－8A スリッパ（ミュール型） 一

B5－80AD 指分割型 B2－43 室内履き又は靴下カバー 一

B5－80AD 指分割型 B2－43A 室内履き又は靴下カバー（短型） 一

B5－80AD 指分割型 B2－43AA 室内履き又は靴下カバー（短型・底部付 一

B5－80AD 指分割型 B2－43B 室内履き又は靴下カバー（深型） 一

B5－80AD 指分割型 B2－43D 室内履き又は靴下カバー（足袋型） 一

B5－80AD 指分割型 B5－8 スリッパ 一
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B5－80AD 指分割型 B5－8A スリッパ（ミュール型） 一

B5－80AE 具象型 B2－43 室内履き又は靴下カバー 一

B5－80AE 具象型 B2－43A 室内履き又は靴下カバー（短型） 一

B5－80AE 具象型 B2－43AA 室内履き又は靴下カバー（短型・底部付 一

B5－80AE 具象型 B2－43B 室内履き又は靴下カバー（深型） 一

B5－80AE 具象型 B2－43C 室内履き又は靴下カバー（具象型） 一

B5－80AE 具象型 B2－43D 室内履き又は靴下カバー（足袋型） 一

B5－80AE 具象型 B5－8 スリッパ 一

B5－80AE 具象型 B5－8A スリッパ（ミュール型） 一

B5－90 履物等部品及び付属品 B5－90 履物等部品及び付属品 全

B5－910 履物部品 B5－910 履物部品 全

B5－911 靴甲皮 B5－911 靴甲皮 全

B5－91200 履物用底又は履物用台 B5－9120 履物用底又は履物用台 全

B5－91200 履物用底又は履物用台 B5－9120A 履物用底又は履物用台（運動靴底型） 全

B5－91200HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－9120 履物用底又は履物用台 一

B5－91200HA 靴底凹凸模様有り（ドット基調型） B5－9120A 履物用底又は履物用台（運動靴底型） 一

B5－91200HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－9120 履物用底又は履物用台 一

B5－91200HB 靴底凹凸模様有り（波線基調型） B5－9120A 履物用底又は履物用台（運動靴底型） 一

B5－91200HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄型基調型） B5－9120 履物用底又は履物用台 一

B5－91200HC 靴底凹凸模様有り（馬蹄型基調型） B5－9120A 履物用底又は履物用台（運動靴底型） 一

B5－91200HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－9120 履物用底又は履物用台 一

B5－91200HD 靴底凹凸模様有り（スパイク金具付き型） B5－9120A 履物用底又は履物用台（運動靴底型） 一

B5－9122 サンダル台型 B5－9120B 履物用台又は履物用台（サンダル台型） 全

B5－9123 和草履底・台型 B5－9120C 履物用底又は履物用台（和草履底・台 全

B5－9124 げた台型 B5－9120D 履物用底又は履物用台（げた台型） 全

B5－9125 地下足袋型 B5－9120E 履物用底又は履物用台（地下足袋底型） 全

B5－9129 履物用底又は履物用台部品 B5－9129 履物用底又は履物用台部品 全

B5－913 靴周縁テープ B5－913 靴周縁テープ 全

B5－9140 靴底金具 B5－914 靴底金具 全

B5－9140 靴底金具 B5－914A 靴底金具（靴びょう型） 全

B5－9140A 靴びょう型 B5－914A 靴底金具（靴びょう型） 全

B5－915 靴ひも掛け具等 B5－915 靴ひも掛け具等 全

B5－920 履物付属品 B5－920 履物付属品 全

B5－921 靴カバー等 B5－921 靴カバー等 全

B5－922 靴中敷き B5－922 靴中敷き 全

B5－930 靴べら B5－010 靴べら 全

B5－930 靴べら B5－010A 靴べら（柄付き） 全

B5－930 靴べら B5－011 多用途型靴べら 全

B5－930A 柄付き B5－010A 靴べら（柄付き） 全

B5－930B 多用途型 B5－010A 靴べら（柄付き） 一

B5－930B 多用途型 B5－011 多用途型靴べら 全

B5－939 靴べら部品 B5－019 靴べら部品 全

B5－94 脱靴具等 B5－02 脱靴具等 全

B5－95 靴保型具 B5－03 靴保型具 全

B5－95 靴保型具 B5－03A 靴保型具（足型） 全

B5－95A 足型 B5－03A 靴保型具（足型） 全

B6－00 その他の喫煙用具及び点火器 B6－0 その他の喫煙用具及び点火器 全

B6－00 その他の喫煙用具及び点火器 B6－32 マッチ火消し 全

B6－10 喫煙用パイプ B6－10 喫煙用パイプ 全

B6－1900 喫煙用パイプ部品及び付属品 B6－190 喫煙用パイプ部品及び付属品 全

B6－1900 喫煙用パイプ部品及び付属品 B6－191 喫煙用パイプ立て 全

B6－200 たばこ入れ B6－20 たばこ入れ 全

B6－200 たばこ入れ B6－20A たばこ入れ（携帯型） 全

B6－200A 携帯型 B6－20A たばこ入れ（携帯型） 全
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B6－29 たばこ入れ部品及び付属品 B6－29 たばこ入れ部品及び付属品 全

B6－300 灰皿 B6－30 灰皿 全

B6－300 灰皿 B6－30D 灰皿（回転型） 全

B6－300 灰皿 B6－30E 灰皿（具象型） 全

B6－300 灰皿 B6－31 多用途型灰皿 全

B6－33 灰皿（スタンド型） B6－30A 灰皿（スタンド型） 全

B6－34 灰皿（取付け型） B6－30B 灰皿（取付け型） 全

B6－35 灰皿（携帯型） B6－30C 灰皿（携帯型） 全

B6－39 灰皿部品及び付属品 B6－39 灰皿部品及び付属品 全

B6－40 点火器 B6－40 点火器 全

B6－41 多機能型ライター B6－41 多用途型ライター 全

B6－420 卓上ライター B6－42 卓上ライター 全

B6－420 卓上ライター B6－42A 卓上ライター（具象型） 全

B6－420A 具象型 B6－42A 卓上ライター（具象型） 全

B6－430 携帯ライター B6－43 携帯ライター 全

B6－430 携帯ライター B6－43B 携帯ライター（ふた無し型） 全

B6－430 携帯ライター B6－43BA 携帯ライター（ふた無し発火やすり露出 全

B6－430 携帯ライター B6－43BB 携帯ライター（ふた無し横回し型） 全

B6－430 携帯ライター B6－43BC 携帯ライター（ふた無し押下げ型） 全

B6－430 携帯ライター B6－43BD 携帯ライター（ふた無しボタンスイッチ型） 全

B6－430AA 発火やすり露出型 B6－43BA 携帯ライター（ふた無し発火やすり露出 全

B6－430AB 横回し型 B6－43BB 携帯ライター（ふた無し横回し型） 全

B6－430AC 押下げ型 B6－43BC 携帯ライター（ふた無し押下げ型） 全

B6－430AD ボタンスイッチ型 B6－43BD 携帯ライター（ふた無しボタンスイッチ型） 全

B6－430B 着火操作部スライド式 B6－43B 携帯ライター（ふた無し型） 一

B6－431 携帯ライター（ふた付き） B6－43C 携帯ライター（ふた付き型） 全

B6－431 携帯ライター（ふた付き） B6－43CA 携帯ライター（オートマット型） 全

B6－431 携帯ライター（ふた付き） B6－43CB 携帯ライター（ふた付き横回し型） 全

B6－431 携帯ライター（ふた付き） B6－43CC 携帯ライター（ふた付き押下げ型） 全

B6－431 携帯ライター（ふた付き） B6－43CD 携帯ライター（ふた付きボタンスイッチ型） 全

B6－431AA オートマット型 B6－43CA 携帯ライター（オートマット型） 全

B6－431AB 横回し型 B6－43CB 携帯ライター（ふた付き横回し型） 全

B6－431AC 押下げ型 B6－43CC 携帯ライター（ふた付き押下げ型） 全

B6－431AD ボタンスイッチ型 B6－43CD 携帯ライター（ふた付きボタンスイッチ型） 全

B6－431B 着火操作部スライド式 B6－43C 携帯ライター（ふた付き型） 一

B6－432 携帯ライター（具象型） B6－43A 携帯ライター（具象型） 全

B6－44 ガス点火器 B6－44 ガス点火器 全

B6－490 点火器部品及び付属品 B6－490 点火器部品及び付属品 全

B6－491 点火器用部品 B6－491 点火器用部品 全

B6－500 マッチ及びマッチ箱 B6－50 マッチ及びマッチ箱 全

B6－500 マッチ及びマッチ箱 B6－50A マッチ及びマッチ箱（ブックマッチ型） 全

B6－500A ブックマッチ型 B6－50A マッチ及びマッチ箱（ブックマッチ型） 全

B6－51 マッチ棒 B6－51 マッチ棒 全

B6－6 一組の喫煙用具セット B6－6 ※一組の喫煙用具セット 全

B7－00 その他の化粧用具又は理容用具 B7－00 その他の化粧用具又は理容用具 全

B7－0100 化粧品入れ B7－010 化粧品入れ 全

B7－0100 化粧品入れ B7－011 コンパクト 全

B7－0100A コンパクト型 B7－010 化粧品入れ 一

B7－0100A コンパクト型 B7－011 コンパクト 全

B7－020 化粧用具入れ B7－020 化粧用具入れ 全

B7－021 口紅立て B7－021 口紅立て 全

B7－10 化粧用具 B7－10 化粧用具 全

B7－11 パフ B7－11 パフ 全

B7－120 化粧用ブラシ B7－120 化粧用ブラシ 全
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B7－121 化粧用鉛筆 B7－121 化粧用鉛筆 全

B7－13 まつげ化粧用具 B7－13 まつげ化粧用具 全

B7－140 マニキュア用具 B7－140 マニキュア用具 全

B7－1410 つめ切り B7－1410 つめ切り 全

B7－1419 つめ切り部品及び付属品 B7－1419 つめ切り部品及び付属品 全

B7－142 電気つめ磨き器 B7－142 電気つめ磨き器 全

B7－20 理容用具 B7－200 理容用具 全

B7－20 理容用具 B7－201 理容用石鹸泡立て器 全

B7－21 鼻毛切り器 B7－21 鼻毛切り器 全

B7－220 かみそり B7－220 かみそり 全

B7－2210 安全かみそり B7－221 安全かみそり 全

B7－2210 安全かみそり B7－221A 安全かみそり（片刃型） 全

B7－2210A 片刃型 B7－221A 安全かみそり（片刃型） 全

B7－222 日本かみそり B7－222 日本かみそり 全

B7－223 西洋かみそり B7－223 西洋かみそり 全

B7－224 ヘアーカットレザー B7－224 ヘアーカットレザー 全

B7－2290 かみそり部品及び付属品 B7－2290 かみそり部品及び付属品 全

B7－22910 安全かみそり用替え刃 B7－2291 安全かみそり用替え刃 全

B7－22910 安全かみそり用替え刃 B7－2291A 安全かみそり用替え刃（片刃型） 全

B7－22910A 片刃型 B7－2291A 安全かみそり用替え刃（片刃型） 全

B7－2300 電気かみそり B7－230 電気かみそり 全

B7－2300 電気かみそり B7－230A 電気かみそり（丸刃一連型） 全

B7－2300 電気かみそり B7－230B 電気かみそり（丸刃二連型） 全

B7－2300 電気かみそり B7－230C 電気かみそり（丸刃三連型） 全

B7－2300 電気かみそり B7－230D 電気かみそり（角刃型） 全

B7－2300 電気かみそり B7－230E 電気かみそり（脇毛そり型） 全

B7－2300AA 丸刃一連型 B7－230A 電気かみそり（丸刃一連型） 全

B7－2300AB 丸刃二連型 B7－230B 電気かみそり（丸刃二連型） 全

B7－2300AC 丸刃三連型 B7－230C 電気かみそり（丸刃三連型） 全

B7－2300AD 角刃型 B7－230D 電気かみそり（角刃型） 全

B7－2300AE スティック型 B7－230E 電気かみそり（脇毛そり型） 全

B7－23900 電気かみそり部品及び付属品 B7－2390 電気かみそり部品及び付属品 全

B7－23900 電気かみそり部品及び付属品 B7－2391 電気かみそり部品 全

B7－23900 電気かみそり部品及び付属品 B7－2392 電気かみそり付属品 全

B7－30 整髪具 B7－30 整髪具 全

B7－310 くし B7－310 くし 全

B7－319 くし部品及び付属品 B7－319 くし部品及び付属品 全

B7－320 ヘアーブラシ B7－320 ヘアーブラシ 全

B7－329 ヘアーブラシ部品及び付属品 B7－329 ヘアーブラシ部品及び付属品 全

B7－330 ヘアーカーラー等 B7－330 ヘアーカーラー等 全

B7－331 ヘアーカーラー用クリップ B7－331 ヘアーカーラー用クリップ 全

B7－332 ヘアーカーラー用加熱器 B7－332 ヘアーカーラー用加熱器 全

B7－339 ヘアーカーラー等部品及び付属品 B7－339 ヘアーカーラー等部品及び付属品 全

B7－3400 ヘアードライヤー等 B7－340 ヘアードライヤー等 全

B7－3400 ヘアードライヤー等 B7－340C ヘアードライヤー等（かばん・ケース型） 全

B7－3401 ヘアードライヤー等（スタンド及びアーム
式かぶり型）

B7－340A ヘアードライヤー等（スタンド及びアーム
式かぶり型）

全

B7－3402 ヘアードライヤー等（筒・アタッチメント型） B7－340B ヘアードライヤー等（筒・アタッチメント型） 全

B7－341 ヘアーアイロン B7－341 ヘアーアイロン 全

B7－3490 ヘアードライヤー等部品及び付属品 B7－3490 ヘアードライヤー等部品及び付属品 全

B7－3491 ヘアードライヤー取付け用くし及びヘアー
ドライヤー取付け用ブラシ

B7－3491 ヘアードライヤー取付け用くし及びヘアー
ドライヤー取付け用ブラシ

全

B7－3492 ヘアードライヤー用スタンド及びヘアーア
イロン用スタンド

B7－3492 ヘアードライヤー用スタンド及びヘアーア
イロン用スタンド

全

B7－350 バリカン B7－350 バリカン 全
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B7－351 電気バリカン B7－351 電気バリカン 全

B7－359 バリカン部品及び付属品 B7－359 バリカン部品及び付属品 全

B7－40 懐中鏡及び手鏡 B7－40 懐中鏡及び手鏡 全

B7－41 懐中鏡 B7－41 懐中鏡 全

B7－42 手鏡 B7－42 手鏡 全

B7－49 懐中鏡及び手鏡部品及び付属品 B7－49 懐中鏡及び手鏡部品及び付属品 全

B7－5 固形化粧料 B7－5 固形化粧料 全

B9－0 その他の衣服及び身の回り品汎用部品
及び付属品

B9－0 その他の衣服及び身の回り品汎用部品
及び付属品

全

B9－10 衣服及び身の回り品部品 B9－10 衣服及び身の回り品部品 全

B9－110 衣服及び身の回り品用止め金具 B9－110 衣服及び身の回り品 全

B9－111 衣服用ボタン等 B9－111 衣服用ボタン等 全

B9－112 衣服用スナップ等 B9－112 衣服用スナップ等 全

B9－113 衣服用ホック等 B9－113 衣服用ホック等 全

B9－1140 スライドファスナー B9－1140 スライドファスナー 全

B9－11490 スライドファスナー部品 B9－11490 スライドファスナー部品 全

B9－11491 スライドファスナー用スライダー B9－11491 スライドファスナー用スライダー 全

B9－11492 スライドファスナー用スライダーの引手 B9－11492 スライドファスナー用スライダーの引手 全

B9－12 衣服及び身の回り品用掛止め金具又は
衣服及び身の回り品用はさみ止め金具

B9－12 衣服及び身の回り品用掛け止め金具又
は衣服及び身の回り品用はさみ止め金

全

B9－121 衣服及び身の回り品用掛止め金具又は
衣服及び身の回り品用はさみ止め金具
（ボタン掛け型）

B9－12A 衣服及び身の回り品用掛け止め金具又
は衣服及び身の回り品用はさみ止め金
具（ボタン掛け型）

全

B9－122 衣服及び身の回り品用掛止め金具又は
衣服及び身の回り品用はさみ止め金具
（はさみ止め型）

B9－12B 衣服及び身の回り品用掛け止め金具又
は衣服及び身の回り品用はさみ止め金
具（はさみ止め型）

全

B9－1300 衣服及び身の回り品用連結金具 B9－130 衣服及び身の回り品用連結金具 全

B9－1300 衣服及び身の回り品用連結金具 B9－130A 衣服及び身の回り品用連結金具（単板 全

B9－1300 衣服及び身の回り品用連結金具 B9－131 多用途型バックル 全

B9－132 衣服及び身の回り品用連結金具（穴掛け B9－130B 衣服及び身の回り品用連結金具（穴掛け 全

B9－133 衣服及び身の回り品用連結金具（雌雄 B9－130C 衣服及び身の回り品用連結金具（雌雄 全

B9－139 衣服及び身の回り品用連結金具部品及
び付属品

B9－139 衣服及び身の回り品用連結金具部品及
び付属品

全

B9－1400 衣服及び身の回り品用調節金具 B9－140 衣服及び身の回り品用調節金具 全

B9－1400 衣服及び身の回り品用調節金具 B9－140A 衣服及び身の回り品用調節金具（単板 全

B9－1400 衣服及び身の回り品用調節金具 B9－140AA 衣服及び身の回り品用調節金具（単板
型・止めわき付き）

全

B9－1400A 入れ子式型 B9－140 衣服及び身の回り品用調節金具 一

B9－149 衣服及び身の回り品用調節金具部品 B9－149 衣服及び身の回り品用調節金具部品 全

B9－15 衣服及び身の回り品用飾り金具 B9－15 衣服及び身の回り品用飾り金具 全

B9－200 衣服及び身の回り品付属品 B9－20 衣服及び身の回り品付属品 一

B9－21 安全ピン B9－21 安全ピン 全

C0－00 Ｃ１～Ｃ７に属さないその他の生活用品雑 C0－0 Ｃ１～Ｃ７に属さないその他の生活用品雑 一

C0－10 小物整理用具 C0－10 卓上身の回り品整理用具 全

C0－110 小物整理箱 C0－110 卓上身の回り品整理箱 全

C0－110A 携帯用型 C0－110 卓上身の回り品整理箱 一

C0－1110 宝石箱 C0－111 宝石箱 全

C0－1110 宝石箱 C0－111A 宝石箱（鏡台型） 全

C0－1110 宝石箱 C0－111B 宝石箱（具象型） 全

C0－1110A 鏡台型 C0－111A 宝石箱（鏡台型） 全

C0－1110B 具象型 C0－111B 宝石箱（具象型） 全

C0－112 装身具整理用具 C0－112 卓上装身具ケース 全

C0－12 小物整理皿 C0－12 卓上身の回り品整理皿 全

C0－13 小物保持具 C0－13 卓上身の回り品保持具 全

C0－200 家庭用噴霧器 C0－20 家庭用噴霧器 全

C0－200 家庭用噴霧器 C0－20A 家庭用噴霧器（ひしゃく型） 全
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C0－200 家庭用噴霧器 C0－20B 家庭用噴霧器（ガン型） 全

C0－200 家庭用噴霧器 C0－20C 家庭用噴霧器（口吹き型） 全

C0－200A ガン型 C0－20B 家庭用噴霧器（ガン型） 全

C0－290 家庭用噴霧器部品及び付属品 C0－290 家庭用噴霧器部品及び付属品 全

C0－291 家庭用噴霧器のノズル C0－291 家庭用噴霧器のノズル 全

C0－30 裁縫具 C0－30 裁縫具 全

C0－31 裁縫箱 C0－31 裁縫箱 全

C0－32 裁縫用へら C0－32 裁縫用へら 全

C0－33 裁縫用糸巻き C0－33 裁縫用糸巻き 全

C0－34 裁縫針 C0－34 裁縫針 全

C0－35 針刺し C0－35 針刺し 全

C0－36 裁縫用裁寸具 C0－36 裁縫用裁寸具 全

C0－37 指抜き C0－37 指抜き 全

C0－38 刺しゅう枠 C0－38 刺しゅう枠 全

C1－00 その他の寝具，床敷物，カーテン等 C1－0 その他の寝具，床敷物，カーテン等 一

C1－100 寝具 C1－10 寝具 一

C1－1100 まくら C1－110 まくら 一

C1－1100 まくら C1－119 ※まくらの芯材 一

C1－1100A 具象型 C1－110 まくら 一

C1－1100B 支持台付き C1－110 まくら 一

C1－1190 まくら部品及び付属品 C1－119 まくら部品及び付属品 一

C1－140 布団・毛布等 C1－10 寝具 一

C1－140 布団・毛布等 C1－12 毛布及び敷布 一

C1－140 布団・毛布等 C1－13 布団及びマットレス 一

C1－140 布団・毛布等 C1－13A 布団及びマットレス（変形） 一

C1－141 掛け布団 C1－12 ※掛け布団 一

C1－141 掛け布団 C1－13 ※掛け布団 一

C1－141 掛け布団 C1－13A ※掛け布団 一

C1－141A 平面形状首出し部くぼみ型 C1－12 ※掛け布団 一

C1－141A 平面形状首出し部くぼみ型 C1－13 ※掛け布団 一

C1－141A 平面形状首出し部くぼみ型 C1－13A ※掛け布団 一

C1－141BA 模様有り型 C1－12 ※掛け布団 一

C1－141BA 模様有り型 C1－13 ※掛け布団 一

C1－141BA 模様有り型 C1－13A ※掛け布団 一

C1－141BB キルト・縫い目模様有り型 C1－12 ※掛け布団 一

C1－141BB キルト・縫い目模様有り型 C1－13 ※掛け布団 一

C1－141BB キルト・縫い目模様有り型 C1－13A ※掛け布団 一

C1－142 毛布・タオルケット C1－12 ※毛布，タオルケット 一

C1－142 毛布・タオルケット C1－13 ※毛布，タオルケット 一

C1－142 毛布・タオルケット C1－13A ※毛布，タオルケット 一

C1－142A 平面形状首出し部くぼみ型 C1－12 ※毛布，タオルケット 一

C1－142A 平面形状首出し部くぼみ型 C1－13 ※毛布，タオルケット 一

C1－142A 平面形状首出し部くぼみ型 C1－13A ※毛布，タオルケット 一

C1－142B 模様有り型 C1－12 ※毛布，タオルケット 一

C1－142B 模様有り型 C1－13 ※毛布，タオルケット 一

C1－142B 模様有り型 C1－13A ※毛布，タオルケット 一

C1－143 敷き布団・マットレス C1－12 ※毛布，タオルケット 一

C1－143 敷き布団・マットレス C1－13 ※敷き布団，こたつ用敷き布団，マット
レス

一

C1－143 敷き布団・マットレス C1－13A ※敷き布団，こたつ用敷き布団，マット
レス

一

C1－144 エアーマットレス C1－12 ※エアーマットレス 一

C1－144 エアーマットレス C1－13 ※エアーマットレス 一

C1－144 エアーマットレス C1－13A ※エアーマットレス 一
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C1－145 寝袋 C1－12 ※寝袋 一

C1－145 寝袋 C1－13 ※寝袋 一

C1－145 寝袋 C1－13A ※寝袋 一

C1－1490 布団・毛布等部品及び付属品 C1－10 寝具 一

C1－1490 布団・毛布等部品及び付属品 C1－12 毛布及び敷布 一

C1－1490 布団・毛布等部品及び付属品 C1－13 布団及びマットレス 一

C1－1490 布団・毛布等部品及び付属品 C1－13A 布団及びマットレス（変形） 一

C1－1491 芯材・充填材 C1－10 ※芯材，充填材 一

C1－1491 芯材・充填材 C1－13 ※芯材，充填材 一

C1－1491 芯材・充填材 C1－13A ※芯材，充填材 一

C1－1492 布団カバー等 C1－12 ※敷布，毛布カバー 一

C1－1492 布団カバー等 C1－13 ※布団カバー，掛け布団カバー，敷き
布団カバー，こたつ布団カバー

一

C1－1492 布団カバー等 C1－13A ※布団カバー，掛け布団カバー，敷き
布団カバー，こたつ布団カバー

一

C1－1493 衿元掛け具 C1－12 ※衿元掛け具 一

C1－1493 衿元掛け具 C1－13 ※衿元掛け具 一

C1－1493 衿元掛け具 C1－13A ※衿元掛け具 一

C1－1494 布団滑り止め具 C1－10 ※布団滑り止め具 一

C1－19 寝具の部品及び付属品 C1－0 その他の寝具，床敷物，カーテン等 一

C1－19 寝具の部品及び付属品 C1－10 寝具 一

C1－200 座布団及びクッション C1－110 ※抱きまくら，首まくら，足まくら 一

C1－200 座布団及びクッション C1－20 座布団及びクッション 一

C1－200AA 平面形状円形・ドーナツ型 C1－20 座布団及びクッション 一

C1－200AB 具象型 C1－20 座布団及びクッション 一

C1－200B 模様有り型 C1－20 座布団及びクッション 一

C1－290 座布団及びクッション部品及び付属品 C1－20 ※座布団カバー，クッションカバー，座
布団カバー止め具

一

C1－290 座布団及びクッション部品及び付属品 C1－29 座布団及びクッション部品及び付属品 全

C1－30 じゅうたん，靴ぬぐいマット等 C1－30 じゅうたん，靴ぬぐいマット等 全

C1－310 じゅうたん等 C1－31 じゅうたん等 全

C1－310 じゅうたん等 C1－390 電気カーペット用カバー 一

C1－310A 平面形状方形以外 C1－31 じゅうたん等 一

C1－310A 平面形状方形以外 C1－390 電気カーペット用カバー 一

C1－310BA 四辺縁模様有り型 C1－31 じゅうたん等 一

C1－310BA 四辺縁模様有り型 C1－390 電気カーペット用カバー 一

C1－310BB 二辺縁模様有り型 C1－31 じゅうたん等 一

C1－310BB 二辺縁模様有り型 C1－390 電気カーペット用カバー 一

C1－32 靴ぬぐいマット C1－32 靴ぬぐいマット 全

C1－330 車両用マット C1－33 車両用マット 一

C1－330A 一座席用型 C1－33 車両用マット 一

C1－330B 二座席用型 C1－33 車両用マット 一

C1－34 一組の自動車用フロアマットセット C1－33 ※一組の自動車用フロアマットセット 一

C1－3900 じゅうたん，靴ぬぐいマット等部品及び付
属品

C1－390 じゅうたん，靴ぬぐいマット等部品及び付
属品

一

C1－3900A 金具類 C1－390 じゅうたん，靴ぬぐいマット等部品及び付
属品

一

C1－3900B 長尺型材類 C1－390 じゅうたん，靴ぬぐいマット等部品及び付
属品

一

C1－3910 じゅうたんブロック等 C1－391 床敷きマットブロック 一

C1－40 畳，ござ及びむしろ C1－40 畳，ござ及びむしろ 全

C1－41 畳 C1－41 畳 全

C1－42 ござ及びむしろ C1－42 ござ及びむしろ 全

C1－490 畳，ござ及びむしろ部品及び付属品 C1－490 畳，ござ及びむしろ部品及び付属品 全

C1－491 畳べり地 C1－491 畳べり地 全

C1－500 カーテン，すだれ，のれん，かや等 C1－50 カーテン，すだれ，のれん，かや等 全
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C1－500 カーテン，すだれ，のれん，かや等 C1－55 かや 全

C1－51 カーテン C1－51 カーテン 全

C1－52 すだれ C1－52 すだれ 全

C1－530 のれん C1－53 のれん 全

C1－530 のれん C1－53A のれん（玉のれん型） 全

C1－54 ベネチアンブラインド C1－54 ベネチアンブラインド 全

C1－59 カーテン，すだれ，のれん，かや等の部品
及び付属品

C1－59 カーテン，すだれ，のれん，かや等部品及
び付属品

全

C1－59A 金具類 C1－59 カーテン，すだれ，のれん，かや等部品及
び付属品

一

C1－59B 長尺型材類 C1－59 カーテン，すだれ，のれん，かや等部品及
び付属品

一

C1－60 テーブル掛け等 C1－6 テーブル掛け等 一

C1－60A 平面形状方形以外 C1－6 テーブル掛け等 一

C1－70 タオル等 C1－6 ※ナプキン 一

C1－70 タオル等 C1－7 タオル等 全

C2－0 その他の室内装飾品 C2－0 その他の室内装飾品 全

C2－10 置物等 C2－10 置物等 全

C2－110 置物 C2－11 置物 一

C2－111 置物・人物型 C2－11A 置物（人物型） 全

C2－111 置物・人物型 E1－080 起き上がりおもちゃ 一

C2－111A 和服型 C2－11A 置物（人物型） 一

C2－111B ダルマ型 C2－11A 置物（人物型） 一

C2－111B ダルマ型 E1－080 起き上がりおもちゃ 一

C2－112 置物・動物型 C2－11B 置物（動物型） 全

C2－112A 犬型 C2－11B 置物（動物型） 一

C2－112B 猫型 C2－11B 置物（動物型） 一

C2－112C 馬型 C2－11B 置物（動物型） 一

C2－112D ねずみ型 C2－11B 置物（動物型） 一

C2－112E 猿型 C2－11B 置物（動物型） 一

C2－112F 牛型 C2－11B 置物（動物型） 一

C2－112G 魚型 C2－11B 置物（動物型） 一

C2－112H 鳥類型 C2－11B 置物（動物型） 一

C2－112J 怪獣型 C2－11B 置物（動物型） 一

C2－113 置物・乗物型 C2－11C 置物（乗物型） 全

C2－114 置物・建物型 C2－11 置物 一

C2－115 置物・植物型 C2－11 置物 一

C2－130 花器 C2－130 花器 全

C2－131 掛け花瓶 C2－131 掛け花瓶 全

C2－132 水盤 C2－132 水盤 全

C2－139 花器部品及び付属品 C2－139 花器部品及び付属品 全

C2－1400 こけし C2－140 こけし 全

C2－1400 こけし C2－140A こけし（台付） 全

C2－1400 こけし C2－140B こけし（容器入り） 全

C2－150 三月節句用具及び五月節句用具 C2－150 三月節句用具及び五月節句用具 全

C2－1510 三月節句人形及び五月節句人形 C2－1510 三月節句人形及び五月節句人形 全

C2－1511 三月節句人形 C2－1511 三月節句人形 全

C2－1512 一組のひなセット C2－1512 ※一組のひなセット 全

C2－1513 五月節句人形 C2－1513 五月節句人形 全

C2－1519 三月節句人形及び五月節句人形部品及
び付属品

C2－1519 三月節句人形及び五月節句人形 全

C2－1520 三月節句用具 C2－1520 三月節句用具 全

C2－15210 三月節句ひな壇 C2－1521 三月節句ひな壇 全

C2－15210 三月節句ひな壇 C2－1522 三月節句ひな壇用欄干 全

C2－1523 ひな飾り用びょうぶ C2－1523 ひな飾り用 全
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C2－1530 五月節句用具 C2－1530 五月節句用具 全

C2－1531 五月節句用かぶと C2－1531 五月節句用かぶと 全

C2－1532 五月節句用よろい C2－1532 五月節句用よろい 全

C2－1533 こいのぼり C2－1533 こいのぼり 全

C2－160 トロフィー等 C2－160 トロフィー等 全

C2－169 トロフィー等部品及び付属品 C2－169 トロフィー等部品及び付属品 全

C2－17 写真立て C2－17 写真立て 全

C2－180 貯金箱 C2－18 貯金箱 全

C2－180 貯金箱 C2－18A 貯金箱（人物型） 全

C2－180 貯金箱 C2－18B 貯金箱（動物型） 全

C2－180 貯金箱 C2－18C 貯金箱（乗物型） 全

C2－180A 人物型 C2－18A 貯金箱（人物型） 全

C2－180B 動物型 C2－18B 貯金箱（動物型） 全

C2－180C 乗物型 C2－18C 貯金箱（乗物型） 全

C2－1900 置物等部品及び付属品 C2－149 こけし部品及び付属品 全

C2－1900 置物等部品及び付属品 C2－190 置物等部品及び付属品 全

C2－191 置物ケース C2－191 置物ケース 全

C2－20 壁掛け等 C2－20 壁掛け等 全

C2－21 壁掛け C2－21 壁掛け 全

C2－22 額縁 C2－22 額縁 全

C2－23 掛け軸 C2－23 掛け軸 全

C2－29 壁掛け等部品及び付属品 C2－29 壁掛け等部品及び付属品 全

C2－300 室内用つり下げ飾り C2－30 室内用つり下げ飾り 全

C2－300 室内用つり下げ飾り C2－30A 室内用つり下げ飾り（人物型） 全

C2－300 室内用つり下げ飾り C2－30AA 室内用つり下げ飾り（人物型・洋風） 全

C2－300 室内用つり下げ飾り C2－30AB 室内用つり下げ飾り（人物型・和風） 全

C2－300A 人物型 C2－30A 室内用つり下げ飾り（人物型） 全

C2－300A 人物型 C2－30AA 室内用つり下げ飾り（人物型・洋風） 全

C2－300A 人物型 C2－30AB 室内用つり下げ飾り（人物型・和風） 全

C2－300B 動物型 C2－30 室内用つり下げ飾り 一

C2－300C 乗物型 C2－30 室内用つり下げ飾り 一

C2－300D 建物型 C2－30 室内用つり下げ飾り 一

C2－300E 植物型 C2－30 室内用つり下げ飾り 一

C2－31 風鈴 C2－31 風鈴 全

C2－4 造花 C2－4 造花 全

C3－00 その他の清掃用具，洗濯用具等 C3－0 その他の清掃用具，洗濯用具等 一

C3－10 清掃用具 C3－10 清掃用具 全

C3－11 靴磨き具 C3－11 靴磨き具 全

C3－12 一組の便所清掃用具セット C3－0 ※一組の便所清掃用具セット 一

C3－20 清掃用ブラシ又はたわし C3－20 清掃用ブラシ又はたわし 全

C3－212 電動ブラシ C3－212 電動ブラシ 全

C3－2200 ブラシ，たわし等 C3－210 清掃用ブラシ 全

C3－2200 ブラシ，たわし等 C3－211 洗浄用ブラシ 全

C3－2200 ブラシ，たわし等 C3－220 たわし 全

C3－2200AA 洗浄部の材質・起毛型 C3－210 清掃用ブラシ 一

C3－2200AA 洗浄部の材質・起毛型 C3－211 洗浄用ブラシ 一

C3－2200AA 洗浄部の材質・起毛型 C3－220 たわし 一

C3－2200AB 洗浄部の材質・スポンジ型 C3－210 清掃用ブラシ 一

C3－2200AB 洗浄部の材質・スポンジ型 C3－211 洗浄用ブラシ 一

C3－2200AB 洗浄部の材質・スポンジ型 C3－220 たわし 一

C3－2200AC 洗浄部の材質・織り合繊型 C3－210 清掃用ブラシ 一

C3－2200AC 洗浄部の材質・織り合繊型 C3－211 洗浄用ブラシ 一

C3－2200AC 洗浄部の材質・織り合繊型 C3－220 たわし 一

C3－2200B 握り部付き C3－210 清掃用ブラシ 一
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C3－2200B 握り部付き C3－211 洗浄用ブラシ 一

C3－2200B 握り部付き C3－220 たわし 一

C3－221 柄付きブラシ，たわし等 C3－221 柄付きたわし 全

C3－221A 洗浄部の材質・起毛型 C3－221 柄付きたわし 一

C3－221B 洗浄部の材質・スポンジ型 C3－221 柄付きたわし 一

C3－221C 洗浄部の材質・織り合繊型 C3－221 柄付きたわし 一

C3－222 ケース付きブラシ，たわし等 C3－222 ケース付きたわし 全

C3－222A 洗浄部の材質・起毛型 C3－222 ケース付きたわし 一

C3－222B 洗浄部の材質・スポンジ型 C3－222 ケース付きたわし 一

C3－222C 洗浄部の材質・織り合繊型 C3－222 ケース付きたわし 一

C3－29 清掃用具ブラシ又はたわし部品及び付属 C3－29 清掃用具ブラシ又はたわし部品及び付属 全

C3－29A ブラシ立て C3－29 ※ブラシ立て 一

C3－30 掃除用具 C3－30 掃除用具 全

C3－310 ほうき及び手動掃除機 C3－310 ほうき及び手動掃除機 全

C3－311 ほうき C3－311 ほうき 全

C3－312 手動掃除機 C3－312 手動掃除機 全

C3－319 ほうき及び手動掃除機部品及び付属品 C3－39 掃除用具部品 一

C3－32 はたき及び布団たたき C3－32 はたき及び布団たたき 全

C3－329 はたき及び布団たたき部品及び付属品 C3－39 掃除用具部品 一

C3－330 ちり取り C3－330 ちり取り 全

C3－331 ブラシ付きちり取り C3－331 ブラシ付きちり取り 全

C3－340 ぞうきん及びモップ C3－340 ぞうきん及びモップ 全

C3－341 ぞうきん C3－341 ぞうきん 全

C3－342 モップ C3－342 モップ 全

C3－349 ぞうきん及びモップ部品及び付属品 C3－39 掃除用具部品 一

C3－350 バケツ及びモップ洗い器 C3－350 バケツ及びモップ洗い器 全

C3－351 バケツ C3－351 バケツ 全

C3－352 モップ洗い器 C3－352 モップ洗い器 全

C3－359 バケツ及びモップ洗い器部品及び付属品 C3－39 掃除用具部品 一

C3－360 窓拭き具 C3－36 窓拭き具 一

C3－369 窓拭き具部品及び付属品 C3－36 窓拭き具 一

C3－369 窓拭き具部品及び付属品 C3－39 掃除用具部品 一

C3－3700 ごみ箱 C3－370 ごみ箱 全

C3－3700 ごみ箱 C3－370A ごみ箱（直方体型） 全

C3－3700 ごみ箱 C3－370B ごみ箱（円筒型） 全

C3－3700 ごみ箱 C3－370C ごみ箱（網かご型） 全

C3－3700 ごみ箱 C3－370D ごみ箱（水切り穴付き型） 全

C3－3700AA 直方体型 C3－370A ごみ箱（直方体型） 全

C3－3700AB 円筒型 C3－370B ごみ箱（円筒型） 全

C3－3700AC ごみ箱（網かご型） C3－370C ごみ箱（網かご型） 全

C3－3700AD 水切り穴付き型 C3－370D ごみ箱（水切り穴付き型） 全

C3－3700BA 蓋部有り型（ＢＢ除く） C3－370 ごみ箱 一

C3－3700BA 蓋部有り型（ＢＢ除く） C3－370A ごみ箱（直方体型） 一

C3－3700BA 蓋部有り型（ＢＢ除く） C3－370B ごみ箱（円筒型） 一

C3－3700BA 蓋部有り型（ＢＢ除く） C3－370C ごみ箱（網かご型） 一

C3－3700BA 蓋部有り型（ＢＢ除く） C3－370D ごみ箱（水切り穴付き型） 一

C3－3700BB 蓋部・足踏み開口型 C3－370 ごみ箱 一

C3－3700BB 蓋部・足踏み開口型 C3－370A ごみ箱（直方体型） 一

C3－3700BB 蓋部・足踏み開口型 C3－370B ごみ箱（円筒型） 一

C3－3700BB 蓋部・足踏み開口型 C3－370C ごみ箱（網かご型） 一

C3－3700BB 蓋部・足踏み開口型 C3－370D ごみ箱（水切り穴付き型） 一

C3－3700C 取り出し口有り型 C3－370 ごみ箱 一

C3－3700C 取り出し口有り型 C3－370A ごみ箱（直方体型） 一

C3－3700C 取り出し口有り型 C3－370B ごみ箱（円筒型） 一
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C3－3700C 取り出し口有り型 C3－370C ごみ箱（網かご型） 一

C3－371 ごみ袋 C3－370E ごみ箱及びごみ袋（袋型） 全

C3－379 ごみ箱及びごみ袋物品及び付属品 C3－379 ごみ箱及びごみ袋物品及び付属品 全

C3－40 電気掃除機及び電気床磨き機 C3－40 電気掃除機及び電気床磨き機 全

C3－4100 電気掃除機 C3－410 電気掃除機 全

C3－4100 電気掃除機 C3－410A 電気掃除機（横長型） 全

C3－4100 電気掃除機 C3－410B 電気掃除機（縦長型） 全

C3－4100 電気掃除機 C3－410C 電気掃除機（ケース付き） 全

C3－4100 電気掃除機 C3－410D 電気掃除機（柄付き） 全

C3－4100 電気掃除機 C3－410E 電気掃除機（手もち型） 全

C3－4100A 横長型 C3－410A 電気掃除機（横長型） 全

C3－4100B 縦長型 C3－410B 電気掃除機（縦長型） 全

C3－4100C ケース付き C3－410C 電気掃除機（ケース付き） 全

C3－4100D 柄付き C3－410D 電気掃除機（柄付き） 全

C3－4100E 手持ち型 C3－410E 電気掃除機（手もち型） 全

C3－4100F 自走式 C3－410 電気掃除機 一

C3－4190 電気掃除機部品及び付属品 C3－419 電気掃除機部品及び付属品 一

C3－4191 電気掃除機用吸い込み口 C3－419 電気掃除機部品及び付属品 一

C3－4192 電気掃除機用ホース C3－419 電気掃除機部品及び付属品 一

C3－4193 電気掃除機用ホース継ぎ手 C3－419 電気掃除機部品及び付属品 一

C3－4194 電気掃除機用収納ケース C3－419 電気掃除機部品及び付属品 一

C3－4195 電気掃除機用充電台等 C3－419 電気掃除機部品及び付属品 一

C3－4196 電気掃除機用集塵袋 C3－419 電気掃除機部品及び付属品 一

C3－420 電気床磨き機 C3－420 電気床磨き機 全

C3－429 電気床磨き機部品 C3－429 電気床磨き機部品 全

C3－50 洗濯用具及び電気洗濯機 C3－50 洗濯用具及び電気洗濯機 全

C3－501 一組の洗濯機器セット C3－0 ※一組の洗濯機器セット 一

C3－510 洗濯用具 C3－510 洗濯用具 全

C3－511 たらい及び洗面器 C3－511 たらい及び洗面器 全

C3－520 電気洗濯機 C3－520 電気洗濯機 全

C3－520A 衣類乾燥機付き型 C3－520 電気洗濯機 一

C3－521 電気洗濯機・一槽型 C3－520A 電気洗濯機（一槽型） 全

C3－521 電気洗濯機・一槽型 C3－520C 電気洗濯機（ドライクリーニング型） 全

C3－521A 衣類乾燥機付き型 C3－520A 電気洗濯機（一槽型） 一

C3－521A 衣類乾燥機付き型 C3－520C 電気洗濯機（ドライクリーニング型） 一

C3－521BA 投入口・上面型 C3－520A 電気洗濯機（一槽型） 一

C3－521BA 投入口・上面型 C3－520C 電気洗濯機（ドライクリーニング型） 一

C3－521BB 投入口・斜め型 C3－520A 電気洗濯機（一槽型） 一

C3－521BB 投入口・斜め型 C3－520C 電気洗濯機（ドライクリーニング型） 一

C3－521BC 投入口・側面型 C3－520A 電気洗濯機（一槽型） 一

C3－521BC 投入口・側面型 C3－520C 電気洗濯機（ドライクリーニング型） 一

C3－521CA 蓋部・一枚型（ＣＢを除く） C3－520A 電気洗濯機（一槽型） 一

C3－521CA 蓋部・一枚型（ＣＢを除く） C3－520C 電気洗濯機（ドライクリーニング型） 一

C3－521CB 蓋部・中折れ型 C3－520A 電気洗濯機（一槽型） 一

C3－521CB 蓋部・中折れ型 C3－520C 電気洗濯機（ドライクリーニング型） 一

C3－521DA 操作部位置・前部のみ型 C3－520A 電気洗濯機（一槽型） 一

C3－521DA 操作部位置・前部のみ型 C3－520C 電気洗濯機（ドライクリーニング型） 一

C3－521DB 操作部位置・サイド直列型 C3－520A 電気洗濯機（一槽型） 一

C3－521DB 操作部位置・サイド直列型 C3－520C 電気洗濯機（ドライクリーニング型） 一

C3－521DC 操作部位置・隅部のみ型 C3－520A 電気洗濯機（一槽型） 一

C3－521DC 操作部位置・隅部のみ型 C3－520C 電気洗濯機（ドライクリーニング型） 一

C3－522 電気洗濯機・二槽型 C3－520B 電気洗濯機（二槽型） 全

C3－522A 操作部位置・前部のみ型 C3－520B 電気洗濯機（二槽型） 一

C3－522B 操作部位置・後部のみ型 C3－520B 電気洗濯機（二槽型） 一
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C3－5290 電気洗濯機部品及び付属品 C3－529 電気洗濯機部品及び付属品 一

C3－5291 電気洗濯機用翼車 C3－529 電気洗濯機部品及び付属品 一

C3－5292 電気洗濯機用石けん・洗剤入れ C3－529 電気洗濯機部品及び付属品 一

C3－5293 電気洗濯機用排水ホース C3－529 電気洗濯機部品及び付属品 一

C3－5294 電気洗濯機用架台 C3－529 電気洗濯機部品及び付属品 一

C3－5295 電気洗濯機用防水パン C3－529 電気洗濯機部品及び付属品 一

C3－5296 電気洗濯機用糸くず取り C3－529 電気洗濯機部品及び付属品 一

C3－5297 電気洗濯機用洗濯袋 C3－529 電気洗濯機部品及び付属品 一

C3－600 衣類脱水機，衣類乾燥機等 C3－60 衣類脱水機，衣類乾燥機等 全

C3－600 衣類脱水機，衣類乾燥機等 C3－61 衣類絞り機 全

C3－600 衣類脱水機，衣類乾燥機等 C3－62 衣類脱水機 全

C3－600 衣類脱水機，衣類乾燥機等 C3－630 衣類乾燥機等 全

C3－631 衣類乾燥機 C3－631 衣類乾燥機 全

C3－632 布団乾燥機 C3－632 布団乾燥機 全

C3－633 靴乾燥機 C3－633 靴乾燥機 全

C3－639 衣類乾燥機等部品 C3－639 衣類乾燥機等部品 全

C3－700 物干し用具 C3－70 物干し用具 全

C3－700 物干し用具 C3－710 物干しざお及び物干しざお支持具等 全

C3－711 物干しざお及び洗濯ひも C3－711 物干しざお及び洗濯ひも 全

C3－7120 物干しざお支持具 C3－712 物干しざお支持具 全

C3－7120 物干しざお支持具 C3－712A 物干しざお支持具（設置型） 全

C3－7120 物干しざお支持具 C3－712B 物干しざお支持具（取付け型） 全

C3－7120A 自立型 C3－712A 物干しざお支持具（設置型） 全

C3－7120B 取付け型 C3－712B 物干しざお支持具（取付け型） 全

C3－72 物干し器等 C3－72 物干し器等 全

C3－721 物干し器等・自立型 C3－72A 物干し器等（設置型） 全

C3－721A 一本支柱有り型 C3－72A 物干し器等（設置型） 一

C3－721B 二本支柱有り型 C3－72A 物干し器等（設置型） 一

C3－721C 脚交差型 C3－72A 物干し器等（設置型） 一

C3－722 物干し器等・取付け型 C3－72B 物干し器等（取付け型） 全

C3－723 物干し器等・つり下げ型 C3－72C 物干し器等（つり下げ型） 全

C3－723A 放射竿型 C3－72C 物干し器等（つり下げ型） 一

C3－723B 上衣用ハンガー型 C3－72C 物干し器等（つり下げ型） 一

C3－723C 角枠型 C3－72C 物干し器等（つり下げ型） 一

C3－723D 丸枠型 C3－72C 物干し器等（つり下げ型） 一

C3－73 洗濯ばさみ C3－73 洗濯ばさみ 全

C3－79 物干し用具部品及び付属品 C3－79 物干し用具部品及び付属品 全

C3－80 洗濯物仕上げ機等 C3－80 洗濯物仕上げ機等 全

C3－810 アイロン C3－810 アイロン 全

C3－810A 握り部・閉鎖型 C3－810 アイロン 一

C3－810B 握り部・開放型 C3－810 アイロン 一

C3－819 アイロン部品及び付属品 C3－819 アイロン部品及び付属品 全

C3－82 アイロンかけ用板 C3－82 アイロンかけ用板 全

C3－83 ズボンプレッサー C3－83 ズボンプレッサー 全

C4－000 その他の家庭用保健衛生用品 C4－00 その他の家庭用保健衛生用品 一

C4－01 毛抜き C4－01 毛抜き 全

C4－02 耳栓 C4－02 耳栓 全

C4－03 衛生マスク及び安眠用眼帯 C4－03 衛生マスク及び安眠用眼帯 全

C4－04 ガーゼ，包帯等 J7－12 ガーゼ，包帯等 全

C4－05 水まくら等 J7－13 水まくら等 全

C4－06 汗とり用具 C4－00 その他の家庭用保健衛生用品 一

C4－07 一組の美容用具セット C4－00 ※一組の美容用具セット 一

C4－100 身体洗浄用品 C4－100 身体洗浄用品 全

C4－101 石けん等 C4－101 固形石けん 全
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C4－101AA 円型 C4－101 固形石けん 一

C4－101AB 具象型 C4－101 固形石けん 一

C4－101BA 模様有り型（ＢＢ～ＢＣ除く） C4－101 固形石けん 一

C4－101BB 具象模様有り型 C4－101 固形石けん 一

C4－101BC 花模様有り型 C4－101 固形石けん 一

C4－1020 あかすり等 C4－102 あかすり等 全

C4－1020 あかすり等 C4－102A あかすり等（ブラシ型） 全

C4－1020AA ブラシ型 C4－102A あかすり等（ブラシ型） 全

C4－1020AB タオル型 C4－102 あかすり等 一

C4－1020BA 洗浄部の材質・起毛クロス型 C4－102 あかすり等 一

C4－1020BA 洗浄部の材質・起毛クロス型 C4－102A あかすり等（ブラシ型） 一

C4－1020BB 洗浄部の材質・スポンジ及び織り合繊型 C4－102 あかすり等 一

C4－1020BB 洗浄部の材質・スポンジ及び織り合繊型 C4－102A あかすり等（ブラシ型） 一

C4－110 洗髪用具 C4－110 洗髪用具 全

C4－111 洗髪器 C4－111 洗髪器 全

C4－120 洗顔器 C4－12 洗顔器 全

C4－120 洗顔器 C4－12A 洗顔器（卓上型） 一

C4－120 洗顔器 C4－12B 洗顔器（電気ハンディー型） 全

C4－120A 卓上型 C4－12A 洗顔器（卓上型） 一

C4－120B 電気ハンディー型 C4－12B 洗顔器（電気ハンディー型） 全

C4－13 洗眼器及び点眼器 C4－13 洗眼器及び点眼器 全

C4－1400 口腔衛生具 C4－140 舌清掃具，入れ歯清掃具 一

C4－141 口腔洗浄器等 C4－141 口腔洗浄器等 全

C4－1420 歯ブラシ及び歯ぐきマッサージ具 C4－142 歯ブラシ及び歯ぐきマッサージ具 全

C4－1420 歯ブラシ及び歯ぐきマッサージ具 C4－142A 歯ブラシ及び歯ぐきマッサージ具（指サッ
ク型）

全

C4－1420A 指サック型 C4－142A 歯ブラシ及び歯ぐきマッサージ具（指サッ
ク型）

一

C4－143 電気歯ブラシ C4－143 電気歯ブラシ 全

C4－144 糸楊枝 C4－140 ※糸楊枝 一

C4－145 歯間ブラシ C4－140 ※歯間ブラシ 一

C4－146 一組の電気歯ブラシセット C4－00 ※一組の電気歯ブラシセット 一

C4－147 一組の洗面用具セット C0－0 ※一組の洗面用具セット 一

C4－15 耳かき C4－15 耳かき 全

C4－16 手洗い器 C4－16 手洗い器 全

C4－17 携帯用ビデ C4－17 携帯用ビデ 全

C4－18 浴槽用発泡器 C4－18 浴槽用発泡器 全

C4－20 身体洗浄用品関連部品 C4－20 身体清浄用品関連物品 全

C4－21 石けん箱 C4－21 石けん箱 全

C4－22 水石けん入れ C4－22 水石けん入れ 全

C4－230 おしぼり入れ C4－230 おしぼり入れ 全

C4－231 おしぼり加熱器 C4－231 おしぼり加熱器 全

C4－24 ティッシュペーパー容器等 C4－24 ティッシュペーパー容器等 全

C4－250 トイレットペーパーホルダー等 C4－250 トイレットペーパーホルダー等 全

C4－259 トイレットペーパーホルダー等部品及び付
属品

C4－259 トイレットペーパーホルダー等部品及び付
属品

全

C4－26 歯ブラシ立て等 C4－26 歯ブラシ立て等 全

C4－27 手拭き器及びハンドドライヤー C4－27 手拭き器及びハンドドライヤー 全

C4－280 移動用便器 C4－28 移動用便器 一

C4－289 移動用便器部品及び付属品 C4－28 移動用便器 一

C4－30 室内衛生用品 C4－30 室内衛生用品 全

C4－3100 脱臭器等 C4－310 脱臭器等 一

C4－3100A 電気式 C4－310 脱臭器等 一

C4－3100B 吊り下げ・取付け型 C4－310 脱臭器等 一

C4－311 脱臭剤及び防虫剤 C4－311 脱臭剤及び防虫剤 全
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C4－312 におい袋 C4－312 におい袋 全

C4－319 脱臭器等部品及び付属品 C4－310 脱臭器等 一

C4－320 捕虫器又は殺虫器 C4－320 捕虫器又は殺虫器 全

C4－320A 電気式 C4－320 捕虫器又は殺虫器 一

C4－321 放電殺虫器 C4－321 放電殺虫器 全

C4－32200 蚊取り器 C4－3220 蚊取り器 全

C4－32200 蚊取り器 C4－3220A 蚊取り器（電気式） 全

C4－32200A 電気式 C4－3220A 蚊取り器（電気式） 全

C4－3221 蚊取り線香等 C4－3221 蚊取り線香等 全

C4－323 ごきぶり取り器 C4－323 ごきぶり取り器 全

C4－324 はえたたき C4－324 はえたたき 全

C4－40 生理用品 C4－40 生理用品 全

C4－410 生理用ナプキン等 C4－41 生理用ナプキン 一

C4－42 生理用タンポン C4－41 ※生理用タンポン 一

C4－500 避妊用品 C4－50 避妊用品 全

C4－500 避妊用品 C4－52 ペッサリー等 全

C4－51 コンドーム C4－51 コンドーム 全

C5－00 その他の飲食用容器又は調理用容器 C5－0 その他の飲食用容器又は調理用容器 一

C5－10 飲食用容器の組物 C5－10 飲食用容器の組物 全

C5－11 一組の薬味入れセット C5－11 ※一組の薬味入れセット 全

C5－12 一組のせん茶セット C5－12 ※一組の煎茶セット 全

C5－130 一組のコーヒーセット C5－13 ※一組のコーヒーセット等 一

C5－14 一組のディナーセット C5－14 ※一組のディナーセット 全

C5－15 一組の紅茶セット C5－13 ※一組のコーヒーセット等 一

C5－16 一組の食卓用皿及びコップセット C5－20 ※一組の食卓用皿及びコップセット 一

C5－17 一組の酒器セット C5－0 ※一組の酒器セット 一

C5－18 一組のキャンプ用鍋セット C5－40 ※一組のキャンプ用鍋セット 一

C5－200 飲食用容器 C5－20 飲食用容器 一

C5－2100 食卓用皿及び食卓用鉢 C2－12 額皿 全

C5－2100 食卓用皿及び食卓用鉢 C5－210 食卓用皿及び食卓用鉢 全

C5－2100 食卓用皿及び食卓用鉢 C5－210A 食卓用皿及び食卓用鉢（無模様） 全

C5－2100 食卓用皿及び食卓用鉢 C5－210AA 食卓用皿及び食卓用鉢（無模様・浅型） 全

C5－2100 食卓用皿及び食卓用鉢 C5－210B 食卓用皿及び食卓用鉢（平面模様付き） 全

C5－2100 食卓用皿及び食卓用鉢 C5－210BA 食卓用皿及び食卓用鉢（平面模様付き・
浅型）

全

C5－2100 食卓用皿及び食卓用鉢 C5－210BB 食卓用皿及び食卓用鉢（平面模様付き・
円形浅型）

全

C5－2100 食卓用皿及び食卓用鉢 C5－210C 食卓用皿及び食卓用鉢（凹凸模様付き） 全

C5－2100 食卓用皿及び食卓用鉢 C5－210CA 食卓用皿及び食卓用鉢（凹凸模様付き・
浅型）

全

C5－2100 食卓用皿及び食卓用鉢 C5－210CB 食卓用皿及び食卓用鉢（凹凸模様付き・
円形浅型）

全

C5－2100 食卓用皿及び食卓用鉢 C5－210D 食卓用皿及び食卓用鉢（カット模様付き） 全

C5－2100 食卓用皿及び食卓用鉢 C5－210DA 食卓用皿及び食卓用鉢（カット模様付き・
浅型）

全

C5－2100 食卓用皿及び食卓用鉢 C5－210E 食卓用皿及び食卓用鉢（中仕切り付き） 全

C5－2100 食卓用皿及び食卓用鉢 C5－210EA 食卓用皿及び食卓用鉢（中仕切り付き・
浅型）

全

C5－2100 食卓用皿及び食卓用鉢 C5－210F 食卓用皿及び食卓用鉢（ふた付きわん
型）

全

C5－2100 食卓用皿及び食卓用鉢 C5－210G 食卓用皿及び食卓用鉢（つり手付き） 全

C5－2100 食卓用皿及び食卓用鉢 C5－210H 食卓用皿及び食卓用鉢（多段型） 全

C5－2100 食卓用皿及び食卓用鉢 C5－210J 食卓用皿及び食卓用鉢（脚付き） 全

C5－2100A 無模様（ＡＡ除く） C2－12 額皿 一

C5－2100A 無模様（ＡＡ除く） C5－210A 食卓用皿及び食卓用鉢（無模様） 全

C5－2100AA 無模様・浅型 C2－12 額皿 一

C5－2100AA 無模様・浅型 C5－210AA 食卓用皿及び食卓用鉢（無模様・浅型） 全
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C5－2100B 平面模様付き（ＢＡ，ＢＢ除く） C2－12 額皿 一

C5－2100B 平面模様付き（ＢＡ，ＢＢ除く） C5－210B 食卓用皿及び食卓用鉢（平面模様付き） 全

C5－2100BA 平面模様付き・浅型（ＢＢ除く） C2－12 額皿 一

C5－2100BA 平面模様付き・浅型（ＢＢ除く） C5－210BA 食卓用皿及び食卓用鉢（平面模様付き・
浅型）

全

C5－2100BB 平面模様付き・円形浅型 C2－12 額皿 一

C5－2100BB 平面模様付き・円形浅型 C5－210BB 食卓用皿及び食卓用鉢（平面模様付き・
円形浅型）

全

C5－2100C 凹凸模様付き（ＣＡ，ＣＢ除く） C2－12 額皿 一

C5－2100C 凹凸模様付き（ＣＡ，ＣＢ除く） C5－210C 食卓用皿及び食卓用鉢（凹凸模様付き） 全

C5－2100CA 凹凸模様付き・浅型（ＣＢ除く） C2－12 額皿 一

C5－2100CA 凹凸模様付き・浅型（ＣＢ除く） C5－210CA 食卓用皿及び食卓用鉢（凹凸模様付き・
浅型）

全

C5－2100CB 凹凸模様付き・円形浅型 C2－12 額皿 一

C5－2100CB 凹凸模様付き・円形浅型 C5－210CB 食卓用皿及び食卓用鉢（凹凸模様付き・
円形浅型）

全

C5－2100D カット模様付き（ＤＡ除く） C2－12 額皿 一

C5－2100D カット模様付き（ＤＡ除く） C5－210D 食卓用皿及び食卓用鉢（カット模様付き） 全

C5－2100DA カット模様付き・浅型 C2－12 額皿 一

C5－2100DA カット模様付き・浅型 C5－210DA 食卓用皿及び食卓用鉢（カット模様付き・
浅型）

全

C5－2100E 中仕切り付き（ＥＡ除く） C2－12 額皿 一

C5－2100E 中仕切り付き（ＥＡ除く） C5－210E 食卓用皿及び食卓用鉢（中仕切り付き） 全

C5－2100EA 中仕切り付き・浅型 C2－12 額皿 一

C5－2100EA 中仕切り付き・浅型 C5－210EA 食卓用皿及び食卓用鉢（中仕切り付き・
浅型）

全

C5－2100F ふた付きわん型 C2－12 額皿 一

C5－2100F ふた付きわん型 C5－210F 食卓用皿及び食卓用鉢（ふた付きわん
型）

全

C5－2100G つり手付き C2－12 額皿 一

C5－2100G つり手付き C5－210G 食卓用皿及び食卓用鉢（つり手付き） 全

C5－2100H 多段型 C2－12 額皿 一

C5－2100H 多段型 C5－210H 食卓用皿及び食卓用鉢（多段型） 全

C5－2100J 脚付き C2－12 額皿 一

C5－2100J 脚付き C5－210J 食卓用皿及び食卓用鉢（脚付き） 全

C5－2190 食卓用皿及び食卓用鉢部品及び付属品 C5－2190 食卓用皿及び食卓用鉢部品及び付属品 全

C5－2191 わんのふた C5－2191 わんのふた 全

C5－220 食卓用かご等 C5－220 食卓用かご等 全

C5－221 そばせいろう C5－221 そばせいろう 全

C5－229 食卓用かご等部品及び付属品 C5－229 食卓用かご等部品及び付属品 全

C5－230 コップ，湯飲み等 C5－230 コップ，湯飲み等 全

C5－2310 コップ等 C5－231 コップ等 全

C5－2310 コップ等 C5－231A コップ等（模様付き） 全

C5－2310 コップ等 C5－231B コップ等（手付き） 全

C5－2310 コップ等 C5－231BA コップ等（手付き・模様付き） 全

C5－2310 コップ等 C5－231C コップ等（脚付き） 全

C5－2310 コップ等 C5－231CA コップ等（脚付き・模様付き） 全

C5－2310 コップ等 C5－231D コップ等（手脚付き） 全

C5－2310 コップ等 C5－231E コップ等（ホルダー付き） 全

C5－2310A 模様付き（ＢＡ，ＣＡ除く） C5－231A コップ等（模様付き） 全

C5－2310B 手付き（ＢＡ除く） C5－231B コップ等（手付き） 全

C5－2310BA 手付き・模様付き C5－231BA コップ等（手付き・模様付き） 全

C5－2310C 脚付き（ＣＡ，Ｄ除く） C5－231C コップ等（脚付き） 全

C5－2310CA 脚付き・模様付き C5－231CA コップ等（脚付き・模様付き） 全

C5－2310D 手脚付き C5－231D コップ等（手脚付き） 全

C5－2310E ホルダー付き C5－231E コップ等（ホルダー付き） 全

C5－232 湯飲み C5－232 湯飲み 全
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C5－233 杯 C5－233 杯 全

C5－2340 コーヒーわん及び受け皿 C5－234 コーヒーわん及び受け皿 全

C5－2340 コーヒーわん及び受け皿 C5－234A コーヒーわん及び受け皿（模様付き） 全

C5－2340 コーヒーわん及び受け皿 C5－234B コーヒーわん及び受け皿（ホルダー付き） 全

C5－2340A 模様付き C5－234A コーヒーわん及び受け皿（模様付き） 全

C5－235 哺乳瓶 C5－235 哺乳瓶 全

C5－2390 コップ，湯飲み等部品及び付属品 C5－2390 コップ，湯飲み等部品及び付属品 全

C5－2391 哺乳瓶用乳首及び哺乳瓶用ふた C5－2391 哺乳瓶用乳首及び哺乳瓶用ふた 全

C5－240 食品立て C5－240 食品立て 全

C5－241 卵立て C5－241 卵立て 全

C5－242 パン立て C5－242 パン立て 全

C5－25 育児用重ね飲食器 C5－25 育児用重ね飲食器 全

C5－29 飲食用容器部品及び付属品 C5－29 飲食用容器部品及び付属品 全

C5－30 食卓用容器又は保存用容器 C5－30 食卓用容器又は保存用容器 全

C5－3100 液体つぎ又は液体保存用容器 C5－310 液体つぎ又は液体保存用容器 全

C5－3100 液体つぎ又は液体保存用容器 C5－310A 液体つぎ又は液体保存用容器（つぎ口内
蔵型）

全

C5－3100 液体つぎ又は液体保存用容器 C5－310B 液体つぎ又は液体保存用容器（取手付 全

C5－3100 液体つぎ又は液体保存用容器 C5－310BA 液体つぎ又は液体保存用容器（取手付
き・つぎ口無し・ふた無し）

全

C5－3100 液体つぎ又は液体保存用容器 C5－310BB 液体つぎ又は液体保存用容器（取手付
き・つぎ口無し・ふた付き）

全

C5－3100 液体つぎ又は液体保存用容器 C5－310C 液体つぎ又は液体保存用容器（棒状取手
付き）

全

C5－3100 液体つぎ又は液体保存用容器 C5－310D 液体つぎ又は液体保存用容器（つり手付
）

全

C5－3100 液体つぎ又は液体保存用容器 C5－310DA 液体つぎ又は液体保存用容器（つり手付
き・模様付き）

全

C5－3100 液体つぎ又は液体保存用容器 C5－310E 液体つぎ又は液体保存用容器（変形つり
手付き）

全

C5－3100 液体つぎ又は液体保存用容器 C5－310F 液体つぎ又は液体保存用容器（手無し） 全

C5－3100 液体つぎ又は液体保存用容器 C5－310FA 液体つぎ又は液体保存用容器（手無し・
ふた付き）

全

C5－3100 液体つぎ又は液体保存用容器 C5－312 徳利及び酒入れ 全

C5－3100A 上面つぎ口・覆いふた型 C5－310A 液体つぎ又は液体保存用容器（つぎ口内
蔵型）

全

C5－3100A 上面つぎ口・覆いふた型 C5－312 徳利及び酒入れ 一

C5－3100B 取っ手付き・つぎ口有り C5－310B 液体つぎ又は液体保存用容器（取手付
）

全

C5－3100BA 取っ手付き・つぎ口無し・ふた無し C5－310BA 液体つぎ又は液体保存用容器（取手付
き・つぎ口無し・ふた無し）

全

C5－3100BB 取っ手付き・つぎ口無し・ふた付き C5－310BB 液体つぎ又は液体保存用容器（取手付
き・つぎ口無し・ふた付き）

全

C5－3100C 棒状取っ手付き C5－310C 液体つぎ又は液体保存用容器（棒状取手
付き）

全

C5－3100D つり手付き・模様無し C5－310D 液体つぎ又は液体保存用容器（つり手付
）

全

C5－3100DA つり手付き・模様付き C5－310DA 液体つぎ又は液体保存用容器（つり手付
き・模様付き）

全

C5－3100E 変形つり手付き C5－310E 液体つぎ又は液体保存用容器（変形つり
手付き）

全

C5－3100F 取っ手無し・ふた無し C5－310F 液体つぎ又は液体保存用容器（手無し） 全

C5－3100F 取っ手無し・ふた無し C5－312 徳利及び酒入れ 一

C5－3100FA 取っ手無し・ふた付き C5－310FA 液体つぎ又は液体保存用容器（手無し・
ふた付き）

全

C5－3100FA 取っ手無し・ふた付き C5－312 徳利及び酒入れ 一

C5－3100FB 取っ手無し・模様付き C5－310F 液体つぎ又は液体保存用容器（手無し） 一

C5－3100FB 取っ手無し・模様付き C5－310FA 液体つぎ又は液体保存用容器（手無し・
ふた付き）

一

C5－3100FB 取っ手無し・模様付き C5－312 徳利及び酒入れ 一

C5－3100G 具象型 C5－310A 液体つぎ又は液体保存用容器（つぎ口内
蔵型）

一
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C5－3100G 具象型 C5－310B 液体つぎ又は液体保存用容器（取手付 一

C5－3100G 具象型 C5－310BA 液体つぎ又は液体保存用容器（取手付
き・つぎ口無し）

一

C5－3100G 具象型 C5－310BB 液体つぎ又は液体保存用容器（取手付
き・つぎ口無し・ふた付き）

一

C5－3100G 具象型 C5－310C 液体つぎ又は液体保存用容器（棒状取手
付き）

一

C5－3100G 具象型 C5－310D 液体つぎ又は液体保存用容器（つり手付
）

一

C5－3100G 具象型 C5－310DA 液体つぎ又は液体保存用容器（つり手付
き・模様付き）

一

C5－3100G 具象型 C5－310E 液体つぎ又は液体保存用容器（変形つり
手付き）

一

C5－3100G 具象型 C5－310F 液体つぎ又は液体保存用容器（手無し） 一

C5－3100G 具象型 C5－310FA 液体つぎ又は液体保存用容器（手無し・
ふた付き）

一

C5－3100G 具象型 C5－312 徳利及び酒入れ 一

C5－311 冠水瓶 C5－311 冠水瓶 全

C5－313 ソーダサイフォン C5－313 ソーダサイフォン 全

C5－314 調理用油入れ C5－314 調理用油入れ 全

C5－3150 水筒 C5－315 水筒 全

C5－3150 水筒 C5－315A 水筒（縦型） 全

C5－3150A 縦型 C5－315A 水筒（縦型） 全

C5－3150B 蛇口・ノズル付き型 C5－315 水筒 一

C5－3150B 蛇口・ノズル付き型 C5－315A 水筒（縦型） 一

C5－3160 魔法瓶 C5－316 魔法瓶 全

C5－3160 魔法瓶 C5－316A 魔法瓶（つり手付き） 全

C5－3160A つり手付き型 C5－316A 魔法瓶（つり手付き） 全

C5－317 コーヒーサイフォン等 C5－317 コーヒーサイフォン 全

C5－319 液体つぎ又は液体保存用容器部品及び
付属品

C5－319 液体つぎ又は液体保存用容器部品及び
付属品

全

C5－3200 食品用ふた物等 C5－320 食品用ふた物等 全

C5－3200 食品用ふた物等 C5－320A 食品用ふた物等（具象型） 全

C5－3200 食品用ふた物等 C5－320B 食品用ふた物等（ふた付き） 全

C5－3200 食品用ふた物等 C5－320BA 食品用ふた物等（つまみ付き上ぶた付き） 全

C5－3200 食品用ふた物等 C5－320BAA 食品用ふた物等（つまみ付き上ぶた付き・
本体円形）

全

C5－3200 食品用ふた物等 C5－320BAB 食品用ふた物等（つまみ付き上ぶた付き・
本体四角形）

全

C5－3200 食品用ふた物等 C5－320BB 食品用ふた物等（凹凸面上ぶた付き） 全

C5－3200 食品用ふた物等 C5－320BBA 食品用ふた物等（凹凸面上ぶた付き・本
体円形）

全

C5－3200 食品用ふた物等 C5－320BBB 食品用ふた物等（凹凸面上ぶた付き・本
体四角形）

全

C5－3200 食品用ふた物等 C5－320BC 食品用ふた物等（平滑面上ぶた付き） 全

C5－3200 食品用ふた物等 C5－320BCA 食品用ふた物等（平滑面上ぶた付き・本
体円形）

全

C5－3200 食品用ふた物等 C5－320BCB 食品用ふた物等（平滑面上ぶた付き・本
体四角形）

全

C5－3200 食品用ふた物等 C5－320C 食品用ふた物等（止め具付き） 全

C5－3200 食品用ふた物等 C5－320D 食品用ふた物等（重ね型） 全

C5－3200 食品用ふた物等 C5－320E 食品用ふた物等（深ぶた付き皿型） 全

C5－3200 食品用ふた物等 C5－320F 食品用ふた物等（取手付き及びつり手付 全

C5－3200A 具象型 C5－320A 食品用ふた物等（具象型） 全

C5－3200B ふた付き型（ＢＡ～ＢＣＢ除く） C5－320B 食品用ふた物等（ふた付き） 全

C5－3200BA つまみ付き上ぶた付き型（ＢＡＡ，ＢＡＢ除 C5－320BA 食品用ふた物等（つまみ付き上ぶた付き 全

C5－3200BAA つまみ付き上ぶた付き・本体円形 C5－320BAA 食品用ふた物等（つまみ付き上ぶた付き・
本体円形）

全

C5－3200BAB つまみ付き上ぶた付き・本体四角形 C5－320BAB 食品用ふた物等（つまみ付き上ぶた付き・
本体四角形）

全
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C5－3200BB 凹凸面上ぶた付き型（ＢＢＡ，ＢＢＢ除く） C5－320BB 食品用ふた物等（凹凸面上ぶた付き） 全

C5－3200BBA 凹凸面上ぶた付き・本体円形 C5－320BBA 食品用ふた物等（凹凸面上ぶた付き・本
体円形）

全

C5－3200BBB 凹凸面上ぶた付き・本体四角形 C5－320BBB 食品用ふた物等（凹凸面上ぶた付き・本
体四角形）

全

C5－3200BC 平滑面上ぶた付き型（ＢＣＡ，ＢＣＢ除く） C5－320BC 食品用ふた物等（平滑面上ぶた付き） 全

C5－3200BCA 平滑面上ぶた付き・本体円形 C5－320BCA 食品用ふた物等（平滑面上ぶた付き・本
体円形）

全

C5－3200BCB 平滑面上ぶた付き・本体四角形 C5－320BCB 食品用ふた物等（平滑面上ぶた付き・本
体四角形）

全

C5－3200C 止め具付き型 C5－320C 食品用ふた物等（止め具付き） 全

C5－3200D 重ね型 C5－320D 食品用ふた物等（重ね型） 全

C5－3200E 深ぶた付き皿型 C5－320E 食品用ふた物等（深ぶた付き皿型） 全

C5－3200F 取手付き及びつり手付き C5－320F 食品用ふた物等（取手付き及びつり手付
）

全

C5－3210 氷入れ C5－321 氷入れ 全

C5－3210 氷入れ C5－321A 氷入れ（具象型） 全

C5－3210 氷入れ C5－321B 氷入れ（ふた付き） 全

C5－322 飯びつ C5－322 飯びつ 全

C5－3230 粉末食品振出し容器 C5－323 粉末食品振出し容器 全

C5－3230 粉末食品振出し容器 C5－323A 粉末食品振出し容器（具象型） 全

C5－3230A 具象型 C5－323A 粉末食品振出し容器（具象型） 全

C5－3240 食品収納ケース C5－324 食品収納ケース 全

C5－3240 食品収納ケース C5－324A 食品収納ケース（引出し型） 全

C5－3240A 引出し型 C5－324A 食品収納ケース（引出し型） 全

C5－3250 携帯用食品収納ケース C5－3250 携帯用食品収納ケース 全

C5－3251 アイスボックス C5－3251 アイスボックス 全

C5－326 ワインクーラー等 C5－326 ワインクーラー等 全

C5－3290 食品用ふた物等部品及び付属品 C5－3290 食品用ふた物等部品及び付属品 全

C5－3291 食品用ふた物等のふた C5－3291 食品用ふた物等のふた 全

C5－400 調理用容器 C5－40 調理用容器 一

C5－410 なべ等 C5－410 なべ等 全

C5－41100 なべ，焼き網，焼き板 C5－4110 なべ 全

C5－41100 なべ，焼き網，焼き板 C5－4110A なべ（天ぷらなべ型） 全

C5－41100 なべ，焼き網，焼き板 C5－4110B なべ（焼き板型及び焼き網型） 全

C5－41100 なべ，焼き網，焼き板 C5－4110BA なべ（焼き板型及び焼き網型・片手付き） 全

C5－41100 なべ，焼き網，焼き板 C5－4110C なべ（両手付き） 全

C5－41100 なべ，焼き網，焼き板 C5－4110CA なべ（両手付き・ふた無し） 全

C5－41100 なべ，焼き網，焼き板 C5－4110D なべ（つり手付き） 全

C5－41100 なべ，焼き網，焼き板 C5－4110E なべ（片手付き） 全

C5－41100 なべ，焼き網，焼き板 C5－4110EA なべ（片手付き・ふた無し） 全

C5－41100 なべ，焼き網，焼き板 C5－4110F なべ（ワッフルベーカー型） 全

C5－41100A 天ぷらなべ型 C5－4110A なべ（天ぷらなべ型） 全

C5－41100B 焼き板型及び焼き網型 C5－4110B なべ（焼き板型及び焼き網型） 全

C5－41100BA 焼き板型及び焼き網型・片手付き型 C5－4110BA なべ（焼き板型及び焼き板型・片手付き） 全

C5－41100C 両手付き型 C5－4110C なべ（両手付き） 全

C5－41100CA 両手付き・ふた無し型 C5－4110CA なべ（両手付き・ふた無し） 全

C5－41100D つり手付き型 C5－4110D なべ（つり手付き） 全

C5－41100E 片手付き型 C5－4110E なべ（片手付き） 全

C5－41100EA 片手付き・ふた無し型 C5－4110EA なべ（片手付き・ふた無し） 全

C5－41100F ワッフルベーカー型 C5－4110F なべ（ワッフルベーカー型） 全

C5－4111 蒸し器及びせいろう C5－4111 蒸し器及びせいろう 全

C5－4112 圧力なべ C5－4112 圧力なべ 全

C5－4113 蒸し焼きなべ C5－4113 蒸し焼きなべ 全

C5－4120 熱源付きなべ C5－4120 熱源付きなべ 全

C5－41210 電気なべ等 C5－4121 電気なべ 一
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C5－41210 電気なべ等 C5－4121A 電気なべ（片手付き） 一

C5－41210 電気なべ等 C5－4121B 電気なべ（つり手付き） 一

C5－41210 電気なべ等 C5－4121C 電気なべ（両手付き） 一

C5－41210 電気なべ等 C5－4121CA 電気なべ（両手付き・深型） 一

C5－41210A 片手付き型 C5－4121A 電気なべ（片手付き） 一

C5－41210B つり手付き型 C5－4121B 電気なべ（つり手付き） 一

C5－41210C 両手付き型 C5－4121C 電気なべ（両手付き） 一

C5－41210CA 両手付き・深型 C5－4121CA 電気なべ（両手付き・深型） 一

C5－41210D ホットプレート型 C5－4121C 電気なべ（両手付き） 一

C5－41210E 穴あき・凹凸有り型 C5－4121 電気なべ 一

C5－41210E 穴あき・凹凸有り型 C5－4121A 電気なべ（片手付き） 一

C5－41210E 穴あき・凹凸有り型 C5－4121B 電気なべ（つり手付き） 一

C5－41210E 穴あき・凹凸有り型 C5－4121C 電気なべ（両手付き） 一

C5－41210E 穴あき・凹凸有り型 C5－4121CA 電気なべ（両手付き・深型） 一

C5－41211 電気炊飯器 C5－4121 電気なべ 一

C5－41211 電気炊飯器 C5－4121A 電気なべ（片手付き） 一

C5－41211 電気炊飯器 C5－4121B 電気なべ（つり手付き） 一

C5－41211 電気炊飯器 C5－4121C 電気なべ（両手付き） 一

C5－41211 電気炊飯器 C5－4121CA 電気なべ（両手付き・深型） 一

C5－41211A 円筒型 C5－4121 電気なべ 一

C5－41211A 円筒型 C5－4121A 電気なべ（片手付き） 一

C5－41211A 円筒型 C5－4121B 電気なべ（つり手付き） 一

C5－41211A 円筒型 C5－4121C 電気なべ（両手付き） 一

C5－41211A 円筒型 C5－4121CA 電気なべ（両手付き・深型） 一

C5－41211BA 操作部側面型 C5－4121 電気なべ 一

C5－41211BA 操作部側面型 C5－4121A 電気なべ（片手付き） 一

C5－41211BA 操作部側面型 C5－4121B 電気なべ（つり手付き） 一

C5－41211BA 操作部側面型 C5－4121C 電気なべ（両手付き） 一

C5－41211BA 操作部側面型 C5－4121CA 電気なべ（両手付き・深型） 一

C5－41211BB 操作部上面型 C5－4121 電気なべ 一

C5－41211BB 操作部上面型 C5－4121A 電気なべ（片手付き） 一

C5－41211BB 操作部上面型 C5－4121B 電気なべ（つり手付き） 一

C5－41211BB 操作部上面型 C5－4121C 電気なべ（両手付き） 一

C5－41211BB 操作部上面型 C5－4121CA 電気なべ（両手付き・深型） 一

C5－4122 卵ゆで器 C5－4122 卵ゆで器 全

C5－4190 なべ等部品及び付属品 C5－4190 なべ等部品及び付属品 全

C5－4191 なべぶた C5－4191 なべぶた 全

C5－4192 なべ用柄 C5－4192 なべ用柄 全

C5－4193 なべぶた用つまみ C5－4193 なべぶた用つまみ 全

C5－420 熱源付き湯沸し等 C5－420 熱源付き湯沸し等 全

C5－421 電気ポット C5－421 電気ポット 全

C5－422 コーヒーメーカー C5－422 コーヒーメーカー 全

C5－429 熱源付き湯沸し等部品及び付属品 C5－429 熱源付き湯沸し等部品及び付属品 全

C5－4300 熱源付き食品保温器及び熱源付き食器
保温器

C5－430 熱源付き食品保温器及び熱源付き食器
保温器

全

C5－4300 熱源付き食品保温器及び熱源付き食器
保温器

C5－430A 熱源付き食品保温器及び熱源付き食器
保温器（飯びつ型）

全

C5－4300 熱源付き食品保温器及び熱源付き食器
保温器

C5－431 熱源付き食品発酵器 全

C5－432 熱源付き保温盆 C5－432 熱源付き保温盆 全

C5－440 調理板 C5－440 調理板 全

C5－4410 まないた等 C5－441 まないた等 全

C5－4410 まないた等 C5－441A まないた等（ふた付き） 全

C5－4410A ふた付き型 C5－441A まないた等（ふた付き） 全

C5－449 調理板部品及び付属品 C5－449 調理板部品及び付属品 全
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C5－450 非加熱調理用容器 C5－450 非加熱調理用容器 全

C5－4510 調理用漬物器 C5－4510 調理用漬物器 全

C5－4511 押さえぶた付き調理用漬物器 C5－4511 押さえぶた付き調理用漬物器 全

C5－4519 調理用漬物器部品及び付属品 C5－4519 調理用漬物器部品及び付属品 全

C5－452 調理用バット C5－452 調理用バット 全

C5－4530 調理用ボール C5－4530 調理用ボール 全

C5－4531 すり鉢 C5－4531 すり鉢 全

C5－4540 食品洗浄具付き容器 C5－4540 食品洗浄具付き容器 全

C5－4541 米とぎ器 C5－4541 米とぎ器 全

C5－455 洗いおけ C5－455 洗いおけ 全

C5－4560 調理用ざる C5－456 調理用ざる 全

C5－4560 調理用ざる C5－456A 調理用ざる（片手型） 全

C5－4560A 片手型 C5－456A 調理用ざる（片手型） 全

C5－4570 調理用ざる付き容器 C5－457 調理用ざる付き容器 全

C5－4570 調理用ざる付き容器 C5－457A 調理用ざる付き容器（ふた付き） 全

C5－4570A ふた付き型 C5－457A 調理用ざる付き容器（ふた付き） 全

C5－459 非加熱調理用容器部品及び付属品 C5－459 非加熱調理用容器部品及び付属品 全

C5－49 調理用容器部品及び付属品 C5－49 調理用容器部品及び付属品 全

C5－50 食器支持具・食器収納具 C5－50 食器支持具・食器収納具 全

C5－510 食器覆い具及び食器収納具 C5－510 食器覆い具及び食器収納具 全

C5－511 食器カバー及び調理用具カバー C5－511 食器カバー及び調理用具カバー 全

C5－5120 食器収納具 C5－5120 食器収納具 全

C5－5121 飲食用具収納具 C5－5121 飲食用具収納具 全

C5－520 食器掛け具 C5－52 食器掛け具 全

C5－520 食器掛け具 C5－52A 食器掛け具（卓上型） 全

C5－520 食器掛け具 C5－52AA 食器掛け具（卓上型・具象型） 全

C5－520A 卓上型 C5－52A 食器掛け具（卓上型） 全

C5－520A 卓上型 C5－52AA 食器掛け具（卓上型・具象型） 全

C5－5300 食器受け具又は食器保持具 C5－530 食器受け具又は食器保持具 一

C5－5300 食器受け具又は食器保持具 C5－530A 食器受け具又は食器保持具（卓上用単
数食器保持型）

全

C5－5300 食器受け具又は食器保持具 C5－530AA 食器受け具又は食器保持具（卓上用単
数食器保持型・受け皿型及びはかま型）

全

C5－5300 食器受け具又は食器保持具 C5－530B 食器受け具又は食器保持具（卓上用複
数食器保持型）

全

C5－5300 食器受け具又は食器保持具 C5－530BA 食器受け具又は食器保持具（卓上用複
数食器保持型・つり盆型）

全

C5－5300 食器受け具又は食器保持具 C5－530BB 食器受け具又は食器保持具（卓上用複
数食器保持型・フレーム構造型）

全

C5－5300 食器受け具又は食器保持具 C5－530C 食器受け具又は食器保持具（卓上用盆
型）

全

C5－5300 食器受け具又は食器保持具 C5－530D 食器受け具又は食器保持具（卓上用具
象型）

全

C5－5300 食器受け具又は食器保持具 C5－530E 食器受け具又は食器保持具（壁面取付け
型）

一

C5－5300A 卓上用単数食器保持型（ＡＡ除く） C5－530A 食器受け具又は食器保持具（卓上用単
数食器保持型）

全

C5－5300AA 卓上用単数食器保持型・受け皿型及びは
かま型

C5－530AA 食器受け具又は食器保持具（卓上用単
数食器保持型・受け皿型及びはかま型）

全

C5－5300B 卓上用複数食器保持型（ＢＡ，ＢＢ除く） C5－530B 食器受け具又は食器保持具（卓上用複
数食器保持型）

全

C5－5300BA 卓上用複数食器保持型・つり盆型 C5－530BA 食器受け具又は食器保持具（卓上用複
数食器保持型・つり盆型）

全

C5－5300BB 卓上用複数食器保持型・フレーム構造型 C5－530BB 食器受け具又は食器保持具（卓上用複
数食器保持型・フレーム構造型）

全

C5－5300C 卓上用盆型 C5－530C 食器受け具又は食器保持具（卓上用盆
型）

全

C5－5300D 卓上具象型 C5－530D 食器受け具又は食器保持具（卓上用具
象型）

全
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C5－5300E 壁面取付け型（ＥＡを除く） C5－530E 食器受け具又は食器保持具（壁面取付け
型）

一

C5－5300EA 壁面取付け型・飲料容器ホルダー型 C5－530E 食器受け具又は食器保持具（壁面取付け
型）

一

C5－531 コップ受け及び茶たく C5－531 コップ受け及び茶たく 全

C5－532 なべ敷き及び土瓶敷き C5－532 なべ敷き及び土瓶敷き 全

C5－533 はし置き及びスプーン置き C5－533 はし置き及びスプーン置き 全

C5－5340 はし立て及びつまようじ立て C5－534 はし立て及びつまようじ立て 全

C5－5340 はし立て及びつまようじ立て C5－534A はし立て及びつまようじ立て（壁面取付け 全

C5－5340A 壁面取付け型 C5－534A はし立て及びつまようじ立て（壁面取付け 全

C5－5350 ナプキン立て C5－5350 ナプキン立て 全

C5－5351 ナプキンリング C5－5351 ナプキンリング 全

C5－536 ぜん C5－536 ぜん 全

C5－53700 盆 C5－5370 盆 全

C5－53700 盆 C5－5370A 盆（無模様） 全

C5－53700 盆 C5－5370B 盆（平面模様付き） 全

C5－53700 盆 C5－5370C 盆（凹凸模様付き） 全

C5－53700 盆 C5－5370D 盆（カット模様付き） 全

C5－53700 盆 C5－5370E 盆（中仕切付き） 全

C5－53700 盆 C5－5370F 盆（つり手付き） 全

C5－53700A 具象模様付き型 C5－5370 盆 一

C5－53700A 具象模様付き型 C5－5370B 盆（平面模様付き） 一

C5－53700A 具象模様付き型 C5－5370C 盆（凹凸模様付き） 一

C5－53700A 具象模様付き型 C5－5370D 盆（カット模様付き） 一

C5－53700A 具象模様付き型 C5－5370E 盆（中仕切付き） 一

C5－53700A 具象模様付き型 C5－5370F 盆（つり手付き） 一

C5－53700BA 平面形状真円型 C5－5370 盆 一

C5－53700BA 平面形状真円型 C5－5370A 盆（無模様） 一

C5－53700BA 平面形状真円型 C5－5370B 盆（平面模様付き） 一

C5－53700BA 平面形状真円型 C5－5370C 盆（凹凸模様付き） 一

C5－53700BA 平面形状真円型 C5－5370D 盆（カット模様付き） 一

C5－53700BA 平面形状真円型 C5－5370E 盆（中仕切付き） 一

C5－53700BA 平面形状真円型 C5－5370F 盆（つり手付き） 一

C5－53700BB 平面形状楕円型 C5－5370 盆 一

C5－53700BB 平面形状楕円型 C5－5370A 盆（無模様） 一

C5－53700BB 平面形状楕円型 C5－5370B 盆（平面模様付き） 一

C5－53700BB 平面形状楕円型 C5－5370C 盆（凹凸模様付き） 一

C5－53700BB 平面形状楕円型 C5－5370D 盆（カット模様付き） 一

C5－53700BB 平面形状楕円型 C5－5370E 盆（中仕切付き） 一

C5－53700BB 平面形状楕円型 C5－5370F 盆（つり手付き） 一

C5－53700BC 平面形状方形型 C5－5370 盆 一

C5－53700BC 平面形状方形型 C5－5370A 盆（無模様） 一

C5－53700BC 平面形状方形型 C5－5370B 盆（平面模様付き） 一

C5－53700BC 平面形状方形型 C5－5370C 盆（凹凸模様付き） 一

C5－53700BC 平面形状方形型 C5－5370D 盆（カット模様付き） 一

C5－53700BC 平面形状方形型 C5－5370E 盆（中仕切付き） 一

C5－53700BC 平面形状方形型 C5－5370F 盆（つり手付き） 一

C5－5379 盆部品及び付属品 C5－5379 盆部品及び付属品 全

C5－5380 包丁掛け等 C5－530 食器受け具又は食器保持具 一

C5－5380 包丁掛け等 C5－530E 食器受け具又は食器保持具（壁面取付け
型）

一

C5－5380A 壁面取付け型 C5－530E 食器受け具又は食器保持具（壁面取付け
型）

一

C5－54 食器はさみ具及び調理用容器はさみ具 C5－54 食器はさみ具及び調理用容器はさみ具 全

C5－59 食器支持具，食器収納具等部品及び付
属品

C5－59 食器支持具，食器収納具等部品及び付
属品

全



新→旧

42/373

意匠分類記号
/Ｄターム記号

意匠分類の名称 意匠分類記号 意匠分類の名称 または 移行した物品
移行
方法

旧意匠分類新意匠分類

C5－9 飲食用容器又は調理用容器部品及び付
属品

C5－9 飲食用容器又は調理用容器部品及び付
属品

全

C6－0 その他の飲食用具及び調理用器具 C6－0 その他の飲食用具及び調理用器具 全

C6－10 飲食用具 C6－10 飲食用具 全

C6－110 飲食用ナイフ，飲食用フォーク及び飲食
用スプーン

C6－110 飲食用ナイフ，飲食用フォーク及び飲食
用スプーン

全

C6－111 一組の飲食用ナイフ，フォーク及びスプー
ン

C6－111 ※一組の飲食用ナイフ，フォーク及び
スプーン

全

C6－1120 飲食用スプーン C6－112 飲食用スプーン 全

C6－1120 飲食用スプーン C6－112A 飲食用スプーン（別柄型） 全

C6－1120 飲食用スプーン C6－112B 飲食用スプーン（無模様） 全

C6－1120 飲食用スプーン C6－112C 飲食用スプーン（動物模様付き） 全

C6－1120 飲食用スプーン C6－112D 飲食用スプーン（器物模様付き） 全

C6－1120 飲食用スプーン C6－112E 飲食用スプーン（植物模様付き） 全

C6－1120 飲食用スプーン C6－112F 飲食用スプーン（縞模様付き及び格子模
様付き）

全

C6－1120 飲食用スプーン C6－112G 飲食用スプーン（抽象模様付き） 全

C6－1120A 別柄型 C6－112A 飲食用スプーン（別柄型） 全

C6－1120B 無模様 C6－112B 飲食用スプーン（無模様） 全

C6－1120C 動物模様付き C6－112C 飲食用スプーン（動物模様付き） 全

C6－1120D 器物模様付き C6－112D 飲食用スプーン（器物模様付き） 全

C6－1120E 植物模様付き C6－112E 飲食用スプーン（植物模様付き） 全

C6－1120F 縞模様及び格子模様付き C6－112F 飲食用スプーン（縞模様及び格子模様付
）

全

C6－1120G 抽象模様付き C6－112G 飲食用スプーン（抽象模様付き） 全

C6－1130 飲食用フォーク C6－113 飲食用フォーク 全

C6－1130 飲食用フォーク C6－113A 飲食用フォーク（別柄型） 全

C6－1130 飲食用フォーク C6－113B 飲食用フォーク（無模様） 全

C6－1130 飲食用フォーク C6－113C 飲食用フォーク（動物模様付き） 全

C6－1130 飲食用フォーク C6－113D 飲食用フォーク（器物模様付き） 全

C6－1130 飲食用フォーク C6－113E 飲食用フォーク（植物模様付き） 全

C6－1130 飲食用フォーク C6－113F 飲食用フォーク（縞模様付き及び格子模
様付き）

全

C6－1130 飲食用フォーク C6－113G 飲食用フォーク（抽象模様付き） 全

C6－1130A 別柄型 C6－113A 飲食用フォーク（別柄型） 全

C6－1130B 無模様 C6－113B 飲食用フォーク（無模様） 全

C6－1130C 動物模様付き C6－113C 飲食用フォーク（動物模様付き） 全

C6－1130D 器物模様付き C6－113D 飲食用フォーク（器物模様付き） 全

C6－1130E 植物模様付き C6－113E 飲食用フォーク（植物模様付き） 全

C6－1130F 縞模様及び格子模様付き C6－113F 飲食用フォーク（縞模様付き及び格子模
様付き）

全

C6－1130G 抽象模様付き C6－113G 飲食用フォーク（抽象模様付き） 全

C6－1140 飲食用ナイフ C6－114 飲食用ナイフ 全

C6－1140 飲食用ナイフ C6－114A 飲食用ナイフ（別柄型） 全

C6－1140A 別柄型 C6－114A 飲食用ナイフ（別柄型） 全

C6－1140B 直状型 C6－114 飲食用ナイフ 一

C6－1140C 切っ先尖状型 C6－114 飲食用ナイフ 一

C6－12 はし C6－12 はし 全

C6－13 飲料用ストロー C6－13 飲料用ストロー 全

C6－14 つまようじ C6－14 つまようじ 全

C6－15 飲料用かくはん棒 C6－15 飲食用かくはん棒 全

C6－190 飲食用具部品及び付属品 C6－190 飲食用具部品及び付属品 全

C6－191 飲食用具用柄及び調理用具用柄 C6－191 飲食用具用柄及び調理用具用柄 全

C6－20 調理用具等 C6－20 調理用具 全

C6－210 調理用配食具 C6－210 調理用スプーン，調理用フォーク，調理用
へら等

全

C6－211 調理用スプーン C6－211 調理用スプーン 全
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C6－212 しゃもじ C6－212 しゃもじ 全

C6－213 調理用フォーク C6－213 調理用フォーク 全

C6－214 調理用へら C6－214 調理用へら 全

C6－215 調理用はさみ具 C6－215 調理用はさみ具 全

C6－216 調理用油引き C6－216 調理用油引き 全

C6－217 調理用じょうご C6－217 調理用じょうご 全

C6－219 調理用配食具部品及び付属品 C6－219 調理用スプーン，調理用フォーク，調理用
へら等部品及び付属品

全

C6－220 調理用補助具 C6－220 調理用補助具 全

C6－22100 容器ふた開け具 C6－2210 容器ふた開け具 一

C6－2211 電気缶切機 C6－2211 電気缶切機 全

C6－2212 コルク抜 C6－2212 コルク抜 全

C6－2213 紙ぶた取り C6－2213 紙ぶた取り 全

C6－2214 缶切 C6－2210 容器ふた開け具 一

C6－2215 栓抜 C6－2210 容器ふた開け具 一

C6－222 なべつかみ C6－222 なべつかみ 全

C6－229 調理用補助具部品及び付属品 C6－229 調理用補助具部品及び付属品 全

C6－230 調理用成形器 C6－230 食品成形器 全

C6－231 アイスキャンデー成形器 C6－231 アイスキャンデー成形器 全

C6－232 アイスクリームディッシャー C6－232 アイスクリームディッシャー 全

C6－2330 調理用成形容器 C6－233 食品成形用型 全

C6－2330 調理用成形容器 C6－233A 食品成形用型（複数成形型） 全

C6－2330A 複数成形型 C6－233A 食品成形用型（複数成形型） 全

C6－239 調理用成形器部品及び付属品 C6－239 食品成形器部品及び付属品 全

C6－29 調理用具等部品及び付属品 C6－29 調理用具等部品及び付属品 全

C6－30 調理用加工具 C6－30 調理用加工具 全

C6－3100 調理用刃物 C6－310 調理用刃物 全

C6－3100 調理用刃物 C6－3111 電気包丁 全

C6－3110 調理用ナイフ C6－3110 調理用ナイフ 全

C6－3110A 刃先尖状型 C6－3110 調理用ナイフ 一

C6－3110B 平滑刃型 C6－3110 調理用ナイフ 一

C6－312 調理用はさみ C6－312 調理用はさみ 全

C6－313 皮むき器等 C6－313 皮むき器等 全

C6－314 卵切り C6－314 卵切り 全

C6－319 調理用刃物部品及び付属品 C6－319 調理用刃物部品及び付属品 全

C6－320 調理用切削器及び調理用粉砕器 C6－320 調理用切削器及び調理用粉砕器 全

C6－321 家庭用肉ひき器 C6－321 家庭用肉ひき器 全

C6－322 スライサー C6－322 スライサー 全

C6－323 削り節器 C6－323 削り節器 全

C6－324 おろし器 C6－324 おろし器 全

C6－325 氷削り器 C6－325 氷削り器 全

C6－326 コーヒーミル C6－326 コーヒーミル 全

C6－327 薬味粉砕器 C6－327 薬味粉砕器 全

C6－329 調理用切削器及び調理用粉砕器部品及
び付属品

C6－329 調理用切削器及び調理用粉砕器部品及
び付属品

全

C6－3300 調理用かくはん器 C6－330 調理用かくはん器 全

C6－3300 調理用かくはん器 C6－333 カクテルシェーカー 全

C6－331 もちつき器及び家庭用製めん器 C6－331 もちつき器及び家庭用製めん器 全

C6－332 アイスクリーマー C6－332 アイスクリーマー 全

C6－334 茶筅 C6－334 茶筅 全

C6－335 ハンドミキサー C6－335 ハンドミキサー 全

C6－339 調理用かくはん器部品及び付属品 C6－339 調理用かくはん器部品及び付属品 全

C6－340 調理用搾汁器 C6－340 調理用搾汁器 全

C6－341 ジュースミキサー C6－341 ジュースミキサー 全
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C6－342 ジューサー C6－342 ジューサー 全

C6－349 調理用搾汁器部品及び付属品 C6－349 調理用搾汁器部品及び付属品 全

C6－350 調理用押しつぶし器 C6－350 調理用押しつぶし器 全

C6－351 すりこぎ等 C6－351 すりこぎ等 全

C6－352 くるみ割り C6－352 くるみ割り 全

C6－359 調理用押しつぶし器部品及び付属品 C6－359 調理用押しつぶし器部品及び付属品 全

C6－360 調理用こし器等 C6－360 調理用こし器等 全

C6－361 茶こし等 C6－361 茶こし等 全

C6－369 調理用こし器等部品及び付属品 C6－369 調理用こし器等部品及び付属品 全

C6－39 調理用加工具部品及び付属品 C6－39 調理用加工具部品及び付属品 全

C6－400 調理用加熱器 C6－40 調理用加熱器 全

C6－400 調理用加熱器 C6－42 冷凍食品還元器 全

C6－41 食品保温保冷用蓄熱具 C6－41 食品保温保冷用蓄熱具 全

C6－430 熱源付き焼き器 C6－430 熱源付き焼き器 全

C6－4301 パン焼き器 C6－4310 天火 一

C6－4301 パン焼き器 C6－4310A 天火（操作部右型） 一

C6－4301 パン焼き器 C6－4310AA 天火（操作部右・取手上型） 一

C6－4301 パン焼き器 C6－4310AB 天火（操作部右・取手右型） 一

C6－4301 パン焼き器 C6－4310AC 天火（操作部右・取手無し型） 一

C6－4301 パン焼き器 C6－4310B 天火（操作部上型） 一

C6－4301 パン焼き器 C6－4310BA 天火（操作部上・取手上型） 一

C6－43100 天火 C6－4310 天火 一

C6－43100 天火 C6－4310A 天火（操作部右型） 一

C6－43100 天火 C6－4310AA 天火（操作部右・取手上型） 一

C6－43100 天火 C6－4310AB 天火（操作部右・取手右型） 一

C6－43100 天火 C6－4310AC 天火（操作部右・取手無し型） 一

C6－43100 天火 C6－4310B 天火（操作部上型） 一

C6－43100 天火 C6－4310BA 天火（操作部上・取手上型） 一

C6－43100A 操作部右型（ＡＡ～ＡＣを除く） C6－4310 天火 一

C6－43100A 操作部右型（ＡＡ～ＡＣを除く） C6－4310A 天火（操作部右型） 一

C6－43100A 操作部右型（ＡＡ～ＡＣを除く） C6－4310AA 天火（操作部右・取手上型） 一

C6－43100A 操作部右型（ＡＡ～ＡＣを除く） C6－4310AB 天火（操作部右・取手右型） 一

C6－43100A 操作部右型（ＡＡ～ＡＣを除く） C6－4310AC 天火（操作部右・取手無し型） 一

C6－43100A 操作部右型（ＡＡ～ＡＣを除く） C6－4310B 天火（操作部上型） 一

C6－43100A 操作部右型（ＡＡ～ＡＣを除く） C6－4310BA 天火（操作部上・取手上型） 一

C6－43100AA 操作部右・取手上型 C6－4310 天火 一

C6－43100AA 操作部右・取手上型 C6－4310A 天火（操作部右型） 一

C6－43100AA 操作部右・取手上型 C6－4310AA 天火（操作部右・取手上型） 一

C6－43100AA 操作部右・取手上型 C6－4310AB 天火（操作部右・取手右型） 一

C6－43100AA 操作部右・取手上型 C6－4310AC 天火（操作部右・取手無し型） 一

C6－43100AA 操作部右・取手上型 C6－4310B 天火（操作部上型） 一

C6－43100AA 操作部右・取手上型 C6－4310BA 天火（操作部上・取手上型） 一

C6－43100AB 操作部右・取手右型 C6－4310 天火 一

C6－43100AB 操作部右・取手右型 C6－4310A 天火（操作部右型） 一

C6－43100AB 操作部右・取手右型 C6－4310AA 天火（操作部右・取手上型） 一

C6－43100AB 操作部右・取手右型 C6－4310AB 天火（操作部右・取手右型） 一

C6－43100AB 操作部右・取手右型 C6－4310AC 天火（操作部右・取手無し型） 一

C6－43100AB 操作部右・取手右型 C6－4310B 天火（操作部上型） 一

C6－43100AB 操作部右・取手右型 C6－4310BA 天火（操作部上・取手上型） 一

C6－43100AC 操作部右・取手無し型 C6－4310 天火 一

C6－43100AC 操作部右・取手無し型 C6－4310A 天火（操作部右型） 一

C6－43100AC 操作部右・取手無し型 C6－4310AA 天火（操作部右・取手上型） 一

C6－43100AC 操作部右・取手無し型 C6－4310AB 天火（操作部右・取手右型） 一

C6－43100AC 操作部右・取手無し型 C6－4310AC 天火（操作部右・取手無し型） 一
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C6－43100AC 操作部右・取手無し型 C6－4310B 天火（操作部上型） 一

C6－43100AC 操作部右・取手無し型 C6－4310BA 天火（操作部上・取手上型） 一

C6－43100B 操作部上型（ＢＡ除く） C6－4310 天火 一

C6－43100B 操作部上型（ＢＡ除く） C6－4310A 天火（操作部右型） 一

C6－43100B 操作部上型（ＢＡ除く） C6－4310AA 天火（操作部右・取手上型） 一

C6－43100B 操作部上型（ＢＡ除く） C6－4310AB 天火（操作部右・取手右型） 一

C6－43100B 操作部上型（ＢＡ除く） C6－4310AC 天火（操作部右・取手無し型） 一

C6－43100B 操作部上型（ＢＡ除く） C6－4310B 天火（操作部上型） 一

C6－43100B 操作部上型（ＢＡ除く） C6－4310BA 天火（操作部上・取手上型） 一

C6－43100BA 操作部上・取手上型 C6－4310 天火 一

C6－43100BA 操作部上・取手上型 C6－4310A 天火（操作部右型） 一

C6－43100BA 操作部上・取手上型 C6－4310AA 天火（操作部右・取手上型） 一

C6－43100BA 操作部上・取手上型 C6－4310AB 天火（操作部右・取手右型） 一

C6－43100BA 操作部上・取手上型 C6－4310AC 天火（操作部右・取手無し型） 一

C6－43100BA 操作部上・取手上型 C6－4310B 天火（操作部上型） 一

C6－43100BA 操作部上・取手上型 C6－4310BA 天火（操作部上・取手上型） 一

C6－43100C 操作部下型 C6－4310 天火 一

C6－43100C 操作部下型 C6－4310A 天火（操作部右型） 一

C6－43100C 操作部下型 C6－4310AA 天火（操作部右・取手上型） 一

C6－43100C 操作部下型 C6－4310AB 天火（操作部右・取手右型） 一

C6－43100C 操作部下型 C6－4310AC 天火（操作部右・取手無し型） 一

C6－43100C 操作部下型 C6－4310B 天火（操作部上型） 一

C6－43100C 操作部下型 C6－4310BA 天火（操作部上・取手上型） 一

C6－43100D 操作部扉付き型 C6－4310 天火 一

C6－43100D 操作部扉付き型 C6－4310A 天火（操作部右型） 一

C6－43100D 操作部扉付き型 C6－4310AA 天火（操作部右・取手上型） 一

C6－43100D 操作部扉付き型 C6－4310AB 天火（操作部右・取手右型） 一

C6－43100D 操作部扉付き型 C6－4310AC 天火（操作部右・取手無し型） 一

C6－43100D 操作部扉付き型 C6－4310B 天火（操作部上型） 一

C6－43100D 操作部扉付き型 C6－4310BA 天火（操作部上・取手上型） 一

C6－43100E 上面扉型 C6－4310 天火 一

C6－43100E 上面扉型 C6－4310A 天火（操作部右型） 一

C6－43100E 上面扉型 C6－4310AA 天火（操作部右・取手上型） 一

C6－43100E 上面扉型 C6－4310AB 天火（操作部右・取手右型） 一

C6－43100E 上面扉型 C6－4310AC 天火（操作部右・取手無し型） 一

C6－43100E 上面扉型 C6－4310B 天火（操作部上型） 一

C6－43100E 上面扉型 C6－4310BA 天火（操作部上・取手上型） 一

C6－4319 天火部品及び付属品 C6－4319 天火部品及び付属品 全

C6－43200 トースター C6－4320 トースター 全

C6－43200 トースター C6－4320A トースター（ポップアップ型） 全

C6－43200 トースター C6－4320B トースター（オーブン型） 全

C6－43200A ポップアップ型 C6－4320 トースター 一

C6－43200A ポップアップ型 C6－4320A トースター（ポップアップ型） 全

C6－43200B オーブン型 C6－4320 トースター 一

C6－43200B オーブン型 C6－4320B トースター（オーブン型） 全

C6－4329 トースター部品及び付属品 C6－4329 トースター部品及び付属品 全

C6－43300 肉焼き器 C6－4330 肉焼き器 全

C6－43300 肉焼き器 C6－4330A 肉焼き器（魚焼きロースター型） 全

C6－43300 肉焼き器 C6－4330B 肉焼き器（卓上型） 全

C6－43300A 魚焼きロースター型 C6－4330 肉焼き器 一

C6－43300A 魚焼きロースター型 C6－4330A 肉焼き器（魚焼きロースター型） 全

C6－43300B 卓上型 C6－4330 肉焼き器 一

C6－43300B 卓上型 C6－4330B 肉焼き器（卓上型） 全

C6－4339 肉焼き器部品及び付属品 C6－4339 肉焼き器部品および付属品 全
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C6－439 熱源付き焼き器部品及び付属品 C6－439 熱源付き焼き器部品及び付属品 全

C6－4400 こんろ等 C6－440 こんろ等 全

C6－4400 こんろ等 C6－441 投込み湯沸し器 全

C6－4420 こんろ C6－442 こんろ 全

C6－4420 こんろ C6－442A こんろ（アルコールこんろ型） 全

C6－4420 こんろ C6－442B こんろ（携帯型） 全

C6－4420 こんろ C6－442C こんろ（卓上型） 全

C6－4420 こんろ C6－442CA こんろ（卓上・火口無し型） 全

C6－4420 こんろ C6－442CB こんろ（卓上・単一火口型） 全

C6－4420 こんろ C6－442CC こんろ（卓上・複数火口型） 全

C6－4420 こんろ C6－442D こんろ（はめこみ型） 全

C6－4420 こんろ C6－442E こんろ（設置型） 全

C6－4420A アルコールこんろ型 C6－442A こんろ（アルコールこんろ型） 全

C6－4420B 携帯型 C6－442B こんろ（携帯型） 全

C6－4420C 卓上型（ＣＡ～ＣＣを除く） C6－442C こんろ（卓上型） 全

C6－4420CA 卓上型・扁平台状，火口無し型 C6－442CA こんろ（卓上・火口無し型） 一

C6－4420CB 卓上型・扁平台状，単一火口型 C6－442CB こんろ（卓上・単一火口型） 全

C6－4420CC 卓上型・扁平台状，複数火口型 C6－442CC こんろ（卓上・複数火口型） 全

C6－4420D はめこみ型（ＤＡ除く） C6－442D こんろ（はめこみ型） 全

C6－4420DA はめこみ型・火口無し型 C6－442CA こんろ（卓上・火口無し型） 一

C6－4420E 設置型 C6－442E こんろ（設置型） 全

C6－4430 固形燃料用こんろ C6－443 固形燃料用こんろ 全

C6－4430 固形燃料用こんろ C6－443A 固形燃料用こんろ（設置型） 全

C6－4430A 設置型 C6－443A 固形燃料用こんろ（設置型） 全

C6－4490 こんろ等部品及び付属品 C6－4490 こんろ等部品及び付属品 全

C6－4491 こんろ等部品 C6－44910 こんろ等部品 一

C6－44911 五徳 C6－44911 五徳 全

C6－44912 こんろ用バーナー C6－44912 こんろ用バーナー 全

C6－44913 こんろ用汁受け皿 C6－44913 こんろ用汁受け皿 全

C6－44914 こんろ用天板 C6－44910 こんろ等部品 一

C6－44915 こんろ用操作盤 C6－44910 こんろ等部品 一

C6－44920 こんろ等付属品 C6－44920 こんろ等付属品 全

C6－44921 アルコールこんろ用なべ支持具 C6－44921 アルコールこんろ用なべ支持具 全

C6－44922 こんろ用油よけ具 C6－44922 こんろ用油よけ具 全

C6－44922A 敷物型 C6－44922 こんろ用油よけ具 一

C6－4500 調理用複合加熱器 C6－450 調理用複合加熱器 全

C6－4500 調理用複合加熱器 C6－452 天火付きこんろ 全

C6－4500 調理用複合加熱器 C6－453 台付きこんろ 全

C6－4500 調理用複合加熱器 C6－454 戸棚付きレンジ 全

C6－4510 ロースター付きこんろ C6－451 ロースター付きこんろ 全

C6－4510 ロースター付きこんろ C6－451A ロースター付きこんろ（卓上型） 全

C6－4510C 卓上型（ＣＡ除く） C6－451A ロースター付きこんろ（卓上型） 一

C6－4510CA 卓上型・扁平台状，火口無し型 C6－451A ロースター付きこんろ（卓上型） 一

C6－4510D はめこみ型（ＤＡ除く） C6－451 ロースター付きこんろ 一

C6－4510DA はめこみ型・火口無し型 C6－451 ロースター付きこんろ 一

C6－459 調理用複合加熱器部品及び付属品 C6－459 調理用複合加熱器部品及び付属品 全

C6－49 調理用加熱器部品及び付属品 C6－49 調理用加熱器部品及び付属品 全

C6－50 冷蔵庫，製氷機等，車載用冷蔵庫 C6－50 冷蔵庫・製氷機等 全

C6－510 冷蔵庫等 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－510 冷蔵庫等 C6－51A 冷蔵庫等（透明扉型） 一

C6－510 冷蔵庫等 C6－51B 冷蔵庫等（上面扉型） 一

C6－510 冷蔵庫等 C6－51BA 冷蔵庫等（上面扉・片開き型） 一

C6－510 冷蔵庫等 C6－51C 冷蔵庫等（電子レンジ付き） 一

C6－510 冷蔵庫等 C6－51D 冷蔵庫等（棚付き） 一
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C6－510 冷蔵庫等 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－510 冷蔵庫等 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－510 冷蔵庫等 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列 一

C6－510 冷蔵庫等 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－510 冷蔵庫等 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－510 冷蔵庫等 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－510 冷蔵庫等 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－510 冷蔵庫等 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－510 冷蔵庫等 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－510 冷蔵庫等 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－510 冷蔵庫等 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－510 冷蔵庫等 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－510 冷蔵庫等 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－510 冷蔵庫等 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－5110 冷蔵庫（他機能付き） C6－51 冷蔵庫等 一

C6－5110 冷蔵庫（他機能付き） C6－51A 冷蔵庫等（透明扉型） 一

C6－5110 冷蔵庫（他機能付き） C6－51B 冷蔵庫等（上面扉型） 一

C6－5110 冷蔵庫（他機能付き） C6－51BA 冷蔵庫等（上面扉・片開き型） 一

C6－5110 冷蔵庫（他機能付き） C6－51C 冷蔵庫等（電子レンジ付き） 一

C6－5110 冷蔵庫（他機能付き） C6－51D 冷蔵庫等（棚付き） 一

C6－5110 冷蔵庫（他機能付き） C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－5110 冷蔵庫（他機能付き） C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－5110 冷蔵庫（他機能付き） C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－5110 冷蔵庫（他機能付き） C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－5110 冷蔵庫（他機能付き） C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－5110 冷蔵庫（他機能付き） C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－5110 冷蔵庫（他機能付き） C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－5110 冷蔵庫（他機能付き） C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－5110 冷蔵庫（他機能付き） C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－5110 冷蔵庫（他機能付き） C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－5110 冷蔵庫（他機能付き） C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－5110 冷蔵庫（他機能付き） C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－5110 冷蔵庫（他機能付き） C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－5110 冷蔵庫（他機能付き） C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－5111 冷蔵庫（電子レンジ付き） C6－51C 冷蔵庫等（電子レンジ付き） 一

C6－5112 冷蔵庫（棚付き） C6－51D 冷蔵庫等（棚付き） 一

C6－512 冷蔵庫（上面扉型） C6－51B 冷蔵庫等（上面扉型） 一

C6－512 冷蔵庫（上面扉型） C6－51BA 冷蔵庫等（上面扉・片開き型） 一

C6－5130 冷蔵庫（正面ドア型） C6－51 冷蔵庫等 一

C6－5130 冷蔵庫（正面ドア型） C6－51A 冷蔵庫等（透明扉型） 一

C6－5130 冷蔵庫（正面ドア型） C6－51B 冷蔵庫等（上面扉型） 一

C6－5130 冷蔵庫（正面ドア型） C6－51BA 冷蔵庫等（上面扉・片開き型） 一

C6－5130 冷蔵庫（正面ドア型） C6－51C 冷蔵庫等（電子レンジ付き） 一

C6－5130 冷蔵庫（正面ドア型） C6－51D 冷蔵庫等（棚付き） 一

C6－5130 冷蔵庫（正面ドア型） C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－5130 冷蔵庫（正面ドア型） C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－5130 冷蔵庫（正面ドア型） C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－5130 冷蔵庫（正面ドア型） C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－5130 冷蔵庫（正面ドア型） C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一
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C6－5130 冷蔵庫（正面ドア型） C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－5130 冷蔵庫（正面ドア型） C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－5130 冷蔵庫（正面ドア型） C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－5130 冷蔵庫（正面ドア型） C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－5130 冷蔵庫（正面ドア型） C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－5130 冷蔵庫（正面ドア型） C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－5130 冷蔵庫（正面ドア型） C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－5130 冷蔵庫（正面ドア型） C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－5130 冷蔵庫（正面ドア型） C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－5131 冷蔵庫（透明ドア型） C6－51A 冷蔵庫等（透明扉型） 一

C6－5131A 取り出し口付き C6－51A 冷蔵庫等（透明扉型） 一

C6－5131B 表示部有り C6－51A 冷蔵庫等（透明扉型） 一

C6－5131CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51A 冷蔵庫等（透明扉型） 一

C6－5131CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51A 冷蔵庫等（透明扉型） 一

C6－5131CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51A 冷蔵庫等（透明扉型） 一

C6－5131DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51A 冷蔵庫等（透明扉型） 一

C6－5131DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51A 冷蔵庫等（透明扉型） 一

C6－5131DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51A 冷蔵庫等（透明扉型） 一

C6－5132 冷蔵庫（引出しのみ型） C6－51 冷蔵庫等 一

C6－5132 冷蔵庫（引出しのみ型） C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－5132 冷蔵庫（引出しのみ型） C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－5132 冷蔵庫（引出しのみ型） C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列 一

C6－5132 冷蔵庫（引出しのみ型） C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－5132 冷蔵庫（引出しのみ型） C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－5132 冷蔵庫（引出しのみ型） C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－5132 冷蔵庫（引出しのみ型） C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－5132 冷蔵庫（引出しのみ型） C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－5132 冷蔵庫（引出しのみ型） C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－5132 冷蔵庫（引出しのみ型） C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－5132 冷蔵庫（引出しのみ型） C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－5132 冷蔵庫（引出しのみ型） C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－5132 冷蔵庫（引出しのみ型） C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－5132 冷蔵庫（引出しのみ型） C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－5132A 取り出し口付き C6－51 冷蔵庫等 一

C6－5132A 取り出し口付き C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－5132A 取り出し口付き C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－5132A 取り出し口付き C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－5132A 取り出し口付き C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－5132A 取り出し口付き C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－5132A 取り出し口付き C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－5132A 取り出し口付き C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－5132A 取り出し口付き C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－5132A 取り出し口付き C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－5132A 取り出し口付き C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－5132A 取り出し口付き C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－5132A 取り出し口付き C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－5132A 取り出し口付き C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－5132A 取り出し口付き C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一
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C6－5132B 表示部有り C6－51 冷蔵庫等 一

C6－5132B 表示部有り C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－5132B 表示部有り C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－5132B 表示部有り C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列 一

C6－5132B 表示部有り C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－5132B 表示部有り C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－5132B 表示部有り C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－5132B 表示部有り C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－5132B 表示部有り C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－5132B 表示部有り C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－5132B 表示部有り C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－5132B 表示部有り C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－5132B 表示部有り C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－5132B 表示部有り C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－5132B 表示部有り C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－5132DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－5132DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－5132DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－5132DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列 一

C6－5132DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－5132DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－5132DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－5132DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－5132DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－5132DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－5132DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－5132DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－5132DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－5132DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－5132DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－5132DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－5132DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－5132DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－5132DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－5132DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－5132DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－5132DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－5132DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－5132DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－5132DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－5132DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－5132DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－5132DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－5132DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－5132DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－5132DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－5132DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－5132DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一
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C6－5132DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列 一

C6－5132DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－5132DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－5132DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－5132DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－5132DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－5132DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－5132DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－5132DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－5132DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－5132DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－5132DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51330 冷蔵庫（扉のみ型） C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51330 冷蔵庫（扉のみ型） C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51330 冷蔵庫（扉のみ型） C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51330 冷蔵庫（扉のみ型） C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列 一

C6－51330 冷蔵庫（扉のみ型） C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51330 冷蔵庫（扉のみ型） C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51330 冷蔵庫（扉のみ型） C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51330 冷蔵庫（扉のみ型） C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51330 冷蔵庫（扉のみ型） C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51330 冷蔵庫（扉のみ型） C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51330 冷蔵庫（扉のみ型） C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51330 冷蔵庫（扉のみ型） C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51330 冷蔵庫（扉のみ型） C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51330 冷蔵庫（扉のみ型） C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51330 冷蔵庫（扉のみ型） C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51330A 取り出し口付き C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51330A 取り出し口付き C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51330A 取り出し口付き C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51330A 取り出し口付き C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51330A 取り出し口付き C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51330A 取り出し口付き C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51330A 取り出し口付き C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51330A 取り出し口付き C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51330A 取り出し口付き C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51330A 取り出し口付き C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51330A 取り出し口付き C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51330A 取り出し口付き C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51330A 取り出し口付き C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51330A 取り出し口付き C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51330A 取り出し口付き C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51330B 表示部有り C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51330B 表示部有り C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51330B 表示部有り C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51330B 表示部有り C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51330B 表示部有り C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一
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C6－51330B 表示部有り C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51330B 表示部有り C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51330B 表示部有り C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51330B 表示部有り C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51330B 表示部有り C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51330B 表示部有り C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51330B 表示部有り C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51330B 表示部有り C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51330B 表示部有り C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51330B 表示部有り C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51330CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51330CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51330CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51330CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51330CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51330CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51330CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51330CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51330CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51330CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51330CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51330CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51330CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51330CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51330CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51330CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51330CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51330CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51330CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51330CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51330CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51330CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51330CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51330CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51330CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51330CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51330CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51330CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51330CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51330CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51330CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51330CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51330CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51330CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51330CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51330CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51330CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一
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C6－51330CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51330CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51330CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51330CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51330CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51330CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51330CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51330CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51331 冷蔵庫（扉のみ・１枚扉型） C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51331 冷蔵庫（扉のみ・１枚扉型） C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51331 冷蔵庫（扉のみ・１枚扉型） C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51331A 取り出し口付き C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51331A 取り出し口付き C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51331A 取り出し口付き C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51331B 表示部有り C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51331B 表示部有り C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51331B 表示部有り C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51331CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51331CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51331CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51331CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51331CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51331CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51331CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51331CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51331CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51332 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・横列型） C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51332 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・横列型） C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51332 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・横列型） C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51332 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・横列型） C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51332 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・横列型） C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51332 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・横列型） C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51332 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・横列型） C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51332 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・横列型） C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51332 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・横列型） C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51332 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・横列型） C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51332 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・横列型） C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51332 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・横列型） C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51332 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・横列型） C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51332 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・横列型） C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51332 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・横列型） C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51332A 取り出し口付き C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51332A 取り出し口付き C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51332A 取り出し口付き C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51332A 取り出し口付き C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51332A 取り出し口付き C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一
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C6－51332A 取り出し口付き C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51332A 取り出し口付き C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51332A 取り出し口付き C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51332A 取り出し口付き C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51332A 取り出し口付き C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51332A 取り出し口付き C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51332A 取り出し口付き C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51332A 取り出し口付き C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51332A 取り出し口付き C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51332A 取り出し口付き C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51332B 表示部有り C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51332B 表示部有り C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51332B 表示部有り C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51332B 表示部有り C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51332B 表示部有り C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51332B 表示部有り C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51332B 表示部有り C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51332B 表示部有り C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51332B 表示部有り C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51332B 表示部有り C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51332B 表示部有り C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51332B 表示部有り C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51332B 表示部有り C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51332B 表示部有り C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51332B 表示部有り C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51332CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51332CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51332CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51332CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51332CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51332CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51332CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51332CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51332CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51332CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51332CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51332CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51332CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51332CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51332CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51332CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51332CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51332CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51332CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51332CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51332CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51332CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一
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C6－51332CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51332CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51332CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51332CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51332CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51332CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51332CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51332CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51332CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51332CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51332CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51332CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列 一

C6－51332CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51332CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51332CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51332CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51332CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51332CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51332CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51332CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51332CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51332CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51332CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51333 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・縦列型） C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51333 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・縦列型） C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51333 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・縦列型） C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51333 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・縦列型） C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51333 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・縦列型） C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51333 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・縦列型） C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51333 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・縦列型） C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51333 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・縦列型） C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51333 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・縦列型） C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51333 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・縦列型） C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51333 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・縦列型） C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51333 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・縦列型） C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51333 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・縦列型） C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51333 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・縦列型） C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51333 冷蔵庫（扉のみ・複数枚・縦列型） C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51333A 取り出し口付き C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51333A 取り出し口付き C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51333A 取り出し口付き C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51333A 取り出し口付き C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51333A 取り出し口付き C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51333A 取り出し口付き C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51333A 取り出し口付き C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51333A 取り出し口付き C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51333A 取り出し口付き C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51333A 取り出し口付き C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一
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C6－51333A 取り出し口付き C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51333A 取り出し口付き C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51333A 取り出し口付き C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51333A 取り出し口付き C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51333A 取り出し口付き C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51333B 表示部有り C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51333B 表示部有り C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51333B 表示部有り C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51333B 表示部有り C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列 一

C6－51333B 表示部有り C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51333B 表示部有り C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51333B 表示部有り C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51333B 表示部有り C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51333B 表示部有り C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51333B 表示部有り C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51333B 表示部有り C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51333B 表示部有り C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51333B 表示部有り C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51333B 表示部有り C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51333B 表示部有り C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51333CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51333CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51333CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51333CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51333CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51333CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51333CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51333CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51333CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51333CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51333CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51333CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51333CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51333CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51333CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51333CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51333CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51333CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51333CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51333CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51333CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51333CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51333CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51333CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51333CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51333CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51333CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51333CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一
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C6－51333CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51333CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51333CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51333CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51333CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51333CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列 一

C6－51333CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51333CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51333CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51333CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51333CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51333CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51333CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51333CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51333CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51333CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51333CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51340 冷蔵庫（複合ドア型） C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51340 冷蔵庫（複合ドア型） C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51340 冷蔵庫（複合ドア型） C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51340 冷蔵庫（複合ドア型） C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51340 冷蔵庫（複合ドア型） C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51340 冷蔵庫（複合ドア型） C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51340 冷蔵庫（複合ドア型） C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51340 冷蔵庫（複合ドア型） C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51340 冷蔵庫（複合ドア型） C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51340 冷蔵庫（複合ドア型） C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51340 冷蔵庫（複合ドア型） C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51340 冷蔵庫（複合ドア型） C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51340 冷蔵庫（複合ドア型） C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51340 冷蔵庫（複合ドア型） C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51340 冷蔵庫（複合ドア型） C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51340A 取り出し口付き C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51340A 取り出し口付き C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51340A 取り出し口付き C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51340A 取り出し口付き C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51340A 取り出し口付き C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51340A 取り出し口付き C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51340A 取り出し口付き C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51340A 取り出し口付き C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51340A 取り出し口付き C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51340A 取り出し口付き C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51340A 取り出し口付き C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51340A 取り出し口付き C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51340A 取り出し口付き C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51340A 取り出し口付き C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一
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C6－51340A 取り出し口付き C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51340B 表示部有り C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51340B 表示部有り C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51340B 表示部有り C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51340B 表示部有り C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列 一

C6－51340B 表示部有り C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51340B 表示部有り C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51340B 表示部有り C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51340B 表示部有り C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51340B 表示部有り C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51340B 表示部有り C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51340B 表示部有り C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51340B 表示部有り C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51340B 表示部有り C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51340B 表示部有り C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51340B 表示部有り C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51340CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51340CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51340CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51340CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51340CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51340CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51340CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51340CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51340CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51340CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51340CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51340CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51340CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51340CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51340CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51340CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51340CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51340CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51340CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51340CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51340CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51340CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51340CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51340CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51340CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51340CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51340CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51340CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51340CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51340CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51340CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51 冷蔵庫等 一
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C6－51340CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51340CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51340CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列 一

C6－51340CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51340CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51340CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51340CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51340CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51340CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51340CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51340CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51340CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51340CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51340CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51340DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51340DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51340DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51340DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51340DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51340DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51340DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51340DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51340DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51340DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51340DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51340DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51340DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51340DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51340DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51340DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51340DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51340DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51340DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51340DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51340DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51340DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51340DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51340DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51340DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51340DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51340DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51340DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51340DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51340DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51340DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51340DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51340DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51340DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一
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C6－51340DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51340DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51340DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51340DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51340DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51340DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51340DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51340DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51340DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51340DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51340DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51341 冷蔵庫（上部１枚扉・下部引出し型） C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51341 冷蔵庫（上部１枚扉・下部引出し型） C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51341 冷蔵庫（上部１枚扉・下部引出し型） C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51341 冷蔵庫（上部１枚扉・下部引出し型） C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51341 冷蔵庫（上部１枚扉・下部引出し型） C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51341 冷蔵庫（上部１枚扉・下部引出し型） C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51341 冷蔵庫（上部１枚扉・下部引出し型） C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51341 冷蔵庫（上部１枚扉・下部引出し型） C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51341 冷蔵庫（上部１枚扉・下部引出し型） C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51341 冷蔵庫（上部１枚扉・下部引出し型） C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51341 冷蔵庫（上部１枚扉・下部引出し型） C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51341 冷蔵庫（上部１枚扉・下部引出し型） C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51341 冷蔵庫（上部１枚扉・下部引出し型） C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51341 冷蔵庫（上部１枚扉・下部引出し型） C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51341 冷蔵庫（上部１枚扉・下部引出し型） C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51341A 取り出し口付き C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51341A 取り出し口付き C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51341A 取り出し口付き C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51341A 取り出し口付き C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51341A 取り出し口付き C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51341A 取り出し口付き C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51341A 取り出し口付き C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51341A 取り出し口付き C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51341A 取り出し口付き C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51341A 取り出し口付き C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51341A 取り出し口付き C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51341A 取り出し口付き C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51341A 取り出し口付き C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51341A 取り出し口付き C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51341A 取り出し口付き C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51341B 表示部有り C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51341B 表示部有り C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51341B 表示部有り C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51341B 表示部有り C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51341B 表示部有り C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51341B 表示部有り C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一
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C6－51341B 表示部有り C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51341B 表示部有り C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51341B 表示部有り C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51341B 表示部有り C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51341B 表示部有り C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51341B 表示部有り C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51341B 表示部有り C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51341B 表示部有り C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51341B 表示部有り C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51341CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51341CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51341CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51341CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列 一

C6－51341CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51341CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51341CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51341CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51341CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51341CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51341CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51341CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51341CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51341CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51341CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51341CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51341CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51341CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51341CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51341CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51341CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51341CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51341CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51341CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51341CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51341CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51341CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51341CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51341CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51341CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51341CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51341CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51341CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51341CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51341CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51341CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51341CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51341CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51341CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一
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C6－51341CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51341CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51341CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51341CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51341CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51341CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51341DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51341DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51341DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51341DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列 一

C6－51341DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51341DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51341DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51341DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51341DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51341DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51341DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51341DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51341DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51341DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51341DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51341DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51341DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51341DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51341DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51341DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51341DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51341DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51341DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51341DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51341DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51341DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51341DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51341DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51341DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51341DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51341DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51341DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51341DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51341DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51341DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51341DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51341DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51341DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51341DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51341DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51341DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51341DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一
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C6－51341DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51341DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51341DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51341E 下部引出し１段型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51341E 下部引出し１段型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51341E 下部引出し１段型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51341E 下部引出し１段型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列 一

C6－51341E 下部引出し１段型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51341E 下部引出し１段型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51341E 下部引出し１段型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51341E 下部引出し１段型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51341E 下部引出し１段型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51341E 下部引出し１段型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51341E 下部引出し１段型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51341E 下部引出し１段型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51341E 下部引出し１段型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51341E 下部引出し１段型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51341E 下部引出し１段型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51342 冷蔵庫（上部２枚扉・下部引出し型） C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51342 冷蔵庫（上部２枚扉・下部引出し型） C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51342 冷蔵庫（上部２枚扉・下部引出し型） C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51342 冷蔵庫（上部２枚扉・下部引出し型） C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51342 冷蔵庫（上部２枚扉・下部引出し型） C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51342 冷蔵庫（上部２枚扉・下部引出し型） C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51342 冷蔵庫（上部２枚扉・下部引出し型） C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51342 冷蔵庫（上部２枚扉・下部引出し型） C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51342 冷蔵庫（上部２枚扉・下部引出し型） C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51342 冷蔵庫（上部２枚扉・下部引出し型） C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51342 冷蔵庫（上部２枚扉・下部引出し型） C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51342 冷蔵庫（上部２枚扉・下部引出し型） C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51342 冷蔵庫（上部２枚扉・下部引出し型） C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51342 冷蔵庫（上部２枚扉・下部引出し型） C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51342 冷蔵庫（上部２枚扉・下部引出し型） C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51342A 取り出し口付き C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51342A 取り出し口付き C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51342A 取り出し口付き C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51342A 取り出し口付き C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51342A 取り出し口付き C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51342A 取り出し口付き C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51342A 取り出し口付き C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51342A 取り出し口付き C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51342A 取り出し口付き C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51342A 取り出し口付き C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51342A 取り出し口付き C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51342A 取り出し口付き C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51342A 取り出し口付き C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51342A 取り出し口付き C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一
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C6－51342A 取り出し口付き C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51342B 表示部有り C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51342B 表示部有り C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51342B 表示部有り C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51342B 表示部有り C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列 一

C6－51342B 表示部有り C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51342B 表示部有り C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51342B 表示部有り C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51342B 表示部有り C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51342B 表示部有り C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51342B 表示部有り C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51342B 表示部有り C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51342B 表示部有り C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51342B 表示部有り C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51342B 表示部有り C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51342B 表示部有り C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51342CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51342CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51342CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51342CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51342CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51342CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51342CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51342CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51342CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51342CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51342CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51342CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51342CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51342CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51342CA 扉ハンドル形状・突出握り型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51342CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51342CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51342CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51342CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51342CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51342CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51342CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51342CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51342CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51342CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51342CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51342CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51342CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51342CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51342CB 扉ハンドル形状・凹部側部型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51342CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51 冷蔵庫等 一
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C6－51342CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51342CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51342CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列 一

C6－51342CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51342CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51342CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51342CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51342CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51342CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51342CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51342CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51342CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51342CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51342CC 扉ハンドル形状・凹部扉面型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51342DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51342DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51342DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51342DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51342DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51342DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51342DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51342DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51342DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51342DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51342DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51342DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51342DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51342DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51342DA 引出しハンドル形状・突出握り型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51342DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51342DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51342DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51342DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51342DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51342DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51342DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51342DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51342DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51342DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51342DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51342DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51342DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51342DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51342DB 引出しハンドル形状・凹部上辺型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51342DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51342DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51342DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51342DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一
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C6－51342DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51342DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51342DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51342DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51342DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51342DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51342DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51342DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51342DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51342DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51342DC 引出しハンドル形状・凹部扉面型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－51342E 下部引出し１段型 C6－51 冷蔵庫等 一

C6－51342E 下部引出し１段型 C6－51E 冷蔵庫等（取出し口付き扉型） 一

C6－51342E 下部引出し１段型 C6－51EA 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア段型 一

C6－51342E 下部引出し１段型 C6－51EB 冷蔵庫等（取出し口付き扉・複数ドア列
型）

一

C6－51342E 下部引出し１段型 C6－51F 冷蔵庫等（１ドア型） 一

C6－51342E 下部引出し１段型 C6－51FA 冷蔵庫等（１ドア・操作板付きトップテーブ
ル型）

一

C6－51342E 下部引出し１段型 C6－51FB 冷蔵庫等（１ドア・卓上型） 一

C6－51342E 下部引出し１段型 C6－51G 冷蔵庫等（複数ドア段型） 一

C6－51342E 下部引出し１段型 C6－51GA 冷蔵庫等（複数ドア段型・２ドア型） 一

C6－51342E 下部引出し１段型 C6－51GB 冷蔵庫等（複数ドア段型・３ドア型） 一

C6－51342E 下部引出し１段型 C6－51GC 冷蔵庫等（複数ドア段型・４ドア型） 一

C6－51342E 下部引出し１段型 C6－51H 冷蔵庫等（複数ドア列型） 一

C6－51342E 下部引出し１段型 C6－51J 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型） 一

C6－51342E 下部引出し１段型 C6－51JA 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部縦２段型）

一

C6－51342E 下部引出し１段型 C6－51JB 冷蔵庫等（複数ドア段及び列型・３ドアー
部横２列型）

一

C6－52 製氷機 C6－52 製氷機 全

C6－590 冷蔵庫，製氷機等部品及び付属品 C6－590 冷蔵庫，製氷機等部品及び付属品 全

C6－591 冷蔵庫用扉金具 C6－591 冷蔵庫用扉金具 全

C6－591A 冷蔵雇用取手 C6－591 冷蔵庫用扉金具 全

C6－592 冷蔵庫用構成部材 C6－592 冷蔵庫用構成部材 全

C6－60 食品供給機 C6－60 食品供給機 全

C6－610 飲料供給機 C6－61 飲料供給機 全

C6－610 飲料供給機 C6－61A 飲料供給機（上面飲み口型） 全

C6－610 飲料供給機 C6－61B 飲料供給機（卓上型） 全

C6－610 飲料供給機 C6－61BA 飲料供給機（卓上型・複数供給口付き） 全

C6－610 飲料供給機 C6－61BB 飲料供給機（卓上・供給口突出型） 全

C6－610 飲料供給機 C6－61C 飲料供給機（床置き型） 全

C6－610A 上面飲み口型 C6－61A 飲料供給機（上面飲み口型） 全

C6－610B 卓上型 C6－61B 飲料供給機（卓上型） 全

C6－610BA 卓上型・複数供給口付き C6－61BA 飲料供給機（卓上型・複数供給口付き） 全

C6－610BB 卓上型・供給口突出型 C6－61BB 飲料供給機（卓上・供給口突出型） 全

C6－610C 床置型 C6－61C 飲料供給機（床置き型） 全

C6－62 飲料供給容器 C6－62 飲料供給容器 全

C6－630 粉末及び固形食品供給器 C6－63 粉末及び固形食品供給器 一

C6－631 計量米びつ C6－63 ※計量米びつ 一部

C6－69 食品供給機部品及び付属品 C6－69 食品供給器部品及び付属品 全

C6－700 食品食器用洗浄機及び食品食器用乾燥
機

C6－70 食品食器用洗浄機及び食品食器用乾燥
機

全

C6－700 食品食器用洗浄機及び食品食器用乾燥
機

C6－72 食品乾燥機 全

C6－710 食器洗浄機 C6－71 食器洗浄機 全
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C6－710 食器洗浄機 C6－71A 食器洗浄機（卓上型） 全

C6－710A 卓上型 C6－71A 食器洗浄機（卓上型） 全

C6－73 食器乾燥機 C6－73 食器乾燥機 全

C6－79 食品食器用洗浄機及び食品食器用乾燥
機部品及び付属品

C6－79 食品食器用洗浄機及び食品食器用乾燥
機部品及び付属品

全

C6－9 飲食用具及び調理用器具部分及び付属 C6－9 飲食用具及び調理用器具部品及び付属 全

C7－00 その他の慶弔用品 C7－00 その他の慶弔用品 全

C7－01 護符等 C7－01 護符等 全

C7－01A 吊り下げ型 C7－01 護符等 一

C7－10 葬祭具 C7－10 葬祭具 全

C7－10A 数珠 C7－10 葬祭具 一

C7－110 棺 C7－110 棺 全

C7－119 棺部品及び付属品 C7－119 棺部品及び付属品 全

C7－120 骨つぼ C7－120 骨つぼ 全

C7－129 骨つぼ部品及び付属品 C7－129 骨つぼ部品及び付属品 全

C7－130 墓石等 C7－130 墓石等 全

C7－130A 屋根部有り型 C7－130 墓石等 一

C7－131 位はい C7－131 位はい 全

C7－1390 墓石等部品及び付属品 C7－139 墓石等部品及び付属品 一

C7－1391 墓前用線香立て C7－139 墓石等部品及び付属品 一

C7－1392 墓前用花立て C7－139 墓石等部品及び付属品 一

C7－140 供飾り等 C7－140 供飾り等 全

C7－141 葬祭用供花 C7－141 葬祭用供花 全

C7－142 葬祭用照明器具 C7－142 葬祭用照明器具 全

C7－150 葬祭用供器 C7－150 葬祭用供器 全

C7－151 葬祭用花立て C7－151 葬祭用花立て 全

C7－152 葬祭用香炉 C7－152 葬祭用香炉 全

C7－160 仏壇等 C7－160 仏壇等 全

C7－161 仏壇 C7－161 仏壇 全

C7－1690 仏壇等部品及び付属品 C7－1690 仏壇等部品及び付属品 全

C7－1691 仏壇構成部材 C7－1691 仏壇構成部材 全

C7－17 仏像等 C7－17 仏像等 全

C7－2 みこし C7－2 みこし 全

C7－30 クリスマス用具 C7－30 クリスマス用具 全

C7－31 クリスマスツリー C7－31 クリスマスツリー 全

D0－00 Ｄ３～Ｄ９に属さないその他の住宅設備用
品雑

D0－0 Ｄ１～Ｄ５に属さないその他の住宅設備用
品雑

一

D0－00 Ｄ３～Ｄ９に属さないその他の住宅設備用
品雑

D0－10 ※玄関パネル 一

D0－00 Ｄ３～Ｄ９に属さないその他の住宅設備用
品雑

D0－110 ※玄関パネル 一

D0－100 住宅用受け箱等 D0－10 住宅用受け箱 一

D0－1100 郵便受け箱，新聞受け箱等 D0－110 郵便受け箱等 一

D0－12 ボンベ格納箱・固定具等 D0－12 ボンベ用格納箱等 全

D0－19 住宅用受け箱等部品付属品 D0－119 郵便受け箱等部品及び付属品 全

D0－200 はしご，脚立，踏み台等 D0－20 はしご，脚立等 全

D0－200 はしご，脚立，踏み台等 D0－21 はしご 全

D0－200 はしご，脚立，踏み台等 D0－22 脚立 全

D0－200 はしご，脚立，踏み台等 D0－23 踏み台 全

D0－200 はしご，脚立，踏み台等 L1－10 ※建築用ステップ 一

D0－200 はしご，脚立，踏み台等 L2－169 ※電柱用足場金具 一

D0－200 はしご，脚立，踏み台等 L2－4391 マンホール用足場金具 全

D0－200 はしご，脚立，踏み台等 L2－630 ※岸壁緊急避難梯子 一

D0－200A 自立型 D0－20 はしご，脚立等 一

D0－200A 自立型 D0－21 はしご 一
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D0－200A 自立型 D0－22 脚立 一

D0－200A 自立型 D0－23 踏み台 一

D0－200B 台型，家具調型 D0－20 はしご，脚立等 一

D0－200B 台型，家具調型 D0－21 はしご 一

D0－200B 台型，家具調型 D0－22 脚立 一

D0－200B 台型，家具調型 D0－23 踏み台 一

D0－200C 壁取付け型 D0－20 はしご，脚立等 一

D0－200C 壁取付け型 D0－21 はしご 一

D0－200C 壁取付け型 L1－10 ※建築用ステップ 一

D0－200C 壁取付け型 L2－4391 マンホール用足場金具 一

D0－200C 壁取付け型 L2－630 ※岸壁緊急避難梯子 一

D0－29 はしご，脚立等部品及び付属品 D0－290 はしご，脚立等部品及び付属品 全

D0－29 はしご，脚立等部品及び付属品 D0－291 はしご，脚立等構成部材 全

D0－29A 形状連続型 D0－291 はしご，脚立等構成部材 全

D3－0 その他の発光具及び照明器具 D3－0 その他の電球及び照明器具 全

D3－200 燃焼型照明器具 D3－20 燃焼型照明器具 全

D3－200 燃焼型照明器具 D3－210 たいまつ，灯明等 全

D3－200 燃焼型照明器具 D3－211 たいまつ等 全

D3－200 燃焼型照明器具 D3－212 灯明 全

D3－2200 オイルランプ，ガス灯 D3－220 オイルランプ 全

D3－2200 オイルランプ，ガス灯 D3－23 ガス灯 全

D3－2200A 携帯用ランプ型 D3－220 オイルランプ 一

D3－2400 ろうそく D3－240 ろうそく等 全

D3－2400 ろうそく D3－241 ろうそく 全

D3－2400 ろうそく D3－241A ろうそく（模様付き） 全

D3－2400 ろうそく D3－241B ろうそく（模擬形態） 全

D3－2400 ろうそく D3－241BA ろうそく（模擬形態・動物及び人物） 全

D3－2400 ろうそく D3－241BB ろうそく（模擬形態・植物） 全

D3－2400 ろうそく D3－241BC ろうそく（模擬形態・器物） 全

D3－2400A 模擬形態 D3－241B ろうそく（模擬形態） 全

D3－2400A 模擬形態 D3－241BA ろうそく（模擬形態・動物及び人物） 全

D3－2400A 模擬形態 D3－241BB ろうそく（模擬形態・植物） 全

D3－2400A 模擬形態 D3－241BC ろうそく（模擬形態・器物） 全

D3－250 しょく台等 D3－25 しょく台 全

D3－250 しょく台等 D3－25A しょく台（加飾型） 全

D3－250 しょく台等 D3－25B しょく台（ケーキ用差し込み型） 全

D3－250 しょく台等 D3－25C しょく台（携帯用取手付き） 全

D3－250 しょく台等 D3－25D しょく台（火屋付き） 全

D3－250 しょく台等 D3－25E しょく台（コップ型） 全

D3－250 しょく台等 D3－25F しょく台（多連型） 全

D3－250A 火屋付き D3－25D しょく台（火屋付き） 全

D3－250B コップ型 D3－25E しょく台（コップ型） 全

D3－260 ちょうちん等 D3－26 ちょうちん 全

D3－260 ちょうちん等 D3－26A ちょうちん（模様つき） 全

D3－260 ちょうちん等 D3－26B ちょうちん（模擬形態） 全

D3－260 ちょうちん等 D3－27 行灯 全

D3－260 ちょうちん等 D3－280 灯ろう 全

D3－260 ちょうちん等 D3－281 釣灯ろう 全

D3－260A 自立型 D3－27 行灯 全

D3－260A 自立型 D3－280 灯ろう 一

D3－282 石灯ろう D3－282 石灯ろう 全

D3－29 燃焼型照明器具及び付属品 D3－229 オイルランプ部品及び付属品 全

D3－29 燃焼型照明器具及び付属品 D3－249 ろうそく等部品及び付属品 全

D3－300 屋内用照明器具 D3－242 電気ろうそく 全
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D3－300 屋内用照明器具 D3－30 屋内用照明器具 一

D3－301 家具組込み用照明器具等 D3－34 家具組込み用照明器具等 全

D3－301 家具組込み用照明器具等 D3－60 特殊用途照明器具 一

D3－302 取付け式投光照明器具 D3－310 天上灯 全

D3－302 取付け式投光照明器具 D3－313 天井じか付け灯 一

D3－302 取付け式投光照明器具 D3－321 壁じか付け灯 一

D3－302 取付け式投光照明器具 D3－322 壁面アーム支持照明器具 一

D3－302 取付け式投光照明器具 D3－322K 壁面アーム支持照明器具（灯具中央支持
型）

一

D3－302 取付け式投光照明器具 D3－60 特殊用途照明器具 一

D3－302 取付け式投光照明器具 D3－620A 投光用照明器具（取付け型） 一

D3－302 取付け式投光照明器具 D3－660A 作業用照明器具（取付け型） 一

D3－303 一組の天井灯セット D3－30 ※一組の天井灯セット 一

D3－3100 天井灯 D3－311 シャンデリア 一

D3－3100 天井灯 D3－311A シャンデリア（加飾型） 一

D3－3101 天井つり下げ等 D3－311 シャンデリア 一

D3－3101 天井つり下げ等 D3－311A シャンデリア（加飾型） 一

D3－3101 天井つり下げ等 D3－311B シャンデリア（多灯型） 一

D3－3101 天井つり下げ等 D3－312 天井つり下げ灯 全

D3－3101 天井つり下げ等 D3－312A 天井つり下げ灯（円形笠） 全

D3－3101 天井つり下げ等 D3－312AA 天井つり下げ灯（球形笠） 全

D3－3101 天井つり下げ等 D3－312AB 天井つり下げ灯（円盤形笠） 全

D3－3101 天井つり下げ等 D3－312AC 天井つり下げ灯（円錐形笠） 全

D3－3101 天井つり下げ等 D3－312AD 天井つり下げ灯（低円柱笠） 全

D3－3101 天井つり下げ等 D3－312AE 天井つり下げ灯（高円柱笠） 全

D3－3101 天井つり下げ等 D3－312AF 天井つり下げ灯（円形複合型笠） 全

D3－3101 天井つり下げ等 D3－312B 天井つり下げ灯（三角形笠） 全

D3－3101 天井つり下げ等 D3－312C 天井つり下げ灯（四角形笠） 全

D3－3101 天井つり下げ等 D3－312CA 天井つり下げ灯（四角錐笠） 全

D3－3101 天井つり下げ等 D3－312CB 天井つり下げ灯（低四角柱笠） 全

D3－3101 天井つり下げ等 D3－312CC 天井つり下げ灯（高四角柱笠） 全

D3－3101 天井つり下げ等 D3－312D 天井つり下げ灯（器具底面長方形） 全

D3－3101 天井つり下げ等 D3－312DA 天井つり下げ灯（器具底面長方形・蛍光
管裸出型）

全

D3－3101 天井つり下げ等 D3－312DB 天井つり下げ灯（器具底面長方形・トラン
ス同長突出型）

全

D3－3101 天井つり下げ等 D3－312DC 天井つり下げ灯（器具底面長方形・トラン
ス短突出型）

全

D3－3101 天井つり下げ等 D3－312E 天井つり下げ灯（多角形笠） 全

D3－3101 天井つり下げ等 D3－312F 天井つり下げ灯（傘状笠） 全

D3－3101 天井つり下げ等 D3－312J 天井つり下げ灯（網かご笠） 全

D3－3101 天井つり下げ等 D3－312JA 天井つり下げ灯（円形網かご笠） 全

D3－3101 天井つり下げ等 D3－312JB 天井つり下げ灯（角形網かご笠） 全

D3－3101 天井つり下げ等 D3－313 天井じか付け灯 一

D3－3101 天井つり下げ等 D3－313A 天井じか付け灯（円，球形笠） 一

D3－3101 天井つり下げ等 D3－313AA 天井じか付け灯（円柱形笠） 一

D3－3101 天井つり下げ等 D3－313C 天井じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3101 天井つり下げ等 D3－313D 天井じか付け灯（器具底面長方形） 一

D3－3101 天井つり下げ等 D3－313DA 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光
管裸出型）

一

D3－3101 天井つり下げ等 D3－313E 天井じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3101 天井つり下げ等 D3－313F 天井じか付け灯（傘状笠） 一

D3－3101 天井つり下げ等 D3－313J 天井じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3101A 笠複数型 D3－311 シャンデリア 一

D3－3101A 笠複数型 D3－311A シャンデリア（加飾型） 一
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D3－3101A 笠複数型 D3－311B シャンデリア（多灯型） 一

D3－3101A 笠複数型 D3－312 天井つり下げ灯 一

D3－3101A 笠複数型 D3－312A 天井つり下げ灯（円形笠） 一

D3－3101A 笠複数型 D3－312AA 天井つり下げ灯（球形笠） 一

D3－3101A 笠複数型 D3－312AB 天井つり下げ灯（円盤形笠） 一

D3－3101A 笠複数型 D3－312AC 天井つり下げ灯（円錐形笠） 一

D3－3101A 笠複数型 D3－312AD 天井つり下げ灯（低円柱笠） 一

D3－3101A 笠複数型 D3－312AE 天井つり下げ灯（高円柱笠） 一

D3－3101A 笠複数型 D3－312AF 天井つり下げ灯（円形複合型笠） 一

D3－3101A 笠複数型 D3－312B 天井つり下げ灯（三角形笠） 一

D3－3101A 笠複数型 D3－312C 天井つり下げ灯（四角形笠） 一

D3－3101A 笠複数型 D3－312CA 天井つり下げ灯（四角錐笠） 一

D3－3101A 笠複数型 D3－312CB 天井つり下げ灯（低四角柱笠） 一

D3－3101A 笠複数型 D3－312CC 天井つり下げ灯（高四角柱笠） 一

D3－3101A 笠複数型 D3－312D 天井つり下げ灯（器具底面長方形） 一

D3－3101A 笠複数型 D3－312DA 天井つり下げ灯（器具底面長方形・蛍光
管裸出型）？

一

D3－3101A 笠複数型 D3－312DB 天井つり下げ灯（器具底面長方形・トラン
ス同長突出型）

一

D3－3101A 笠複数型 D3－312DC 天井つり下げ灯（器具底面長方形・トラン
ス短突出型）

一

D3－3101A 笠複数型 D3－312E 天井つり下げ灯（多角形笠） 一

D3－3101A 笠複数型 D3－312F 天井つり下げ灯（傘状笠） 一

D3－3101A 笠複数型 D3－312J 天井つり下げ灯（網かご笠） 一

D3－3101A 笠複数型 D3－312JA 天井つり下げ灯（円形網かご笠） 一

D3－3101A 笠複数型 D3－312JB 天井つり下げ灯（角形網かご笠） 一

D3－3101A 笠複数型 D3－313 天井じか付け灯 一

D3－3101A 笠複数型 D3－313A 天井じか付け灯（円，球形笠） 一

D3－3101A 笠複数型 D3－313AA 天井じか付け灯（円柱形笠） 一

D3－3101A 笠複数型 D3－313C 天井じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3101A 笠複数型 D3－313D 天井じか付け灯（器具底面長方形） 一

D3－3101A 笠複数型 D3－313DA 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光
管裸出型）

一

D3－3101A 笠複数型 D3－313E 天井じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3101A 笠複数型 D3－313F 天井じか付け灯（傘状笠） 一

D3－3101A 笠複数型 D3－313J 天井じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3101BA 和風調 D3－311B シャンデリア（多灯型） 一

D3－3101BA 和風調 D3－312 天井つり下げ灯 一

D3－3101BA 和風調 D3－312A 天井つり下げ灯（円形笠） 一

D3－3101BA 和風調 D3－312AA 天井つり下げ灯（球形笠） 一

D3－3101BA 和風調 D3－312AB 天井つり下げ灯（円盤形笠） 一

D3－3101BA 和風調 D3－312AC 天井つり下げ灯（円錐形笠） 一

D3－3101BA 和風調 D3－312AD 天井つり下げ灯（低円柱笠） 一

D3－3101BA 和風調 D3－312AE 天井つり下げ灯（高円柱笠） 一

D3－3101BA 和風調 D3－312AF 天井つり下げ灯（円形複合型笠） 一

D3－3101BA 和風調 D3－312B 天井つり下げ灯（三角形笠） 一

D3－3101BA 和風調 D3－312C 天井つり下げ灯（四角形笠） 一

D3－3101BA 和風調 D3－312CA 天井つり下げ灯（四角錐笠） 一

D3－3101BA 和風調 D3－312CB 天井つり下げ灯（低四角柱笠） 一

D3－3101BA 和風調 D3－312CC 天井つり下げ灯（高四角柱笠） 一

D3－3101BA 和風調 D3－312D 天井つり下げ灯（器具底面長方形） 一

D3－3101BA 和風調 D3－312DA 天井つり下げ灯（器具底面長方形・蛍光
管裸出型）

一

D3－3101BA 和風調 D3－312E 天井つり下げ灯（多角形笠） 一

D3－3101BA 和風調 D3－312F 天井つり下げ灯（傘状笠） 一



新→旧

70/373

意匠分類記号
/Ｄターム記号

意匠分類の名称 意匠分類記号 意匠分類の名称 または 移行した物品
移行
方法

旧意匠分類新意匠分類

D3－3101BA 和風調 D3－312J 天井つり下げ灯（網かご笠） 一

D3－3101BA 和風調 D3－312JA 天井つり下げ灯（円形網かご笠） 一

D3－3101BA 和風調 D3－312JB 天井つり下げ灯（角形網かご笠） 一

D3－3101BA 和風調 D3－313 天井じか付け灯 一

D3－3101BA 和風調 D3－313A 天井じか付け灯（円，球形笠） 一

D3－3101BA 和風調 D3－313AA 天井じか付け灯（円柱形笠） 一

D3－3101BA 和風調 D3－313C 天井じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3101BA 和風調 D3－313D 天井じか付け灯（器具底面長方形） 一

D3－3101BA 和風調 D3－313DA 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光
管裸出型）

一

D3－3101BA 和風調 D3－313E 天井じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3101BA 和風調 D3－313F 天井じか付け灯（傘状笠） 一

D3－3101BA 和風調 D3－313J 天井じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－311B シャンデリア（多灯型） 一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－312 天井つり下げ灯 一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－312A 天井つり下げ灯（円形笠） 一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－312AA 天井つり下げ灯（球形笠） 一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－312AB 天井つり下げ灯（円盤形笠） 一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－312AC 天井つり下げ灯（円錐形笠） 一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－312AD 天井つり下げ灯（低円柱笠） 一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－312AE 天井つり下げ灯（高円柱笠） 一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－312AF 天井つり下げ灯（円形複合型笠） 一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－312B 天井つり下げ灯（三角形笠） 一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－312C 天井つり下げ灯（四角形笠） 一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－312CA 天井つり下げ灯（四角錐笠） 一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－312CB 天井つり下げ灯（低四角柱笠） 一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－312CC 天井つり下げ灯（高四角柱笠） 一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－312D 天井つり下げ灯（器具底面長方形） 一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－312DA 天井つり下げ灯（器具底面長方形・蛍光
管裸出型）

一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－312E 天井つり下げ灯（多角形笠） 一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－312F 天井つり下げ灯（傘状笠） 一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－312J 天井つり下げ灯（網かご笠） 一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－312JA 天井つり下げ灯（円形網かご笠） 一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－312JB 天井つり下げ灯（角形網かご笠） 一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－313 天井じか付け灯 一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－313A 天井じか付け灯（円，球形笠） 一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－313AA 天井じか付け灯（円柱形笠） 一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－313C 天井じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－313D 天井じか付け灯（器具底面長方形） 一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－313DA 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光
管裸出型）

一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－313E 天井じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－313F 天井じか付け灯（傘状笠） 一

D3－3101BB 模様有り，唐草模様状・具象状，加飾有り D3－313J 天井じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3101C 全体細長型 D3－311B シャンデリア（多灯型） 一

D3－3101C 全体細長型 D3－312 天井つり下げ灯 一

D3－3101C 全体細長型 D3－312C 天井つり下げ灯（四角形笠） 一

D3－3101C 全体細長型 D3－312D 天井つり下げ灯（器具底面長方形） 一

D3－3101C 全体細長型 D3－312DA 天井つり下げ灯（器具底面長方形・蛍光
管裸出型）

一

D3－3101C 全体細長型 D3－312DB 天井つり下げ灯（器具底面長方形・トラン
ス同長突出型）

一

D3－3101C 全体細長型 D3－312DC 天井つり下げ灯（器具底面長方形・トラン
ス短突出型）

一

D3－3101C 全体細長型 D3－312E 天井つり下げ灯（多角形笠） 一
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D3－3101C 全体細長型 D3－312J 天井つり下げ灯（網かご笠） 一

D3－3101C 全体細長型 D3－312JB 天井つり下げ灯（角形網かご笠） 一

D3－3101C 全体細長型 D3－313 天井じか付け灯 一

D3－3101C 全体細長型 D3－313A 天井じか付け灯（円，球形笠） 一

D3－3101C 全体細長型 D3－313AA 天井じか付け灯（円柱形笠） 一

D3－3101C 全体細長型 D3－313C 天井じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3101C 全体細長型 D3－313D 天井じか付け灯（器具底面長方形） 一

D3－3101C 全体細長型 D3－313DA 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光
管裸出型）

一

D3－3101C 全体細長型 D3－313E 天井じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3101C 全体細長型 D3－313F 天井じか付け灯（傘状笠） 一

D3－3101C 全体細長型 D3－313J 天井じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3101DA 笠状下面角型 D3－311B シャンデリア（多灯型） 一

D3－3101DA 笠状下面角型 D3－312 天井つり下げ灯 一

D3－3101DA 笠状下面角型 D3－312B 天井つり下げ灯（三角形笠） 一

D3－3101DA 笠状下面角型 D3－312C 天井つり下げ灯（四角形笠） 一

D3－3101DA 笠状下面角型 D3－312CA 天井つり下げ灯（四角錐笠） 一

D3－3101DA 笠状下面角型 D3－312CB 天井つり下げ灯（低四角柱笠） 一

D3－3101DA 笠状下面角型 D3－312CC 天井つり下げ灯（高四角柱笠） 一

D3－3101DA 笠状下面角型 D3－312D 天井つり下げ灯（器具底面長方形） 一

D3－3101DA 笠状下面角型 D3－312DA 天井つり下げ灯（器具底面長方形・蛍光
管裸出型）

一

D3－3101DA 笠状下面角型 D3－312DB 天井つり下げ灯（器具底面長方形・トラン
ス同長突出型）

一

D3－3101DA 笠状下面角型 D3－312DC 天井つり下げ灯（器具底面長方形・トラン
ス短突出型）

一

D3－3101DA 笠状下面角型 D3－312E 天井つり下げ灯（多角形笠） 一

D3－3101DA 笠状下面角型 D3－312F 天井つり下げ灯（傘状笠） 一

D3－3101DA 笠状下面角型 D3－312J 天井つり下げ灯（網かご笠） 一

D3－3101DA 笠状下面角型 D3－312JB 天井つり下げ灯（角形網かご笠） 一

D3－3101DA 笠状下面角型 D3－313 天井じか付け灯 一

D3－3101DA 笠状下面角型 D3－313A 天井じか付け灯（円，球形笠） 一

D3－3101DA 笠状下面角型 D3－313AA 天井じか付け灯（円柱形笠） 一

D3－3101DA 笠状下面角型 D3－313C 天井じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3101DA 笠状下面角型 D3－313D 天井じか付け灯（器具底面長方形） 一

D3－3101DA 笠状下面角型 D3－313DA 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光
管裸出型）

一

D3－3101DA 笠状下面角型 D3－313E 天井じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3101DA 笠状下面角型 D3－313F 天井じか付け灯（傘状笠） 一

D3－3101DA 笠状下面角型 D3－313J 天井じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3101DB 笠状下面角型・下面覆い有り型 D3－311B シャンデリア（多灯型） 一

D3－3101DB 笠状下面角型・下面覆い有り型 D3－312 天井つり下げ灯 一

D3－3101DB 笠状下面角型・下面覆い有り型 D3－312B 天井つり下げ灯（三角形笠） 一

D3－3101DB 笠状下面角型・下面覆い有り型 D3－312C 天井つり下げ灯（四角形笠） 一

D3－3101DB 笠状下面角型・下面覆い有り型 D3－312CA 天井つり下げ灯（四角錐笠） 一

D3－3101DB 笠状下面角型・下面覆い有り型 D3－312CB 天井つり下げ灯（低四角柱笠） 一

D3－3101DB 笠状下面角型・下面覆い有り型 D3－312CC 天井つり下げ灯（高四角柱笠） 一

D3－3101DB 笠状下面角型・下面覆い有り型 D3－312D 天井つり下げ灯（器具底面長方形） 一

D3－3101DB 笠状下面角型・下面覆い有り型 D3－312DA 天井つり下げ灯（器具底面長方形・蛍光
管裸出型）

一

D3－3101DB 笠状下面角型・下面覆い有り型 D3－312DB 天井つり下げ灯（器具底面長方形・トラン
ス同長突出型）

一

D3－3101DB 笠状下面角型・下面覆い有り型 D3－312DC 天井つり下げ灯（器具底面長方形・トラン
ス短突出型）

一

D3－3101DB 笠状下面角型・下面覆い有り型 D3－312E 天井つり下げ灯（多角形笠） 一

D3－3101DB 笠状下面角型・下面覆い有り型 D3－312F 天井つり下げ灯（傘状笠） 一
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D3－3101DB 笠状下面角型・下面覆い有り型 D3－312J 天井つり下げ灯（網かご笠） 一

D3－3101DB 笠状下面角型・下面覆い有り型 D3－312JB 天井つり下げ灯（角形網かご笠） 一

D3－3101DB 笠状下面角型・下面覆い有り型 D3－313 天井じか付け灯 一

D3－3101DB 笠状下面角型・下面覆い有り型 D3－313A 天井じか付け灯（円，球形笠） 一

D3－3101DB 笠状下面角型・下面覆い有り型 D3－313AA 天井じか付け灯（円柱形笠） 一

D3－3101DB 笠状下面角型・下面覆い有り型 D3－313C 天井じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3101DB 笠状下面角型・下面覆い有り型 D3－313D 天井じか付け灯（器具底面長方形） 一

D3－3101DB 笠状下面角型・下面覆い有り型 D3－313DA 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光
管裸出型）

一

D3－3101DB 笠状下面角型・下面覆い有り型 D3－313E 天井じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3101DB 笠状下面角型・下面覆い有り型 D3－313F 天井じか付け灯（傘状笠） 一

D3－3101DB 笠状下面角型・下面覆い有り型 D3－313J 天井じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3101EA 笠状下面丸型 D3－311B シャンデリア（多灯型） 一

D3－3101EA 笠状下面丸型 D3－312 天井つり下げ灯 一

D3－3101EA 笠状下面丸型 D3－312A 天井つり下げ灯（円形笠） 一

D3－3101EA 笠状下面丸型 D3－312AB 天井つり下げ灯（円盤形笠） 一

D3－3101EA 笠状下面丸型 D3－312AC 天井つり下げ灯（円錐形笠） 一

D3－3101EA 笠状下面丸型 D3－312AD 天井つり下げ灯（低円柱笠） 一

D3－3101EA 笠状下面丸型 D3－312AE 天井つり下げ灯（高円柱笠） 一

D3－3101EA 笠状下面丸型 D3－312AF 天井つり下げ灯（円形複合型笠） 一

D3－3101EA 笠状下面丸型 D3－312F 天井つり下げ灯（傘状笠） 一

D3－3101EA 笠状下面丸型 D3－312J 天井つり下げ灯（網かご笠） 一

D3－3101EA 笠状下面丸型 D3－312JA 天井つり下げ灯（円形網かご笠） 一

D3－3101EA 笠状下面丸型 D3－313 天井じか付け灯 一

D3－3101EA 笠状下面丸型 D3－313A 天井じか付け灯（円，球形笠） 一

D3－3101EA 笠状下面丸型 D3－313AA 天井じか付け灯（円柱形笠） 一

D3－3101EA 笠状下面丸型 D3－313C 天井じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3101EA 笠状下面丸型 D3－313D 天井じか付け灯（器具底面長方形） 一

D3－3101EA 笠状下面丸型 D3－313DA 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光
管裸出型）

一

D3－3101EA 笠状下面丸型 D3－313E 天井じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3101EA 笠状下面丸型 D3－313F 天井じか付け灯（傘状笠） 一

D3－3101EA 笠状下面丸型 D3－313J 天井じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3101EB 笠状下面丸型・下面覆い有り型 D3－311B シャンデリア（多灯型） 一

D3－3101EB 笠状下面丸型・下面覆い有り型 D3－312 天井つり下げ灯 一

D3－3101EB 笠状下面丸型・下面覆い有り型 D3－312A 天井つり下げ灯（円形笠） 一

D3－3101EB 笠状下面丸型・下面覆い有り型 D3－312AB 天井つり下げ灯（円盤形笠） 一

D3－3101EB 笠状下面丸型・下面覆い有り型 D3－312AC 天井つり下げ灯（円錐形笠） 一

D3－3101EB 笠状下面丸型・下面覆い有り型 D3－312AD 天井つり下げ灯（低円柱笠） 一

D3－3101EB 笠状下面丸型・下面覆い有り型 D3－312AE 天井つり下げ灯（高円柱笠） 一

D3－3101EB 笠状下面丸型・下面覆い有り型 D3－312AF 天井つり下げ灯（円形複合型笠） 一

D3－3101EB 笠状下面丸型・下面覆い有り型 D3－312F 天井つり下げ灯（傘状笠） 一

D3－3101EB 笠状下面丸型・下面覆い有り型 D3－312J 天井つり下げ灯（網かご笠） 一

D3－3101EB 笠状下面丸型・下面覆い有り型 D3－312JA 天井つり下げ灯（円形網かご笠） 一

D3－3101EB 笠状下面丸型・下面覆い有り型 D3－312JB 天井つり下げ灯（角形網かご笠） 一

D3－3101EB 笠状下面丸型・下面覆い有り型 D3－313 天井じか付け灯 一

D3－3101EB 笠状下面丸型・下面覆い有り型 D3－313A 天井じか付け灯（円，球形笠） 一

D3－3101EB 笠状下面丸型・下面覆い有り型 D3－313AA 天井じか付け灯（円柱形笠） 一

D3－3101EB 笠状下面丸型・下面覆い有り型 D3－313C 天井じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3101EB 笠状下面丸型・下面覆い有り型 D3－313D 天井じか付け灯（器具底面長方形） 一

D3－3101EB 笠状下面丸型・下面覆い有り型 D3－313DA 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光
管裸出型）

一

D3－3101EB 笠状下面丸型・下面覆い有り型 D3－313E 天井じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3101EB 笠状下面丸型・下面覆い有り型 D3－313F 天井じか付け灯（傘状笠） 一

D3－3101EB 笠状下面丸型・下面覆い有り型 D3－313J 天井じか付け灯（網かご笠） 一
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D3－3101F 逆向き笠状型 D3－311B シャンデリア（多灯型） 一

D3－3101F 逆向き笠状型 D3－312 天井つり下げ灯 一

D3－3101F 逆向き笠状型 D3－312A 天井つり下げ灯（円形笠） 一

D3－3101F 逆向き笠状型 D3－312AC 天井つり下げ灯（円錐形笠） 一

D3－3101F 逆向き笠状型 D3－312AF 天井つり下げ灯（円形複合型笠） 一

D3－3101F 逆向き笠状型 D3－312B 天井つり下げ灯（三角形笠） 一

D3－3101F 逆向き笠状型 D3－312C 天井つり下げ灯（四角形笠） 一

D3－3101F 逆向き笠状型 D3－312CA 天井つり下げ灯（四角錐笠） 一

D3－3101F 逆向き笠状型 D3－312D 天井つり下げ灯（器具底面長方形） 一

D3－3101F 逆向き笠状型 D3－312E 天井つり下げ灯（多角形笠） 一

D3－3101F 逆向き笠状型 D3－312F 天井つり下げ灯（傘状笠） 一

D3－3101F 逆向き笠状型 D3－312J 天井つり下げ灯（網かご笠） 一

D3－3101F 逆向き笠状型 D3－312JA 天井つり下げ灯（円形網かご笠） 一

D3－3101F 逆向き笠状型 D3－312JB 天井つり下げ灯（角形網かご笠） 一

D3－3101F 逆向き笠状型 D3－313 天井じか付け灯 一

D3－3101F 逆向き笠状型 D3－313A 天井じか付け灯（円，球形笠） 一

D3－3101F 逆向き笠状型 D3－313AA 天井じか付け灯（円柱形笠） 一

D3－3101F 逆向き笠状型 D3－313C 天井じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3101F 逆向き笠状型 D3－313D 天井じか付け灯（器具底面長方形） 一

D3－3101F 逆向き笠状型 D3－313DA 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光
管裸出型）

一

D3－3101F 逆向き笠状型 D3－313E 天井じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3101F 逆向き笠状型 D3－313F 天井じか付け灯（傘状笠） 一

D3－3101F 逆向き笠状型 D3－313J 天井じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3101G 全体筒型 D3－311B シャンデリア（多灯型） 一

D3－3101G 全体筒型 D3－312 天井つり下げ灯 一

D3－3101G 全体筒型 D3－312A 天井つり下げ灯（円形笠） 一

D3－3101G 全体筒型 D3－312AC 天井つり下げ灯（円錐形笠） 一

D3－3101G 全体筒型 D3－312AD 天井つり下げ灯（低円柱笠） 一

D3－3101G 全体筒型 D3－312AE 天井つり下げ灯（高円柱笠） 一

D3－3101G 全体筒型 D3－312AF 天井つり下げ灯（円形複合型笠） 一

D3－3101G 全体筒型 D3－312B 天井つり下げ灯（三角形笠） 一

D3－3101G 全体筒型 D3－312C 天井つり下げ灯（四角形笠） 一

D3－3101G 全体筒型 D3－312CA 天井つり下げ灯（四角錐笠） 一

D3－3101G 全体筒型 D3－312CB 天井つり下げ灯（低四角柱笠） 一

D3－3101G 全体筒型 D3－312CC 天井つり下げ灯（高四角柱笠） 一

D3－3101G 全体筒型 D3－312E 天井つり下げ灯（多角形笠） 一

D3－3101G 全体筒型 D3－312J 天井つり下げ灯（網かご笠） 一

D3－3101G 全体筒型 D3－312JA 天井つり下げ灯（円形網かご笠） 一

D3－3101G 全体筒型 D3－312JB 天井つり下げ灯（角形網かご笠） 一

D3－3101G 全体筒型 D3－313 天井じか付け灯 一

D3－3101G 全体筒型 D3－313A 天井じか付け灯（円，球形笠） 一

D3－3101G 全体筒型 D3－313AA 天井じか付け灯（円柱形笠） 一

D3－3101G 全体筒型 D3－313C 天井じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3101G 全体筒型 D3－313D 天井じか付け灯（器具底面長方形） 一

D3－3101G 全体筒型 D3－313DA 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光
管裸出型）

一

D3－3101G 全体筒型 D3－313E 天井じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3101G 全体筒型 D3－313F 天井じか付け灯（傘状笠） 一

D3－3101G 全体筒型 D3－313J 天井じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3101K 取付けアーム有り D3－311B シャンデリア（多灯型） 一

D3－3101K 取付けアーム有り D3－313 天井じか付け灯 一

D3－3101K 取付けアーム有り D3－313A 天井じか付け灯（円，球形笠） 一

D3－3101K 取付けアーム有り D3－313AA 天井じか付け灯（円柱形笠） 一
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D3－3101K 取付けアーム有り D3－313C 天井じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3101K 取付けアーム有り D3－313D 天井じか付け灯（器具底面長方形） 一

D3－3101K 取付けアーム有り D3－313DA 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光
管裸出型）

一

D3－3101K 取付けアーム有り D3－313E 天井じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3101K 取付けアーム有り D3－313F 天井じか付け灯（傘状笠） 一

D3－3101K 取付けアーム有り D3－313J 天井じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3102 天井じか付け灯，天井埋め込み灯 D3－311B シャンデリア（多灯型） 一

D3－3102 天井じか付け灯，天井埋め込み灯 D3－313 天井じか付け灯 一

D3－3102 天井じか付け灯，天井埋め込み灯 D3－313A 天井じか付け灯（円，球形笠） 一

D3－3102 天井じか付け灯，天井埋め込み灯 D3－313AA 天井じか付け灯（円柱形笠） 一

D3－3102 天井じか付け灯，天井埋め込み灯 D3－313C 天井じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3102 天井じか付け灯，天井埋め込み灯 D3－313D 天井じか付け灯（器具底面長方形） 一

D3－3102 天井じか付け灯，天井埋め込み灯 D3－313DA 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光
管裸出型）

一

D3－3102 天井じか付け灯，天井埋め込み灯 D3－313E 天井じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3102 天井じか付け灯，天井埋め込み灯 D3－313F 天井じか付け灯（傘状笠） 一

D3－3102 天井じか付け灯，天井埋め込み灯 D3－313J 天井じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3102 天井じか付け灯，天井埋め込み灯 D3－314 天井埋込み灯 全

D3－3102 天井じか付け灯，天井埋め込み灯 D3－314A 天井埋込み灯（円形器体） 全

D3－3102 天井じか付け灯，天井埋め込み灯 D3－314B 天井埋込み灯（角形器体） 全

D3－3102A 笠複数型 D3－311B シャンデリア（多灯型） 一

D3－3102A 笠複数型 D3－313 天井じか付け灯 一

D3－3102A 笠複数型 D3－313A 天井じか付け灯（円，球形笠） 一

D3－3102A 笠複数型 D3－313AA 天井じか付け灯（円柱形笠） 一

D3－3102A 笠複数型 D3－313C 天井じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3102A 笠複数型 D3－313D 天井じか付け灯（器具底面長方形） 一

D3－3102A 笠複数型 D3－313DA 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光
管裸出型）

一

D3－3102A 笠複数型 D3－313E 天井じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3102A 笠複数型 D3－313F 天井じか付け灯（傘状笠） 一

D3－3102A 笠複数型 D3－313J 天井じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3102A 笠複数型 D3－314 天井埋込み灯 一

D3－3102A 笠複数型 D3－314A 天井埋込み灯（円形器体） 一

D3－3102A 笠複数型 D3－314B 天井埋込み灯（角形器体） 一

D3－3102BA 和風調 D3－311B シャンデリア（多灯型） 一

D3－3102BA 和風調 D3－313 天井じか付け灯 一

D3－3102BA 和風調 D3－313A 天井じか付け灯（円，球形笠） 一

D3－3102BA 和風調 D3－313AA 天井じか付け灯（円柱形笠） 一

D3－3102BA 和風調 D3－313C 天井じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3102BA 和風調 D3－313D 天井じか付け灯（器具底面長方形） 一

D3－3102BA 和風調 D3－313DA 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光
管裸出型）

一

D3－3102BA 和風調 D3－313E 天井じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3102BA 和風調 D3－313F 天井じか付け灯（傘状笠） 一

D3－3102BA 和風調 D3－313J 天井じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3102BA 和風調 D3－314 天井埋込み灯 一

D3－3102BA 和風調 D3－314A 天井埋込み灯（円形器体） 一

D3－3102BA 和風調 D3－314B 天井埋込み灯（角形器体） 一

D3－3102BB 模様有り，唐草模様状・具象状加飾有り D3－311B シャンデリア（多灯型） 一

D3－3102BB 模様有り，唐草模様状・具象状加飾有り D3－313 天井じか付け灯 一

D3－3102BB 模様有り，唐草模様状・具象状加飾有り D3－313A 天井じか付け灯（円，球形笠） 一

D3－3102BB 模様有り，唐草模様状・具象状加飾有り D3－313AA 天井じか付け灯（円柱形笠） 一

D3－3102BB 模様有り，唐草模様状・具象状加飾有り D3－313C 天井じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3102BB 模様有り，唐草模様状・具象状加飾有り D3－313D 天井じか付け灯（器具底面長方形） 一
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D3－3102BB 模様有り，唐草模様状・具象状加飾有り D3－313DA 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光
管裸出型）

一

D3－3102BB 模様有り，唐草模様状・具象状加飾有り D3－313E 天井じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3102BB 模様有り，唐草模様状・具象状加飾有り D3－313F 天井じか付け灯（傘状笠） 一

D3－3102BB 模様有り，唐草模様状・具象状加飾有り D3－313J 天井じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3102BB 模様有り，唐草模様状・具象状加飾有り D3－314 天井埋込み灯 一

D3－3102BB 模様有り，唐草模様状・具象状加飾有り D3－314A 天井埋込み灯（円形器体） 一

D3－3102BB 模様有り，唐草模様状・具象状加飾有り D3－314B 天井埋込み灯（角形器体） 一

D3－3102C 全体細長型 D3－311B シャンデリア（多灯型） 一

D3－3102C 全体細長型 D3－313 天井じか付け灯 一

D3－3102C 全体細長型 D3－313C 天井じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3102C 全体細長型 D3－313D 天井じか付け灯（器具底面長方形） 一

D3－3102C 全体細長型 D3－313DA 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光
管裸出型）

一

D3－3102C 全体細長型 D3－313E 天井じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3102C 全体細長型 D3－313J 天井じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3102C 全体細長型 D3－314 天井埋込み灯 一

D3－3102C 全体細長型 D3－314B 天井埋込み灯（角形器体） 一

D3－3102DA 盤状下面角型 D3－311B シャンデリア（多灯型） 一

D3－3102DA 盤状下面角型 D3－313 天井じか付け灯 一

D3－3102DA 盤状下面角型 D3－313C 天井じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3102DA 盤状下面角型 D3－313D 天井じか付け灯（器具底面長方形） 一

D3－3102DA 盤状下面角型 D3－313DA 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光
管裸出型）

一

D3－3102DA 盤状下面角型 D3－313E 天井じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3102DA 盤状下面角型 D3－313J 天井じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3102DA 盤状下面角型 D3－314 天井埋込み灯 一

D3－3102DA 盤状下面角型 D3－314B 天井埋込み灯（角形器体） 一

D3－3102DB 盤状下面角・下面覆い有り型 D3－311B シャンデリア（多灯型） 一

D3－3102DB 盤状下面角・下面覆い有り型 D3－313 天井じか付け灯 一

D3－3102DB 盤状下面角・下面覆い有り型 D3－313C 天井じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3102DB 盤状下面角・下面覆い有り型 D3－313D 天井じか付け灯（器具底面長方形） 一

D3－3102DB 盤状下面角・下面覆い有り型 D3－313DA 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光
管裸出型）

一

D3－3102DB 盤状下面角・下面覆い有り型 D3－313E 天井じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3102DB 盤状下面角・下面覆い有り型 D3－313J 天井じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3102DB 盤状下面角・下面覆い有り型 D3－314 天井埋込み灯 一

D3－3102DB 盤状下面角・下面覆い有り型 D3－314B 天井埋込み灯（角形器体） 一

D3－3102EA 盤状下面丸型 D3－311B シャンデリア（多灯型） 一

D3－3102EA 盤状下面丸型 D3－313 天井じか付け灯 一

D3－3102EA 盤状下面丸型 D3－313A 天井じか付け灯（円，球形笠） 一

D3－3102EA 盤状下面丸型 D3－313F 天井じか付け灯（傘状笠） 一

D3－3102EA 盤状下面丸型 D3－313J 天井じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3102EA 盤状下面丸型 D3－314 天井埋込み灯 一

D3－3102EA 盤状下面丸型 D3－314A 天井埋込み灯（円形器体） 一

D3－3102EB 盤状下面丸・下面覆い有り型 D3－311B シャンデリア（多灯型） 一

D3－3102EB 盤状下面丸・下面覆い有り型 D3－313 天井じか付け灯 一

D3－3102EB 盤状下面丸・下面覆い有り型 D3－313A 天井じか付け灯（円，球形笠） 一

D3－3102EB 盤状下面丸・下面覆い有り型 D3－313F 天井じか付け灯（傘状笠） 一

D3－3102EB 盤状下面丸・下面覆い有り型 D3－313J 天井じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3102EB 盤状下面丸・下面覆い有り型 D3－314 天井埋込み灯 一

D3－3102EB 盤状下面丸・下面覆い有り型 D3－314A 天井埋込み灯（円形器体） 一

D3－3102FA 立体状一体覆い型 D3－311B シャンデリア（多灯型） 一

D3－3102FA 立体状一体覆い型 D3－313 天井じか付け灯 一

D3－3102FA 立体状一体覆い型 D3－313A 天井じか付け灯（円，球形笠） 一
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D3－3102FA 立体状一体覆い型 D3－313AA 天井じか付け灯（円柱形笠） 一

D3－3102FA 立体状一体覆い型 D3－313C 天井じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3102FA 立体状一体覆い型 D3－313D 天井じか付け灯（器具底面長方形） 一

D3－3102FA 立体状一体覆い型 D3－313E 天井じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3102FA 立体状一体覆い型 D3－313J 天井じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3102FA 立体状一体覆い型 D3－314 天井埋込み灯 一

D3－3102FA 立体状一体覆い型 D3－314A 天井埋込み灯（円形器体） 一

D3－3102FA 立体状一体覆い型 D3－314B 天井埋込み灯（角形器体） 一

D3－3102FB 筒状覆い型 D3－311B シャンデリア（多灯型） 一

D3－3102FB 筒状覆い型 D3－313 天井じか付け灯 一

D3－3102FB 筒状覆い型 D3－313A 天井じか付け灯（円，球形笠） 一

D3－3102FB 筒状覆い型 D3－313AA 天井じか付け灯（円柱形笠） 一

D3－3102FB 筒状覆い型 D3－313C 天井じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3102FB 筒状覆い型 D3－313D 天井じか付け灯（器具底面長方形） 一

D3－3102FB 筒状覆い型 D3－313E 天井じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3102FB 筒状覆い型 D3－313J 天井じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3102FB 筒状覆い型 D3－314 天井埋込み灯 一

D3－3102FB 筒状覆い型 D3－314A 天井埋込み灯（円形器体） 一

D3－3102FB 筒状覆い型 D3－314B 天井埋込み灯（角形器体） 一

D3－3102H 埋込ダウンライト型 D3－314 天井埋込み灯 一

D3－3102H 埋込ダウンライト型 D3－314A 天井埋込み灯（円形器体） 一

D3－3102H 埋込ダウンライト型 D3－314B 天井埋込み灯（角形器体） 一

D3－3200 壁灯 D3－320 壁灯 一

D3－3200 壁灯 D3－322 壁面支持アーム照明器具 一

D3－3200 壁灯 D3－322K 壁面支持アーム照明器具（灯具中央支持
型）

一

D3－3200 壁灯 D3－64 足元灯 一

D3－3200CA 全体細長型 D3－320 壁灯 一

D3－3200CA 全体細長型 D3－322 壁面支持アーム照明器具 一

D3－3200CA 全体細長型 D3－322K 壁面支持アーム照明器具（灯具中央支持
型）

一

D3－3200CA 全体細長型 D3－64 足元灯 一

D3－3200CB 直方体状覆い型 D3－320 壁灯 一

D3－3200CB 直方体状覆い型 D3－322 壁面支持アーム照明器具 一

D3－3200CB 直方体状覆い型 D3－322K 壁面支持アーム照明器具（灯具中央支持
型）

一

D3－3200CB 直方体状覆い型 D3－64 足元灯 一

D3－3200CC 球状覆い型 D3－320 壁灯 一

D3－3200CC 球状覆い型 D3－322 壁面支持アーム照明器具 一

D3－3200CC 球状覆い型 D3－322K 壁面支持アーム照明器具（灯具中央支持
型）

一

D3－3200CC 球状覆い型 D3－64 足元灯 一

D3－3200CD 傘状覆い型 D3－320 壁灯 一

D3－3200CD 傘状覆い型 D3－322 壁面支持アーム照明器具 一

D3－3200CD 傘状覆い型 D3－322K 壁面支持アーム照明器具（灯具中央支持
型）

一

D3－3200CD 傘状覆い型 D3－64 足元灯 一

D3－3200DA 支持部直線棒状 D3－320 壁灯 一

D3－3200DA 支持部直線棒状 D3－322 壁面支持アーム照明器具 一

D3－3200DA 支持部直線棒状 D3－322K 壁面支持アーム照明器具（灯具中央支持
型）

一

D3－3200DA 支持部直線棒状 D3－64 足元灯 一

D3－3200DB 支持部装飾有り D3－320 壁灯 一

D3－3200DB 支持部装飾有り D3－322 壁面支持アーム照明器具 一

D3－3200DB 支持部装飾有り D3－322K 壁面支持アーム照明器具（灯具中央支持
型）

一
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D3－3200DB 支持部装飾有り D3－64 足元灯 一

D3－3210 壁じか付け灯 D3－320 壁灯 一

D3－3210 壁じか付け灯 D3－321 壁じか付け灯 一

D3－3210 壁じか付け灯 D3－321A 壁じか付け灯（円形笠） 全

D3－3210 壁じか付け灯 D3－321C 壁じか付け灯（四角形笠） 全

D3－3210 壁じか付け灯 D3－321D 壁じか付け灯（長角形笠） 全

D3－3210 壁じか付け灯 D3－321E 壁じか付け灯（多角形笠） 全

D3－3210 壁じか付け灯 D3－321J 壁じか付け灯（網かご笠） 全

D3－3210 壁じか付け灯 D3－323 壁面プラグつき照明器具 全

D3－3210 壁じか付け灯 D3－64 足元灯 一

D3－3210A プラグ付き型，コンセント付き型 D3－320 壁灯 一

D3－3210A プラグ付き型，コンセント付き型 D3－321 壁じか付け灯 一

D3－3210A プラグ付き型，コンセント付き型 D3－321A 壁じか付け灯（円形笠） 一

D3－3210A プラグ付き型，コンセント付き型 D3－321C 壁じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3210A プラグ付き型，コンセント付き型 D3－321D 壁じか付け灯（長角形笠） 一

D3－3210A プラグ付き型，コンセント付き型 D3－321E 壁じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3210A プラグ付き型，コンセント付き型 D3－321J 壁じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3210A プラグ付き型，コンセント付き型 D3－323 壁面プラグつき照明器具 全

D3－3210A プラグ付き型，コンセント付き型 D3－64 足元灯 一

D3－3210B 壁埋込型 D3－320 壁灯 一

D3－3210B 壁埋込型 D3－321 壁じか付け灯 一

D3－3210B 壁埋込型 D3－321A 壁じか付け灯（円形笠） 一

D3－3210B 壁埋込型 D3－321C 壁じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3210B 壁埋込型 D3－321D 壁じか付け灯（長角形笠） 一

D3－3210B 壁埋込型 D3－321E 壁じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3210B 壁埋込型 D3－321J 壁じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3210B 壁埋込型 D3－64 足元灯 一

D3－3210CA 全体細長型 D3－320 壁灯 一

D3－3210CA 全体細長型 D3－321 壁じか付け灯 一

D3－3210CA 全体細長型 D3－321A 壁じか付け灯（円形笠） 一

D3－3210CA 全体細長型 D3－321C 壁じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3210CA 全体細長型 D3－321D 壁じか付け灯（長角形笠） 一

D3－3210CA 全体細長型 D3－321E 壁じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3210CA 全体細長型 D3－321J 壁じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3210CA 全体細長型 D3－323 壁面プラグつき照明器具 一

D3－3210CA 全体細長型 D3－64 足元灯 一

D3－3210CB 直方体覆い型 D3－320 壁灯 一

D3－3210CB 直方体覆い型 D3－321 壁じか付け灯 一

D3－3210CB 直方体覆い型 D3－321A 壁じか付け灯（円形笠） 一

D3－3210CB 直方体覆い型 D3－321C 壁じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3210CB 直方体覆い型 D3－321D 壁じか付け灯（長角形笠） 一

D3－3210CB 直方体覆い型 D3－321E 壁じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3210CB 直方体覆い型 D3－321J 壁じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3210CB 直方体覆い型 D3－323 壁面プラグつき照明器具 一

D3－3210CB 直方体覆い型 D3－64 足元灯 一

D3－3210CC 半球状覆い型 D3－320 壁灯 一

D3－3210CC 半球状覆い型 D3－321 壁じか付け灯 一

D3－3210CC 半球状覆い型 D3－321A 壁じか付け灯（円形笠） 一

D3－3210CC 半球状覆い型 D3－321C 壁じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3210CC 半球状覆い型 D3－321D 壁じか付け灯（長角形笠） 一

D3－3210CC 半球状覆い型 D3－321E 壁じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3210CC 半球状覆い型 D3－321J 壁じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3210CC 半球状覆い型 D3－323 壁面プラグつき照明器具 一

D3－3210CC 半球状覆い型 D3－64 足元灯 一
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D3－3210CE 円筒状覆い型 D3－320 壁灯 一

D3－3210CE 円筒状覆い型 D3－321 壁じか付け灯 一

D3－3210CE 円筒状覆い型 D3－321A 壁じか付け灯（円形笠） 一

D3－3210CE 円筒状覆い型 D3－321C 壁じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3210CE 円筒状覆い型 D3－321D 壁じか付け灯（長角形笠） 一

D3－3210CE 円筒状覆い型 D3－321E 壁じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3210CE 円筒状覆い型 D3－321J 壁じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3210CE 円筒状覆い型 D3－323 壁面プラグつき照明器具 全

D3－3210CE 円筒状覆い型 D3－64 足元灯 一

D3－3210CF かまぼこ状覆い型 D3－320 壁灯 一

D3－3210CF かまぼこ状覆い型 D3－321 壁じか付け灯 一

D3－3210CF かまぼこ状覆い型 D3－321A 壁じか付け灯（円形笠） 一

D3－3210CF かまぼこ状覆い型 D3－321C 壁じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3210CF かまぼこ状覆い型 D3－321D 壁じか付け灯（長角形笠） 一

D3－3210CF かまぼこ状覆い型 D3－321E 壁じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3210CF かまぼこ状覆い型 D3－321J 壁じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3210CF かまぼこ状覆い型 D3－323 壁面プラグつき照明器具 一

D3－3210CF かまぼこ状覆い型 D3－64 足元灯 一

D3－3210CG 半円錐状型，四半球状型 D3－320 壁灯 一

D3－3210CG 半円錐状型，四半球状型 D3－321 壁じか付け灯 一

D3－3210CG 半円錐状型，四半球状型 D3－321A 壁じか付け灯（円形笠） 一

D3－3210CG 半円錐状型，四半球状型 D3－321C 壁じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3210CG 半円錐状型，四半球状型 D3－321D 壁じか付け灯（長角形笠） 一

D3－3210CG 半円錐状型，四半球状型 D3－321E 壁じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3210CG 半円錐状型，四半球状型 D3－321J 壁じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3210CG 半円錐状型，四半球状型 D3－323 壁面プラグつき照明器具 一

D3－3210CG 半円錐状型，四半球状型 D3－64 足元灯 一

D3－3210CH 重ね覆い型 D3－320 壁灯 一

D3－3210CH 重ね覆い型 D3－321 壁じか付け灯 一

D3－3210CH 重ね覆い型 D3－321A 壁じか付け灯（円形笠） 一

D3－3210CH 重ね覆い型 D3－321C 壁じか付け灯（四角形笠） 一

D3－3210CH 重ね覆い型 D3－321D 壁じか付け灯（長角形笠） 一

D3－3210CH 重ね覆い型 D3－321E 壁じか付け灯（多角形笠） 一

D3－3210CH 重ね覆い型 D3－321J 壁じか付け灯（網かご笠） 一

D3－3210CH 重ね覆い型 D3－323 壁面プラグつき照明器具 一

D3－3210CH 重ね覆い型 D3－64 足元灯 一

D3－3300 電気スタンド等 D3－330 電気スタンド等 全

D3－3300 電気スタンド等 D3－331 多用途型電気スタンド 全

D3－3300A 他機能つき電気スタンド D3－330 電気スタンド等 一

D3－3300A 他機能つき電気スタンド D3－331 多用途型電気スタンド 全

D3－3320 電気スタンド D3－332 電気スタンド 全

D3－3320 電気スタンド D3－332A 電気スタンド（白熱灯） 全

D3－3320 電気スタンド D3－332AA 電気スタンド（白熱灯・取付け型） 全

D3－3320 電気スタンド D3－332AB 電気スタンド（白熱灯・具象型） 全

D3－3320 電気スタンド D3－332AC 電気スタンド（白熱灯・装飾用型） 全

D3－3320 電気スタンド D3－332AD 電気スタンド（白熱灯・支柱フレキシブル 全

D3－3320 電気スタンド D3－332AE 電気スタンド（白熱灯・支柱折畳み型） 全

D3－3320 電気スタンド D3－332AF 電気スタンド（白熱灯・笠付き型） 全

D3－3320 電気スタンド D3－332B 電気スタンド（蛍光灯） 全

D3－3320 電気スタンド D3－332BA 電気スタンド（蛍光灯・取付け型） 全

D3－3320 電気スタンド D3－332BB 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形型） 全

D3－3320 電気スタンド D3－332BC 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形付加 全

D3－3320 電気スタンド D3－332BD 電気スタンド（蛍光灯・基台円形型） 全

D3－3320 電気スタンド D3－332BE 電気スタンド（蛍光灯・支柱横取付け型 全
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D3－3320 電気スタンド D3－332BF 電気スタンド（蛍光灯・蛍光管環形型） 全

D3－3320 電気スタンド D3－332C 電気スタンド（まくら元スタンド型） 全

D3－3320 電気スタンド D3－332CA 電気スタンド（まくら元スタンド・行灯型） 全

D3－3320 電気スタンド D3－332D 電気スタンド（ちょうちんスタンド型） 全

D3－3320 電気スタンド D3－332E 電気スタンド（フロアスタンド型） 全

D3－3320 電気スタンド D3－3391 電気スタンド（電気スタンド用笠） 全

D3－3320A 笠複数型 D3－332 電気スタンド 一

D3－3320A 笠複数型 D3－332A 電気スタンド（白熱灯） 一

D3－3320A 笠複数型 D3－332AA 電気スタンド（白熱灯・取付け型） 一

D3－3320A 笠複数型 D3－332AB 電気スタンド（白熱灯・具象型） 一

D3－3320A 笠複数型 D3－332AC 電気スタンド（白熱灯・装飾用型） 一

D3－3320A 笠複数型 D3－332AD 電気スタンド（白熱灯・支柱フレキシブル 一

D3－3320A 笠複数型 D3－332AE 電気スタンド（白熱灯・支柱折畳み型） 一

D3－3320A 笠複数型 D3－332AF 電気スタンド（白熱灯・笠付き型） 一

D3－3320A 笠複数型 D3－332B 電気スタンド（蛍光灯） 一

D3－3320A 笠複数型 D3－332BA 電気スタンド（蛍光灯・取付け型） 一

D3－3320A 笠複数型 D3－332BB 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形型） 一

D3－3320A 笠複数型 D3－332BC 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形付加 一

D3－3320A 笠複数型 D3－332BD 電気スタンド（蛍光灯・基台円形型） 一

D3－3320A 笠複数型 D3－332BE 電気スタンド（蛍光灯・支柱横取付け型 一

D3－3320A 笠複数型 D3－332BF 電気スタンド（蛍光灯・蛍光管環形型） 一

D3－3320A 笠複数型 D3－332C 電気スタンド（まくら元スタンド型） 一

D3－3320A 笠複数型 D3－332CA 電気スタンド（まくら元スタンド・行灯型） 一

D3－3320A 笠複数型 D3－332D 電気スタンド（ちょうちんスタンド型） 一

D3－3320A 笠複数型 D3－332E 電気スタンド（フロアスタンド型） 一

D3－3320A 笠複数型 D3－3391 電気スタンド（電気スタンド用笠） 一

D3－3320BA 略全体筒型 D3－332 電気スタンド 一

D3－3320BA 略全体筒型 D3－332A 電気スタンド（白熱灯） 一

D3－3320BA 略全体筒型 D3－332AA 電気スタンド（白熱灯・取付け型） 一

D3－3320BA 略全体筒型 D3－332AB 電気スタンド（白熱灯・具象型） 一

D3－3320BA 略全体筒型 D3－332AC 電気スタンド（白熱灯・装飾用型） 一

D3－3320BA 略全体筒型 D3－332AD 電気スタンド（白熱灯・支柱フレキシブル 一

D3－3320BA 略全体筒型 D3－332AE 電気スタンド（白熱灯・支柱折畳み型） 一

D3－3320BA 略全体筒型 D3－332AF 電気スタンド（白熱灯・笠付き型） 一

D3－3320BA 略全体筒型 D3－332B 電気スタンド（蛍光灯） 一

D3－3320BA 略全体筒型 D3－332BA 電気スタンド（蛍光灯・取付け型） 一

D3－3320BA 略全体筒型 D3－332BB 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形型） 一

D3－3320BA 略全体筒型 D3－332BC 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形付加 一

D3－3320BA 略全体筒型 D3－332BD 電気スタンド（蛍光灯・基台円形型） 一

D3－3320BA 略全体筒型 D3－332BE 電気スタンド（蛍光灯・支柱横取付け型 一

D3－3320BA 略全体筒型 D3－332BF 電気スタンド（蛍光灯・蛍光管環形型） 一

D3－3320BA 略全体筒型 D3－332C 電気スタンド（まくら元スタンド型） 一

D3－3320BA 略全体筒型 D3－332CA 電気スタンド（まくら元スタンド・行灯型） 一

D3－3320BA 略全体筒型 D3－332D 電気スタンド（ちょうちんスタンド型） 一

D3－3320BA 略全体筒型 D3－332E 電気スタンド（フロアスタンド型） 一

D3－3320BA 略全体筒型 D3－3391 電気スタンド（電気スタンド用笠） 一

D3－3320BB 具象形有り型，ステンドグラス状傘型 D3－332 電気スタンド 一

D3－3320BB 具象形有り型，ステンドグラス状傘型 D3－332A 電気スタンド（白熱灯） 一

D3－3320BB 具象形有り型，ステンドグラス状傘型 D3－332AA 電気スタンド（白熱灯・取付け型） 一

D3－3320BB 具象形有り型，ステンドグラス状傘型 D3－332AB 電気スタンド（白熱灯・具象型） 全

D3－3320BB 具象形有り型，ステンドグラス状傘型 D3－332AC 電気スタンド（白熱灯・装飾用型） 一

D3－3320BB 具象形有り型，ステンドグラス状傘型 D3－332AD 電気スタンド（白熱灯・支柱フレキシブル 一

D3－3320BB 具象形有り型，ステンドグラス状傘型 D3－332AE 電気スタンド（白熱灯・支柱折畳み型） 一

D3－3320BB 具象形有り型，ステンドグラス状傘型 D3－332AF 電気スタンド（白熱灯・笠付き型） 一
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D3－3320BB 具象形有り型，ステンドグラス状傘型 D3－332B 電気スタンド（蛍光灯） 一

D3－3320BB 具象形有り型，ステンドグラス状傘型 D3－332BA 電気スタンド（蛍光灯・取付け型） 一

D3－3320BB 具象形有り型，ステンドグラス状傘型 D3－332BB 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形型） 一

D3－3320BB 具象形有り型，ステンドグラス状傘型 D3－332BC 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形付加 一

D3－3320BB 具象形有り型，ステンドグラス状傘型 D3－332BD 電気スタンド（蛍光灯・基台円形型） 一

D3－3320BB 具象形有り型，ステンドグラス状傘型 D3－332BE 電気スタンド（蛍光灯・支柱横取付け型 一

D3－3320BB 具象形有り型，ステンドグラス状傘型 D3－332BF 電気スタンド（蛍光灯・蛍光管環形型） 一

D3－3320BB 具象形有り型，ステンドグラス状傘型 D3－332C 電気スタンド（まくら元スタンド型） 一

D3－3320BB 具象形有り型，ステンドグラス状傘型 D3－332CA 電気スタンド（まくら元スタンド・行灯型） 一

D3－3320BB 具象形有り型，ステンドグラス状傘型 D3－332D 電気スタンド（ちょうちんスタンド型） 一

D3－3320BB 具象形有り型，ステンドグラス状傘型 D3－332E 電気スタンド（フロアスタンド型） 一

D3－3320BB 具象形有り型，ステンドグラス状傘型 D3－3391 電気スタンド（電気スタンド用笠） 一

D3－3320BC 光源部細長型 D3－332 電気スタンド 一

D3－3320BC 光源部細長型 D3－332A 電気スタンド（白熱灯） 一

D3－3320BC 光源部細長型 D3－332AA 電気スタンド（白熱灯・取付け型） 一

D3－3320BC 光源部細長型 D3－332AB 電気スタンド（白熱灯・具象型） 一

D3－3320BC 光源部細長型 D3－332AC 電気スタンド（白熱灯・装飾用型） 一

D3－3320BC 光源部細長型 D3－332AD 電気スタンド（白熱灯・支柱フレキシブル 一

D3－3320BC 光源部細長型 D3－332AE 電気スタンド（白熱灯・支柱折畳み型） 一

D3－3320BC 光源部細長型 D3－332AF 電気スタンド（白熱灯・笠付き型） 一

D3－3320BC 光源部細長型 D3－332B 電気スタンド（蛍光灯） 一

D3－3320BC 光源部細長型 D3－332BA 電気スタンド（蛍光灯・取付け型） 一

D3－3320BC 光源部細長型 D3－332BB 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形型） 一

D3－3320BC 光源部細長型 D3－332BC 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形付加 一

D3－3320BC 光源部細長型 D3－332BD 電気スタンド（蛍光灯・基台円形型） 一

D3－3320BC 光源部細長型 D3－332BE 電気スタンド（蛍光灯・支柱横取付け型 一

D3－3320BC 光源部細長型 D3－332BF 電気スタンド（蛍光灯・蛍光管環形型） 全

D3－3320BC 光源部細長型 D3－332C 電気スタンド（まくら元スタンド型） 一

D3－3320BC 光源部細長型 D3－332CA 電気スタンド（まくら元スタンド・行灯型） 一

D3－3320BC 光源部細長型 D3－332D 電気スタンド（ちょうちんスタンド型） 一

D3－3320BC 光源部細長型 D3－332E 電気スタンド（フロアスタンド型） 一

D3－3320BC 光源部細長型 D3－3391 電気スタンド（電気スタンド用笠） 一

D3－3320BD 笠部傘状型 D3－332 電気スタンド 一

D3－3320BD 笠部傘状型 D3－332A 電気スタンド（白熱灯） 一

D3－3320BD 笠部傘状型 D3－332AA 電気スタンド（白熱灯・取付け型） 一

D3－3320BD 笠部傘状型 D3－332AB 電気スタンド（白熱灯・具象型） 一

D3－3320BD 笠部傘状型 D3－332AC 電気スタンド（白熱灯・装飾用型） 一

D3－3320BD 笠部傘状型 D3－332AD 電気スタンド（白熱灯・支柱フレキシブル 一

D3－3320BD 笠部傘状型 D3－332AE 電気スタンド（白熱灯・支柱折畳み型） 一

D3－3320BD 笠部傘状型 D3－332AF 電気スタンド（白熱灯・笠付き型） 全

D3－3320BD 笠部傘状型 D3－332B 電気スタンド（蛍光灯） 一

D3－3320BD 笠部傘状型 D3－332BA 電気スタンド（蛍光灯・取付け型） 一

D3－3320BD 笠部傘状型 D3－332BB 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形型） 一

D3－3320BD 笠部傘状型 D3－332BC 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形付加 一

D3－3320BD 笠部傘状型 D3－332BD 電気スタンド（蛍光灯・基台円形型） 一

D3－3320BD 笠部傘状型 D3－332BE 電気スタンド（蛍光灯・支柱横取付け型 一

D3－3320BD 笠部傘状型 D3－332BF 電気スタンド（蛍光灯・蛍光管環形型） 一

D3－3320BD 笠部傘状型 D3－332C 電気スタンド（まくら元スタンド型） 一

D3－3320BD 笠部傘状型 D3－332CA 電気スタンド（まくら元スタンド・行灯型） 一

D3－3320BD 笠部傘状型 D3－332D 電気スタンド（ちょうちんスタンド型） 一

D3－3320BD 笠部傘状型 D3－332E 電気スタンド（フロアスタンド型） 一

D3－3320BD 笠部傘状型 D3－3391 電気スタンド（電気スタンド用笠） 一

D3－3320CA 支持部直線状支柱型 D3－332 電気スタンド 一

D3－3320CA 支持部直線状支柱型 D3－332A 電気スタンド（白熱灯） 一
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D3－3320CA 支持部直線状支柱型 D3－332AA 電気スタンド（白熱灯・取付け型） 一

D3－3320CA 支持部直線状支柱型 D3－332AB 電気スタンド（白熱灯・具象型） 一

D3－3320CA 支持部直線状支柱型 D3－332AC 電気スタンド（白熱灯・装飾用型） 一

D3－3320CA 支持部直線状支柱型 D3－332AF 電気スタンド（白熱灯・笠付き型） 一

D3－3320CA 支持部直線状支柱型 D3－332B 電気スタンド（蛍光灯） 一

D3－3320CA 支持部直線状支柱型 D3－332BA 電気スタンド（蛍光灯・取付け型） 一

D3－3320CA 支持部直線状支柱型 D3－332BB 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形型） 一

D3－3320CA 支持部直線状支柱型 D3－332BC 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形付加 一

D3－3320CA 支持部直線状支柱型 D3－332BD 電気スタンド（蛍光灯・基台円形型） 一

D3－3320CA 支持部直線状支柱型 D3－332BE 電気スタンド（蛍光灯・支柱横取付け型 一

D3－3320CA 支持部直線状支柱型 D3－332BF 電気スタンド（蛍光灯・蛍光管環形型） 一

D3－3320CA 支持部直線状支柱型 D3－332C 電気スタンド（まくら元スタンド型） 一

D3－3320CA 支持部直線状支柱型 D3－332CA 電気スタンド（まくら元スタンド・行灯型） 一

D3－3320CA 支持部直線状支柱型 D3－332D 電気スタンド（ちょうちんスタンド型） 一

D3－3320CA 支持部直線状支柱型 D3－332E 電気スタンド（フロアスタンド型） 一

D3－3320CA 支持部直線状支柱型 D3－3391 電気スタンド（電気スタンド用笠） 一

D3－3320CB 支持部屈折等アーム型 D3－332 電気スタンド 一

D3－3320CB 支持部屈折等アーム型 D3－332A 電気スタンド（白熱灯） 一

D3－3320CB 支持部屈折等アーム型 D3－332AA 電気スタンド（白熱灯・取付け型） 一

D3－3320CB 支持部屈折等アーム型 D3－332AB 電気スタンド（白熱灯・具象型） 一

D3－3320CB 支持部屈折等アーム型 D3－332AC 電気スタンド（白熱灯・装飾用型） 一

D3－3320CB 支持部屈折等アーム型 D3－332AD 電気スタンド（白熱灯・支柱フレキシブル 全

D3－3320CB 支持部屈折等アーム型 D3－332AE 電気スタンド（白熱灯・支柱折畳み型） 全

D3－3320CB 支持部屈折等アーム型 D3－332AF 電気スタンド（白熱灯・笠付き型） 一

D3－3320CB 支持部屈折等アーム型 D3－332B 電気スタンド（蛍光灯） 一

D3－3320CB 支持部屈折等アーム型 D3－332BA 電気スタンド（蛍光灯・取付け型） 一

D3－3320CB 支持部屈折等アーム型 D3－332BB 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形型） 一

D3－3320CB 支持部屈折等アーム型 D3－332BC 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形付加 一

D3－3320CB 支持部屈折等アーム型 D3－332BD 電気スタンド（蛍光灯・基台円形型） 一

D3－3320CB 支持部屈折等アーム型 D3－332BE 電気スタンド（蛍光灯・支柱横取付け型 一

D3－3320CB 支持部屈折等アーム型 D3－332BF 電気スタンド（蛍光灯・蛍光管環形型） 一

D3－3320CB 支持部屈折等アーム型 D3－332C 電気スタンド（まくら元スタンド型） 一

D3－3320CB 支持部屈折等アーム型 D3－332CA 電気スタンド（まくら元スタンド・行灯型） 一

D3－3320CB 支持部屈折等アーム型 D3－332D 電気スタンド（ちょうちんスタンド型） 一

D3－3320CB 支持部屈折等アーム型 D3－332E 電気スタンド（フロアスタンド型） 一

D3－3320CB 支持部屈折等アーム型 D3－3391 電気スタンド（電気スタンド用笠） 一

D3－40 屋外用照明器具 D3－40 屋外用照明器具 全

D3－4100 街路灯等 D3－410 街路灯等 全

D3－4100 街路灯等 D3－410A 街路灯等（ポール型） 全

D3－4100 街路灯等 D3－410B 街路灯等（取付け型） 全

D3－4100 街路灯等 D3－4191 街路灯頭部 全

D3－4100A 頭部のみ型，支柱無し型 D3－410B 街路灯等（取付け型） 全

D3－4100A 頭部のみ型，支柱無し型 D3－4191 街路灯頭部 全

D3－4190 街路灯等部品及び付属品 D3－4190 街路灯等部品及び付属品 全

D3－4200 庭園灯 D3－420 庭園灯等 全

D3－4200 庭園灯 D3－421 庭園灯 全

D3－4200 庭園灯 D3－421A 庭園灯（ポール型） 全

D3－4200 庭園灯 D3－421B 庭園灯（短脚型） 全

D3－4200 庭園灯 D3－422 池用ろ過機付き庭園灯 全

D3－4200 庭園灯 D3－4291 庭園灯頭部 全

D3－4200A 頭部のみ型，支柱無し型 D3－4291 庭園灯頭部 全

D3－4290 庭園灯部品 D3－4290 庭園灯等部品 全

D3－430 門灯 D3－430 門灯 全

D3－500 携帯用照明器具 D3－50 携帯用照明器具 全
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D3－500 携帯用照明器具 D3－510 懐中電灯等 全

D3－500 携帯用照明器具 D3－511 懐中電灯 全

D3－500 携帯用照明器具 D3－511A 懐中電灯（長型） 全

D3－500 携帯用照明器具 D3－511B 懐中電灯（ポケットライト型） 全

D3－500 携帯用照明器具 D3－511C 懐中電灯（ペンシルライト型） 全

D3－500 携帯用照明器具 D3－511D 懐中電灯（キーライト型） 全

D3－500 携帯用照明器具 D3－512 信号警報器付き懐中電灯 全

D3－500 携帯用照明器具 D3－520 手提電灯等 全

D3－500 携帯用照明器具 D3－521 手提電灯 全

D3－500 携帯用照明器具 D3－521A 手提電灯（自転車取付け用） 全

D3－500 携帯用照明器具 D3－521B 手提電灯（ランタン型） 全

D3－500 携帯用照明器具 D3－522 信号警報器付き手提電灯 全

D3－500 携帯用照明器具 D3－53 携帯用蛍光灯 全

D3－500 携帯用照明器具 D3－54 ヘッドランプ 全

D3－500 携帯用照明器具 D3－660C 作業用照明器具（携帯型） 全

D3－500AA ヘッドランプ型 D3－511A 懐中電灯（長型） 一

D3－500AA ヘッドランプ型 D3－511B 懐中電灯（ポケットライト型） 一

D3－500AA ヘッドランプ型 D3－511C 懐中電灯（ペンシルライト型） 一

D3－500AA ヘッドランプ型 D3－511D 懐中電灯（キーライト型） 一

D3－500AA ヘッドランプ型 D3－54 ヘッドランプ 全

D3－500AB 筒型 D3－50 携帯用照明器具 一

D3－500AB 筒型 D3－510 懐中電灯等 一

D3－500AB 筒型 D3－511 懐中電灯 一

D3－500AB 筒型 D3－511A 懐中電灯（長型） 一

D3－500AB 筒型 D3－511B 懐中電灯（ポケットライト型） 一

D3－500AB 筒型 D3－511C 懐中電灯（ペンシルライト型） 一

D3－500AB 筒型 D3－511D 懐中電灯（キーライト型） 一

D3－500AC ポケットライト型 D3－511B 懐中電灯（ポケットライト型） 一

D3－500AD ランタン型 D3－520 手提電灯等 全

D3－500AD ランタン型 D3－521 手提電灯 全

D3－500AD ランタン型 D3－521A 手提電灯（自転車取付け用） 全

D3－500AD ランタン型 D3－521B 手提電灯（ランタン型） 全

D3－500BA 一体把手付き型 D3－50 携帯用照明器具 一

D3－500BA 一体把手付き型 D3－510 懐中電灯等 一

D3－500BA 一体把手付き型 D3－511 懐中電灯 一

D3－500BA 一体把手付き型 D3－520 手提電灯等 一

D3－500BA 一体把手付き型 D3－521 手提電灯 一

D3－500BA 一体把手付き型 D3－521B 手提電灯（ランタン型） 一

D3－500BA 一体把手付き型 D3－522 信号警報器付き手提電灯 一

D3－500BA 一体把手付き型 D3－53 携帯用蛍光灯 一

D3－500BB 他機能付き型 D3－50 携帯用照明器具 一

D3－500BB 他機能付き型 D3－510 懐中電灯等 一

D3－500BB 他機能付き型 D3－511 懐中電灯 一

D3－500BB 他機能付き型 D3－511A 懐中電灯（長型） 一

D3－500BB 他機能付き型 D3－511B 懐中電灯（ポケットライト型） 一

D3－500BB 他機能付き型 D3－511C 懐中電灯（ペンシルライト型） 一

D3－500BB 他機能付き型 D3－511D 懐中電灯（キーライト型） 一

D3－500BB 他機能付き型 D3－512 信号警報器付き懐中電灯 一

D3－500BB 他機能付き型 D3－520 手提電灯等 一

D3－500BB 他機能付き型 D3－521 手提電灯 一

D3－500BB 他機能付き型 D3－521A 手提電灯（自転車取付け用） 一

D3－500BB 他機能付き型 D3－521B 手提電灯（ランタン型） 一

D3－500BB 他機能付き型 D3－522 信号警報器付き手提電灯 一

D3－500BB 他機能付き型 D3－53 携帯用蛍光灯 一
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D3－500BB 他機能付き型 D3－660C 作業用照明器具（携帯型） 一

D3－590 携帯用照明器具部品及び付属品 D3－519 懐中電灯等部品及び付属品 全

D3－590 携帯用照明器具部品及び付属品 D3－529 手提電灯等部品及び付属品 全

D3－600 特殊用途照明器具 D3－60 特殊用途照明器具 一

D3－600 特殊用途照明器具 D3－63 水中用照明器具 全

D3－600 特殊用途照明器具 D3－660 作業用照明器具 一

D3－600 特殊用途照明器具 D3－660A 作業用照明器具（取付け型） 一

D3－600 特殊用途照明器具 D3－661 集魚灯 全

D3－61 装飾用照明器具 D3－61 装飾用照明器具 全

D3－6200 特殊用途投光器 D3－620 投光用照明器具 全

D3－6200 特殊用途投光器 D3－620A 投光用照明器具（取付け型） 一

D3－6200 特殊用途投光器 D3－620B 投光用照明器具（スタンド型） 全

D3－6200 特殊用途投光器 D3－621 撮影用投光器及び舞台用投光器 一

D3－6200 特殊用途投光器 D3－622 探照灯 全

D3－6200 特殊用途投光器 D3－660 作業用照明器具 一

D3－6200 特殊用途投光器 D3－660B 作業用照明器具（スタンド型） 全

D3－6200A スタンド型および直置き型 D3－620 投光用照明器具 一

D3－6200A スタンド型および直置き型 D3－620B 投光用照明器具（スタンド型） 全

D3－6200A スタンド型および直置き型 D3－621 撮影用投光器及び舞台用投光器 一

D3－6200A スタンド型および直置き型 D3－622 探照灯 一

D3－6200A スタンド型および直置き型 D3－660 作業用照明器具 一

D3－6200A スタンド型および直置き型 D3－660B 作業用照明器具（スタンド型） 全

D3－6200B レンズ付き投光型 D3－620 投光用照明器具 一

D3－6200B レンズ付き投光型 D3－620A 投光用照明器具（取付け型） 一

D3－6200B レンズ付き投光型 D3－620B 投光用照明器具（スタンド型） 一

D3－6200B レンズ付き投光型 D3－621 撮影用投光器及び舞台用投光器 一

D3－6200B レンズ付き投光型 D3－622 探照灯 一

D3－6500 衛生用照明器具 D3－650 保健衛生用照明器具 全

D3－6500 衛生用照明器具 D3－652 衛生用照明器具 全

D3－651 医療用照明器具 D3－651 医療用照明器具 全

D3－900 発光具及び照明器具部品及び付属品 D3－1191 電球カバー等 全

D3－900 発光具及び照明器具部品及び付属品 D3－3190 天井灯部品及び付属品 全

D3－900 発光具及び照明器具部品及び付属品 D3－31910 天井灯用装飾部品 全

D3－900 発光具及び照明器具部品及び付属品 D3－31911 天井灯用つり飾り 全

D3－900 発光具及び照明器具部品及び付属品 D3－31912 シャンデリア用つり飾り 全

D3－900 発光具及び照明器具部品及び付属品 D3－31930 天井灯本体の部品及び付属品 全

D3－900 発光具及び照明器具部品及び付属品 D3－390 屋内用照明器具部品及び付属品 全

D3－900 発光具及び照明器具部品及び付属品 D3－439 門灯部品及び付属品 全

D3－900 発光具及び照明器具部品及び付属品 D3－90 電球及び照明器具部品及び付属品 全

D3－900 発光具及び照明器具部品及び付属品 D3－910 電球及び照明器具用部品 全

D3－900 発光具及び照明器具部品及び付属品 D3－912 照明器具用保護枠 全

D3－900 発光具及び照明器具部品及び付属品 D3－920 電球及び照明器具用付属品 全

D3－900 発光具及び照明器具部品及び付属品 D3－921 照明器具用笠カバー 全

D3－900A 装飾体 D3－31910 天井灯用装飾部品 一

D3－900A 装飾体 D3－31911 天井灯用つり飾り 全

D3－900A 装飾体 D3－31912 シャンデリア用つり飾り 全

D3－911 照明器具用反射笠 D3－911 照明器具用反射笠 全

D3－93 照明用拡散透光板等 D3－392 屋内照明器具用拡散透光板 全

D3－93 照明用拡散透光板等 D3－392A 屋内照明器具用拡散透光板（円形） 全

D3－93 照明用拡散透光板等 D3－392B 屋内照明器具用拡散透光板（角形） 全

D3－93 照明用拡散透光板等 D3－82 照明用拡散透光板等 全

D3－93 照明用拡散透光板等 D3－913 照明器具用透光レンズ 全

D3－94 照明設備具 D3－3910 屋内照明器具用ルーバー 全

D3－94 照明設備具 D3－3911 屋内照明器具用ルーバーリーフ 全
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D3－94 照明設備具 D3－80 照明設備具 全

D3－94 照明設備具 D3－810 照明用ルーバー 全

D3－94 照明設備具 D3－811 照明用ルーバーリーフ 全

D3－94 照明設備具 D3－812 照明用ルーバー材 全

D3－94A 照明用ルーバー D3－3910 屋内照明器具用ルーバー 全

D3－94A 照明用ルーバー D3－810 照明用ルーバー 全

D3－94B 照明用ルーバーリーフ D3－3911 屋内照明器具用ルーバーリーフ 全

D3－94B 照明用ルーバーリーフ D3－811 照明用ルーバーリーフ 全

D3－94B 照明用ルーバーリーフ D3－812 照明用ルーバー材 全

D3－950 照明器具用支持具等 D3－819 照明ルーバー部品及び付属品 全

D3－950 照明器具用支持具等 D3－922 照明器具用支持具 全

D3－951 天井灯用支持具 D3－31920 天上灯用支持具 全

D3－951 天井灯用支持具 D3－31921 天上灯つり下げ基台及び天井灯つり輪 全

D3－951 天井灯用支持具 D3－31922 天上灯つり下げコード・パイプ及びペンダ 全

D3－951 天井灯用支持具 D3－31923 シャンデリア用つり下げホルダー等 全

D3－951 天井灯用支持具 D3－31931 シャンデリア用灯具 全

D3－952 壁灯用支持具 D3－3290 壁灯部品及び付属品 全

D3－952 壁灯用支持具 D3－3291 壁灯用支持アーム 全

D3－953 電気スタンド用支持具，投光器用支持具 D3－3390 電気スタンド等部品 全

D3－953 電気スタンド用支持具，投光器用支持具 D3－923 照明器具用脚 全

D4－0 その他の暖冷房機器又は空調換気機器 D4－0 その他の暖冷房機器又は空調換気機器 全

D4－10 暖房具 D4－10 暖炉，マントルピース 全

D4－110 火鉢等 D4－11 火鉢，電気火鉢 全

D4－110 火鉢等 D4－23A 石油ストーブ（火鉢型） 全

D4－120 こたつ D4－120 こたつ 全

D4－129 こたつ部品 D4－129 こたつ部品 全

D4－130 あんか，湯たんぽ D4－13 あんか 全

D4－130 あんか，湯たんぽ D4－14 湯たんぽ 全

D4－15 懐炉 D4－15 懐炉 全

D4－16 足温器 D4－16 足温器，電気スリッパ 全

D4－170 ストーブ等 D4－20 ストーブ 全

D4－171 電気ストーブ D4－21 電気ストーブ 全

D4－171 電気ストーブ D4－315A ポータブル温風ヒーター（反射式ストーブ 全

D4－171 電気ストーブ D4－315AA ポータブル温風ヒーター（反射式ストーブ
縦長型）

全

D4－171A 温風吹出し機能付 D4－315A ポータブル温風ヒーター（反射式ストーブ 全

D4－171A 温風吹出し機能付 D4－315AA ポータブル温風ヒーター（反射式ストーブ
縦長型）

全

D4－172 パネルヒーター D4－316 パネルヒーター 全

D4－173 ガスストーブ D4－22 ガスストーブ 全

D4－174 石油ストーブ D4－23 石油ストーブ 全

D4－174 石油ストーブ D4－23B 石油ストーブ（筒型） 全

D4－174 石油ストーブ D4－23C 石油ストーブ（反射型） 全

D4－174 石油ストーブ D4－23D 石油ストーブ（ポット型） 全

D4－174A 筒型 D4－23B 石油ストーブ（筒型） 全

D4－174B 反射型 D4－23C 石油ストーブ（反射型） 全

D4－190 暖房具部品及び付属品 D4－190 暖房具部品及び付属品 全

D4－191 火格子 D4－191 火格子 全

D4－1920 ストーブ部品及び付属品 D4－290 ストーブ部品及び付属品 一

D4－1921 石油ストーブ用燃焼筒等 D4－290 ストーブ部品及び付属品 一

D4－1921 石油ストーブ用燃焼筒等 D4－291 石油ストーブ用燃焼芯 全

D4－1922 石油ストーブ用オイルタンク D4－290 ストーブ部品及び付属品 一

D4－1922 石油ストーブ用オイルタンク D4－292 石油ストーブ用オイルタンク 全

D4－193 暖房機器用ガード D4－290 ストーブ部品及び付属品 一
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D4－300 送風式冷暖房機器等 D4－30 エアーコンディショナー等 一

D4－300 送風式冷暖房機器等 D4－310 エアーコンディショナー室内機 一

D4－301 一組のエアーコンディショナーセット D4－30 ※一組のエアーコンディショナーセット 一

D4－3100 エアーコンディショナー等室内機 D4－310 エアーコンディショナー室内機 一

D4－3110 床置型エアーコンディショナー等 D4－311 床置型エアーコンディショナー 全

D4－3110 床置型エアーコンディショナー等 D4－311A 床置型エアーコンディショナー（横長型） 全

D4－3110 床置型エアーコンディショナー等 D4－311AA 床置型エアーコンディショナー（横長・上
面通気型）

全

D4－3110 床置型エアーコンディショナー等 D4－311AB 床置型エアーコンディショナー（横長・前
面通気型）

全

D4－3110 床置型エアーコンディショナー等 D4－311ABA 床置型エアーコンディショナー（横長・前
面上部通気型）

全

D4－3110 床置型エアーコンディショナー等 D4－311ABB 床置型エアーコンディショナー（横長・前
面下部通気型）

全

D4－3110 床置型エアーコンディショナー等 D4－311ABC 床置型エアーコンディショナー（横長・前
面上下部通気型）

全

D4－3110 床置型エアーコンディショナー等 D4－311ABD 床置型エアーコンディショナー（横長・前
面側部通気型）

全

D4－3110 床置型エアーコンディショナー等 D4－311AC 床置型エアーコンディショナー（横長・上
前面通気型）

全

D4－3110 床置型エアーコンディショナー等 D4－311B 床置型エアーコンディショナー（縦長型） 全

D4－3110 床置型エアーコンディショナー等 D4－311BB 床置型エアーコンディショナー（縦長・前
面通気型）

全

D4－3110 床置型エアーコンディショナー等 D4－311BBA 床置型エアーコンディショナー（縦長・前
面上部通気型）

全

D4－3110 床置型エアーコンディショナー等 D4－311BBB 床置型エアーコンディショナー（縦長・前
面下部通気型）

全

D4－3110 床置型エアーコンディショナー等 D4－311BBC 床置型エアーコンディショナー（縦長・前
面上下部通気型）

全

D4－3110 床置型エアーコンディショナー等 D4－311BBD 床置型エアーコンディショナー（縦長・前
面側部通気型）

全

D4－3110 床置型エアーコンディショナー等 D4－311BC 床置型エアーコンディショナー（縦長・上
前面通気型）

全

D4－3110 床置型エアーコンディショナー等 D4－311BD 床置型エアーコンディショナー（縦長・キャ
スター付き）

全

D4－3110 床置型エアーコンディショナー等 D4－315 ポータブル温風ヒーター 全

D4－3110A 縦細長型 D4－311B 床置型エアーコンディショナー（縦長型） 一

D4－3110A 縦細長型 D4－311BB 床置型エアーコンディショナー（縦長・前
面通気型）

一

D4－3110A 縦細長型 D4－311BBA 床置型エアーコンディショナー（縦長・前
面上部通気型）

一

D4－3110A 縦細長型 D4－311BBB 床置型エアーコンディショナー（縦長・前
面下部通気型）

一

D4－3110A 縦細長型 D4－311BBC 床置型エアーコンディショナー（縦長・前
面上下部通気型）

一

D4－3110A 縦細長型 D4－311BBD 床置型エアーコンディショナー（縦長・前
面側部通気型）

一

D4－3110A 縦細長型 D4－311BC 床置型エアーコンディショナー（縦長・上
前面通気型）

一

D4－3110A 縦細長型 D4－311BD 床置型エアーコンディショナー（縦長・キャ
スター付き）

一

D4－3110A 縦細長型 D4－315 ポータブル温風ヒーター 一

D4－3110B 縦細長・略直方形型 D4－311B 床置型エアーコンディショナー（縦長型） 一

D4－3110B 縦細長・略直方形型 D4－311BB 床置型エアーコンディショナー（縦長・前
面通気型）

一

D4－3110B 縦細長・略直方形型 D4－311BBA 床置型エアーコンディショナー（縦長・前
面上部通気型）

一

D4－3110B 縦細長・略直方形型 D4－311BBB 床置型エアーコンディショナー（縦長・前
面下部通気型）

一

D4－3110B 縦細長・略直方形型 D4－311BBC 床置型エアーコンディショナー（縦長・前
面上下部通気型）

一
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D4－3110B 縦細長・略直方形型 D4－311BBD 床置型エアーコンディショナー（縦長・前
面側部通気型）

一

D4－3110B 縦細長・略直方形型 D4－311BC 床置型エアーコンディショナー（縦長・上
前面通気型）

一

D4－3110B 縦細長・略直方形型 D4－311BD 床置型エアーコンディショナー（縦長・キャ
スター付き）

一

D4－3110B 縦細長・略直方形型 D4－315 ポータブル温風ヒーター 一

D4－3110C 略直方体型 D4－311 床置型エアーコンディショナー 一

D4－3110C 略直方体型 D4－311A 床置型エアーコンディショナー（横長型） 一

D4－3110C 略直方体型 D4－311AA 床置型エアーコンディショナー（横長・上
面通気型）

一

D4－3110C 略直方体型 D4－311AB 床置型エアーコンディショナー（横長・前
面通気型）

一

D4－3110C 略直方体型 D4－311ABA 床置型エアーコンディショナー（横長・前
面上部通気型）

一

D4－3110C 略直方体型 D4－311ABB 床置型エアーコンディショナー（横長・前
面下部通気型）

一

D4－3110C 略直方体型 D4－311ABC 床置型エアーコンディショナー（横長・前
面上下部通気型）

一

D4－3110C 略直方体型 D4－311ABD 床置型エアーコンディショナー（横長・前
面側部通気型）

一

D4－3110C 略直方体型 D4－311AC 床置型エアーコンディショナー（横長・上
前面通気型）

一

D4－3110C 略直方体型 D4－311B 床置型エアーコンディショナー（縦長型） 一

D4－3110C 略直方体型 D4－311BB 床置型エアーコンディショナー（縦長・前
面通気型）

一

D4－3110C 略直方体型 D4－311BBA 床置型エアーコンディショナー（縦長・前
面上部通気型）

一

D4－3110C 略直方体型 D4－311BBB 床置型エアーコンディショナー（縦長・前
面下部通気型）

一

D4－3110C 略直方体型 D4－311BBC 床置型エアーコンディショナー（縦長・前
面上下部通気型）

一

D4－3110C 略直方体型 D4－311BBD 床置型エアーコンディショナー（縦長・前
面側部通気型）

一

D4－3110C 略直方体型 D4－311BC 床置型エアーコンディショナー（縦長・上
前面通気型）

一

D4－3110C 略直方体型 D4－311BD 床置型エアーコンディショナー（縦長・キャ
スター付き）

一

D4－3110C 略直方体型 D4－315 ポータブル温風ヒーター 一

D4－3110D カートリッジ式石油温風型 D4－311 床置型エアーコンディショナー 一

D4－3110D カートリッジ式石油温風型 D4－311A 床置型エアーコンディショナー（横長型） 一

D4－3110D カートリッジ式石油温風型 D4－311AA 床置型エアーコンディショナー（横長・上
面通気型）

一

D4－3110D カートリッジ式石油温風型 D4－311AB 床置型エアーコンディショナー（横長・前
面通気型）

一

D4－3110D カートリッジ式石油温風型 D4－311ABA 床置型エアーコンディショナー（横長・前
面上部通気型）

一

D4－3110D カートリッジ式石油温風型 D4－311ABB 床置型エアーコンディショナー（横長・前
面下部通気型）

一

D4－3110D カートリッジ式石油温風型 D4－311ABC 床置型エアーコンディショナー（横長・前
面上下部通気型）

一

D4－3110D カートリッジ式石油温風型 D4－311ABD 床置型エアーコンディショナー（横長・前
面側部通気型）

一

D4－3110D カートリッジ式石油温風型 D4－311AC 床置型エアーコンディショナー（横長・上
前面通気型）

一

D4－3110D カートリッジ式石油温風型 D4－311B 床置型エアーコンディショナー（縦長型） 一

D4－3110D カートリッジ式石油温風型 D4－311BB 床置型エアーコンディショナー（縦長・前
面通気型）

一

D4－3110D カートリッジ式石油温風型 D4－311BBA 床置型エアーコンディショナー（縦長・前
面上部通気型）

一

D4－3110D カートリッジ式石油温風型 D4－311BBB 床置型エアーコンディショナー（縦長・前
面下部通気型）

一
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D4－3110D カートリッジ式石油温風型 D4－311BBC 床置型エアーコンディショナー（縦長・前
面上下部通気型）

一

D4－3110D カートリッジ式石油温風型 D4－311BBD 床置型エアーコンディショナー（縦長・前
面側部通気型）

一

D4－3110D カートリッジ式石油温風型 D4－311BC 床置型エアーコンディショナー（縦長・上
前面通気型）

一

D4－3110D カートリッジ式石油温風型 D4－311BD 床置型エアーコンディショナー（縦長・キャ
スター付き）

一

D4－3120 窓取付け型エアーコンディショナー等 D4－312 窓取付け型エアーコンディショナー 全

D4－3120 窓取付け型エアーコンディショナー等 D4－312A 窓取付け型エアーコンディショナー（横長
型）

全

D4－3120 窓取付け型エアーコンディショナー等 D4－312AAA 窓取付け型エアーコンディショナー（横
長・水平循環・側部操作パネル型）

全

D4－3120 窓取付け型エアーコンディショナー等 D4－312AAB 窓取付け型エアーコンディショナー（横
長・水平循環・中央操作パネル型）

全

D4－3120 窓取付け型エアーコンディショナー等 D4－312ABC 窓取付け型エアーコンディショナー（横
長・垂直循環・上部操作パネル型）

全

D4－3120 窓取付け型エアーコンディショナー等 D4－312ABD 窓取付け型エアーコンディショナー（横
長・垂直循環・下部操作パネル型）

全

D4－3120 窓取付け型エアーコンディショナー等 D4－312B 窓取付け型エアーコンディショナー（縦長
型）

全

D4－3120 窓取付け型エアーコンディショナー等 D4－312BA 窓取付け型エアーコンディショナー（縦
長・水平循環）

全

D4－3120 窓取付け型エアーコンディショナー等 D4－312BAD 窓取付け型エアーコンディショナー（縦
長・水平循環・下部操作パネル型）

全

D4－3120 窓取付け型エアーコンディショナー等 D4－312BB 窓取付け型エアーコンディショナー（縦
長・垂直循環型）

全

D4－3120 窓取付け型エアーコンディショナー等 D4－312BBD 窓取付け型エアーコンディショナー（縦
長・垂直循環・下部操作パネル型）

全

D4－3120A 縦長 D4－312B 窓取付け型エアーコンディショナー（縦長
型）

全

D4－3120A 縦長 D4－312BA 窓取付け型エアーコンディショナー（縦
長・水平循環）

全

D4－3120A 縦長 D4－312BAD 窓取付け型エアーコンディショナー（縦
長・水平循環・下部操作パネル型）

全

D4－3120A 縦長 D4－312BB 窓取付け型エアーコンディショナー（縦
長・垂直循環型）

全

D4－3120A 縦長 D4－312BBD 窓取付け型エアーコンディショナー（縦
長・垂直循環・下部操作パネル型）

全

D4－3130 天井取付け型エアーコンディショナー等 D4－313 天井つり下げ型エアーコンディショナー 全

D4－3130 天井取付け型エアーコンディショナー等 D4－313A 天井つり下げ型エアーコンディショナー
（横長型）

全

D4－3130 天井取付け型エアーコンディショナー等 D4－314C 壁面取付け型エアーコンディショナー（壁
面上部隅取付け型）

一

D4－3140 壁面取付け型エアーコンディショナー等 D4－314 壁面取付け型エアーコンディショナー 全

D4－3140 壁面取付け型エアーコンディショナー等 D4－314A 壁面取付け型エアーコンディショナー（横
長型）

全

D4－3140 壁面取付け型エアーコンディショナー等 D4－314AA 壁面取付け型エアーコンディショナー（横
長・前面上部吸気グリル型）

全

D4－3140 壁面取付け型エアーコンディショナー等 D4－314AB 壁面取付け型エアーコンディショナー（横
長・前面全面パネル型）

全

D4－3140 壁面取付け型エアーコンディショナー等 D4－314AC 壁面取付け型エアーコンディショナー（横
長・前面側部操作パネル型）

全

D4－3140 壁面取付け型エアーコンディショナー等 D4－314C 壁面取付け型エアーコンディショナー（壁
面上部隅取付け型）

一

D4－3140 壁面取付け型エアーコンディショナー等 D4－314D 壁面取付け型エアーコンディショナー（壁
面下部隅取付け型）

全

D4－3140 壁面取付け型エアーコンディショナー等 D4－314E 壁面取付け型エアーコンディショナー（可
搬型）

全

D4－3140A 壁埋め込み型 D4－314 壁面取付け型エアーコンディショナー 一

D4－3140A 壁埋め込み型 D4－314A 壁面取付け型エアーコンディショナー（横
長型）

一

D4－3140A 壁埋め込み型 D4－314AA 壁面取付け型エアーコンディショナー（横
長・前面上部吸気グリル型）

一

D4－3140A 壁埋め込み型 D4－314AB 壁面取付け型エアーコンディショナー（横
長・前面全面パネル型）

一
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D4－3140A 壁埋め込み型 D4－314AC 壁面取付け型エアーコンディショナー（横
長・前面側部操作パネル型）

一

D4－3140A 壁埋め込み型 D4－314C 壁面取付け型エアーコンディショナー（壁
面上部隅取付け型）

一

D4－3140A 壁埋め込み型 D4－314D 壁面取付け型エアーコンディショナー（壁
面下部隅取付け型）

一

D4－3140A 壁埋め込み型 D4－314E 壁面取付け型エアーコンディショナー（可
搬型）

一

D4－3140B 壁コーナー型 D4－314 壁面取付け型エアーコンディショナー 一

D4－3140B 壁コーナー型 D4－314A 壁面取付け型エアーコンディショナー（横
長型）

一

D4－3140B 壁コーナー型 D4－314AA 壁面取付け型エアーコンディショナー（横
長・前面上部吸気グリル型）

一

D4－3140B 壁コーナー型 D4－314AB 壁面取付け型エアーコンディショナー（横
長・前面全面パネル型）

一

D4－3140B 壁コーナー型 D4－314AC 壁面取付け型エアーコンディショナー（横
長・前面側部操作パネル型）

一

D4－3140B 壁コーナー型 D4－314C 壁面取付け型エアーコンディショナー（壁
面上部隅取付け型）

一

D4－3140B 壁コーナー型 D4－314D 壁面取付け型エアーコンディショナー（壁
面下部隅取付け型）

一

D4－3140B 壁コーナー型 D4－314E 壁面取付け型エアーコンディショナー（可
搬型）

一

D4－32 エアーコンディショナー用室外機 D4－320 エアーコンディショナー用室外機 全

D4－32 エアーコンディショナー用室外機 D4－320A エアーコンディショナー用室外機（縦長・
上面ファン吹き出し部型）

全

D4－32 エアーコンディショナー用室外機 D4－321 クーリングタワー 全

D4－32A 上面ファン吹き出し部・縦型 D4－320 エアーコンディショナー用室外機 一

D4－32A 上面ファン吹き出し部・縦型 D4－320A エアーコンディショナー用室外機（縦長・
上面ファン吹き出し部型）

一

D4－32A 上面ファン吹き出し部・縦型 D4－321 クーリングタワー 一

D4－330 湿度調和機 D4－330 湿度調和機 全

D4－3310 加湿機 D4－331 加湿機 全

D4－3310 加湿機 D4－331A 加湿機（卓上型） 全

D4－3310 加湿機 D4－331AA 加湿機（卓上・上面四角形型） 全

D4－3310 加湿機 D4－331AAA 加湿機（卓上・上面四角形・タンク側部設
置型）

全

D4－3310 加湿機 D4－331B 加湿機（天井，壁，窓取付け型） 全

D4－3310 加湿機 D4－331C 加湿機（床置型） 全

D4－3310A 天井，壁，天井，窓取付け型 D4－331B 加湿機（天井，壁，窓取付け型） 全

D4－3320 除湿機 D4－332 除湿機 全

D4－3320 除湿機 D4－332B 除湿機（壁，天井，窓取付け型） 全

D4－3320A 天井，壁，窓取付け型 D4－332B 除湿機（壁，天井，窓取付け型） 全

D4－340 エアークリーナー D4－30 エアーコンディショナー等 一

D4－340 エアークリーナー D4－34 エアークリーナー 全

D4－340 エアークリーナー D4－34A エアークリーナー（卓上型） 全

D4－340 エアークリーナー D4－34B エアークリーナー（天井，壁，窓取付け 全

D4－340A 天井，壁，窓取付け型 D4－34B エアークリーナー（天井，壁，窓取付け 全

D4－340B 喫煙スペース用型 D4－30 エアーコンディショナー等 一

D4－340B 喫煙スペース用型 D4－34 エアークリーナー 一

D4－3500 車両用エアーコンディショナー等 D4－350 車両用エアーコンディショナー 全

D4－3500 車両用エアーコンディショナー等 D4－351 自動車用クーラー 全

D4－3500 車両用エアーコンディショナー等 D4－352 自動車用ヒーター 全

D4－353 車両用エアークリーナー D4－353 車両用エアークリーナー 全

D4－359 車両用エアーコンディショナー等部品及
び付属品

D4－359 車両用エアーコンディショナー部品及び
付属品

全

D4－39 エアーコンディショナー等部品及び付属 D4－390 エアーコンディショナー等部品及び付属 全

D4－39 エアーコンディショナー等部品及び付属 D4－391 エアーコンディショナー用テント 全

D4－392 エアーコンディショナー用カバーパネル D4－392 エアーコンディショナー用前面パネル 全
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D4－400 扇風機等 D4－40 扇風機等 一

D4－410 扇風機 D4－41 扇風機 全

D4－410 扇風機 D4－41A 扇風機（卓上扇） 全

D4－410 扇風機 D4－41B 扇風機（座敷扇） 全

D4－410 扇風機 D4－41C 扇風機（フロア扇） 全

D4－410 扇風機 D4－41D 扇風機（壁掛け扇） 全

D4－410 扇風機 D4－41E 扇風機（天井扇） 全

D4－410 扇風機 D4－41F 扇風機（手持ち扇） 全

D4－410 扇風機 D4－41G 扇風機（ポータブル扇） 全

D4－410 扇風機 D4－41H 扇風機（多翼扇） 全

D4－410A 座敷扇型 D4－41A 扇風機（卓上扇） 全

D4－410A 座敷扇型 D4－41B 扇風機（座敷扇） 全

D4－410C フロア扇型 D4－41C 扇風機（フロア扇） 全

D4－410D 壁取付け扇 D4－41D 扇風機（壁掛け扇） 全

D4－410E 天井取付け扇 D4－41E 扇風機（天井扇） 全

D4－410G 支持支柱無し型 D4－41A 扇風機（卓上扇） 一

D4－410G 支持支柱無し型 D4－41G 扇風機（ポータブル扇） 全

D4－410H 多翼扇型 D4－41A 扇風機（卓上扇） 一

D4－410H 多翼扇型 D4－41H 扇風機（多翼扇） 全

D4－42 室内空気循環機 D4－42 室内空気循環機 全

D4－490 扇風機等部品及び付属品 D4－40 扇風機等 一

D4－490 扇風機等部品及び付属品 D4－49 扇風機等部品及び付属品 全

D4－500 換気扇等 D4－50 換気扇等 一

D4－510 換気扇 D4－50 換気扇等 一

D4－510 換気扇 D4－51 換気扇 全

D4－510 換気扇 D4－51A 換気扇（ウィンドファン型） 全

D4－510 換気扇 D4－51B 換気扇（レンジフード型） 全

D4－510 換気扇 D4－51C 換気扇（丸型） 全

D4－510 換気扇 D4－51D 換気扇（角型） 全

D4－510 換気扇 D4－51E 換気扇（埋込み型） 全

D4－510 換気扇 D4－52 屋上換気扇 全

D4－510 換気扇 D4－53 脱臭扇 全

D4－510 換気扇 D4－59 換気扇等部品及び付属品 一

D4－510B レンジフード型 D4－51B 換気扇（レンジフード型） 全

D4－510B レンジフード型 D4－59 換気扇等部品及び付属品 一

D4－510C 丸形 D4－50 換気扇等 一

D4－510C 丸形 D4－51C 換気扇（丸型） 全

D4－510DA 矩形埋め込み型 D4－51 換気扇 一

D4－510DA 矩形埋め込み型 D4－51A 換気扇（ウィンドファン型） 一

D4－510DA 矩形埋め込み型 D4－51E 換気扇（埋込み型） 一

D4－510DB 矩形突出型 D4－50 換気扇等 一

D4－510DB 矩形突出型 D4－51A 換気扇（ウィンドファン型） 一

D4－510DB 矩形突出型 D4－51D 換気扇（角型） 全

D4－510F 屋上換気扇型，脱臭扇型 D4－52 屋上換気扇 全

D4－510F 屋上換気扇型，脱臭扇型 D4－53 脱臭扇 全

D4－590 換気扇等部品及び付属品 D4－59 換気扇等部品及び付属品 一

D5－0 その他の厨房設備用品及び衛生設備用 D5－0 その他の厨房設備用品及び衛生設備用 全

D5－100 厨房設備具 D5－10 厨房設備具 一

D5－100 厨房設備具 D5－1200 こんろ台，調理台及び流し台 全

D5－101 一組の台所セット D5－10 ※一組の台所セット 一

D5－11 収納棚付き厨房台 D5－11 収納棚付き厨房台 全

D5－1201 こんろ付き流し台及びこんろ付き調理台 D5－1201 こんろ付き流し台及びこんろ付き調理台 全

D5－1202 他物品組込み流し台及び他物品組込み
調理台

D5－1202 他物品組込み流し台及び他物品組込み
調理台

全
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D5－1210 こんろ台 D5－121 こんろ台 全

D5－1210 こんろ台 D5－121A こんろ台（２扉型） 全

D5－1220 調理台 D5－122 調理台 全

D5－1220 調理台 D5－122A 調理台（隅型） 全

D5－1220 調理台 D5－122B 調理台（１扉型） 全

D5－1220 調理台 D5－122C 調理台（２扉型） 全

D5－1220 調理台 D5－122D 調理台（３扉以上型） 全

D5－1220A 隅型 D5－122A 調理台（隅型） 全

D5－1230 流し台 D5－123 流し台 全

D5－1230 流し台 D5－123A 流し台（１扉型） 全

D5－1230 流し台 D5－123B 流し台（２扉型） 全

D5－1230 流し台 D5－123C 流し台（３扉型） 全

D5－1230 流し台 D5－123D 流し台（４扉型以上） 全

D5－1900 厨房設備具部品及び付属品 D5－190 厨房設備具部品及び付属品 一

D5－191 流し台用流し D5－191 流し台用流し 全

D5－192 ディスポーザー D5－192 ディスポーザー 全

D5－193 流し用マット D5－193 流し用すのこ 全

D5－194 流し台用甲板 D5－190 厨房設備具部品及び付属品 一

D5－200 洗面用設備具等 D5－20 洗面用設備具 全

D5－200 洗面用設備具等 D5－26 流し 一

D5－200 洗面用設備具等 D5－27 足洗い場等 一

D5－201 一組の洗面化粧台セット D0－0 ※一組の洗面化粧台セット 一

D5－210 床置き洗面台等 D5－21 洗面台 一

D5－210 床置き洗面台等 D5－21A 洗面台（鏡付き及び棚付き） 一

D5－210 床置き洗面台等 D5－22 水飲み台及び手洗い台 一

D5－210 床置き洗面台等 D5－23 前流し台 一

D5－210 床置き洗面台等 D5－26 流し 一

D5－210A 鏡付き及び棚付き D5－21A 洗面台（鏡付き及び棚付き） 一

D5－210B 洗面器収納型 D5－23 前流し台 一

D5－220 下部収納付き洗面台等 D5－21 洗面台 一

D5－220 下部収納付き洗面台等 D5－21A 洗面台（鏡付き及び棚付き） 一

D5－220 下部収納付き洗面台等 D5－22 水飲み台及び手洗い台 一

D5－220 下部収納付き洗面台等 D5－23 前流し台 一

D5－220 下部収納付き洗面台等 D5－26 流し 一

D5－220A 鏡付き及び棚付き D5－21A 洗面台（鏡付き及び棚付き） 一

D5－220A 鏡付き及び棚付き D5－23 前流し台 一

D5－220B 洗面器収納型 D5－23 前流し台 一

D5－240 取付け用洗面器，洗面用ボウル等 D5－24 取付け用洗面器及び取付け用水飲み器 一

D5－240 取付け用洗面器，洗面用ボウル等 D5－24A 取付け用洗面器及び取付け用水飲み器
（鏡付き及び棚付き）

全

D5－240 取付け用洗面器，洗面用ボウル等 D5－25 取付け用洗髪器 全

D5－240 取付け用洗面器，洗面用ボウル等 D5－26 流し 一

D5－240A 鏡付き及び棚付き D5－24A 取付け用洗面器及び取付け用水飲み器
（鏡付き及び棚付き）

全

D5－270 屋外用手洗い器，水飲み台，足洗い場等 D5－22 水飲み台及び手洗い台 一

D5－270 屋外用手洗い器，水飲み台，足洗い場等 D5－24 取付け用洗面器及び取付け用水飲み器 一

D5－270 屋外用手洗い器，水飲み台，足洗い場等 D5－27 足洗い場等 一

D5－28 洗面用棚付き鏡 D2－634 洗面化粧用棚付き壁掛け鏡 全

D5－290 洗面用設備具部品及び付属品 D5－29 洗面用設備具部品及び付属品 一

D5－291 洗面台用甲板 D5－29 洗面用設備具部品及び付属品 一

D5－300 浴室用設備具 D5－30 浴室用設備具 一

D5－300 浴室用設備具 D5－34 浴室用マット 一

D5－310 浴槽等 D5－310 浴槽等（乳児用浴槽，身体障害者用浴 全

D5－311 浴槽 D5－311 浴槽 全
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D5－312 ふろがま付き浴槽 D5－312 ふろがま付き浴槽，温水循環器付き浴槽 全

D5－313 洗い場付き浴槽 D5－313 洗い場付き浴槽 全

D5－3140 スチームバス等 D5－3140 スチームバス 全

D5－31900 浴槽等部品及び付属品 D5－3190 浴槽等部品及び付属品 一

D5－31900 浴槽等部品及び付属品 D5－3191 浴槽用かくはん器 全

D5－3192 浴槽用取手 D5－3192 浴槽用取手 全

D5－3193 浴槽用ふた D5－320 浴槽用ふた 全

D5－3193 浴槽用ふた D5－321 浴槽用ふた構成部材 全

D5－3194 浴槽用腰掛け D5－3190 浴槽等部品及び付属品 一

D5－3300 ふろがま等 D5－330 ふろがま等 全

D5－3300 ふろがま等 D5－331 ふろがま 一

D5－3300 ふろがま等 D5－3391 ふろがま用熱交換器 一

D5－332 浴室用スチーム発生器等 D5－3149 スチームバス用スチーム発生器 全

D5－33900 ふろがま等部品及び付属品 D5－3390 ふろがま等部品及び付属品 全

D5－33900 ふろがま等部品及び付属品 D5－3392 ふろがま用遠隔操作器 全

D5－400 便所用設備具 D5－40 便所用設備具 一

D5－41 取付け用便器 D5－41 取付け用便器 全

D5－411 ビデ D5－47 ビデ 全

D5－41A 小便器 D5－41 取付け用便器 一

D5－45 便槽・浄化槽及び部品・付属品 D5－45 便槽及び浄化槽 全

D5－4900 便所用設備具部品及び付属品 D5－490 便所用設備具部品及び付属品 一

D5－4910 便器用局部洗浄器 D5－491 便所用局部洗浄器 一

D5－492 便座 D5－42 便器用いす及び便座 一

D5－492 便座 D5－491 便所用局部洗浄機 一

D5－492A 局部洗浄器付き D5－491 便所用局部洗浄器 一

D5－493 便器ふた D5－43 便器ふた 全

D5－4940 便座カバー，便座用敷紙及び便所用マッ D5－44 便座カバー，便座用敷紙及び便所用マッ 全

D5－4941 一組の便器用付属品セット D5－40 ※一組の便器用付属品セット 一

D5－495 便所用介助具 D5－42 ※昇降便座 一

D5－495 便所用介助具 D5－490 ※便所用介助具 一

D5－496 水洗便所用水槽 D5－46 水洗便所用水槽 全

D6－0 室内整理用家具・用具 D1－0 その他の室内小型整理用具 全

D6－10 つり下げ型整理用具 D1－10 つり下げ型整理用具 全

D6－10 つり下げ型整理用具 D1－110 ハンガー型つり下げ具 全

D6－10 つり下げ型整理用具 D1－113 履物つり下げ具 全

D6－10 つり下げ型整理用具 D1－12 つりかご 全

D6－10 つり下げ型整理用具 D1－21E 壁取付け一点支持型掛け具（簡易着脱可
能フック型）

全

D6－10A 単純Ｃ・Ｓフック型 D1－10 つり下げ型整理用具 一

D6－10A 単純Ｃ・Ｓフック型 D1－110 ハンガー型つり下げ具 一

D6－10A 単純Ｃ・Ｓフック型 D1－113 履物つり下げ具 一

D6－10A 単純Ｃ・Ｓフック型 D1－21E 壁取付け一点支持型掛け具（簡易着脱可
能フック型）

一

D6－10B つりかご型 D1－12 つりかご 全

D6－11 衣類つり下げ具 D1－111 衣服つり下げ具 全

D6－11 衣類つり下げ具 D1－111A 衣服つり下げ具（単純掛け型） 全

D6－11 衣類つり下げ具 D1－111AA 衣服つり下げ具（横桟付きえもん掛け型） 全

D6－11 衣類つり下げ具 D1－111AB 衣服つり下げ具（つりＬ字型） 全

D6－11 衣類つり下げ具 D1－111AC 衣服つり下げ具（和服ハンガー型） 全

D6－11 衣類つり下げ具 D1－111B 衣服つり下げ具（挟持型） 全

D6－11 衣類つり下げ具 D1－111BA 衣服つり下げ具（クリップ複数型） 全

D6－11 衣類つり下げ具 D1－111C 衣服つり下げ具（張力保持型） 全

D6－11 衣類つり下げ具 D1－111D 衣服つり下げ具（掛け部複数連設型） 全

D6－11 衣類つり下げ具 D1－111DA 衣服つり下げ具（掛け部上下連設型） 全
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D6－11 衣類つり下げ具 D1－111E 衣服つり下げ具（台紙型） 全

D6－11 衣類つり下げ具 D1－111F 衣服つり下げ具（下着販売用ハンガー 全

D6－11 衣類つり下げ具 D1－112 ネクタイハンガー 全

D6－11A 単純掛け型 D1－111A 衣服つり下げ具（単純掛け型） 全

D6－11B 横桟付きえもん掛け型 D1－111AA 衣服つり下げ具（横桟付きえもん掛け型） 全

D6－11C つりＬ字型 D1－111AB 衣服つり下げ具（つりＬ字型） 全

D6－11D 和服ハンガー型 D1－111AC 衣服つり下げ具（和服ハンガー型） 全

D6－11E 挟持型 D1－111B 衣服つり下げ具（挟持型） 全

D6－11F クリップ複数型 D1－111BA 衣服つり下げ具（クリップ複数型） 全

D6－11G 張力保持型 D1－111C 衣服つり下げ具（張力保持型） 全

D6－11H 掛け部複数連設型 D1－111D 衣服つり下げ具（掛け部複数連設型） 全

D6－11H 掛け部複数連設型 D1－111DA 衣服つり下げ具（掛け部上下連設型） 全

D6－11J 台紙型 D1－111E 衣服つり下げ具（台紙型） 全

D6－11K 下着販売用ハンガー型 D1－111F 衣服つり下げ具（下着販売用ハンガー 全

D6－11L ネクタイハンガー型 D1－112 ネクタイハンガー 全

D6－19 つり下げ整理用具部品及び付属品 D1－119 ハンガー型つり下げ具部品及び付属品 全

D6－20 壁取付け小型整理用具 D1－13 つり下げ衣服収納具 全

D6－20 壁取付け小型整理用具 D1－200 壁取付け小型整理用具 全

D6－20 壁取付け小型整理用具 D1－200A 壁取付け小型整理用具（板状及び桟状掛
け具型）

全

D6－20 壁取付け小型整理用具 D1－201 挟持式壁取付け保持具 全

D6－20 壁取付け小型整理用具 D1－202 載架式壁取付け保持具 全

D6－20 壁取付け小型整理用具 D1－21 壁取付け一点支持型掛け具 全

D6－20 壁取付け小型整理用具 D1－21A 壁取付け一点支持型掛け具（フック単一 全

D6－20 壁取付け小型整理用具 D1－21B 壁取付け一点支持型掛け具（フック２個
一連型）

全

D6－20 壁取付け小型整理用具 D1－21C 壁取付け一点支持型掛け具（平面フック
複数型）

全

D6－20 壁取付け小型整理用具 D1－21CA 壁取付け一点支持型掛け具（平面フック
複数横一列型）

全

D6－20 壁取付けけ小型整理用具 D1－21D 壁取付け一点支持型掛け具（立体複数
型）

全

D6－20 壁取付け小型整理用具 D1－22 壁取付け線的支持型掛け具 全

D6－20 壁取付け小型整理用具 D1－22A 壁取付け線的支持型掛け具（掛け部直線
壁平行型）

全

D6－20 壁取付け小型整理用具 D1－22B 壁取付け線的支持型掛け具（リング型） 全

D6－20 壁取付け小型整理用具 D1－22C 壁取付け線的支持型掛け具（複数先端突
出型）

全

D6－20 壁取付け小型整理用具 D1－231C 壁掛け棚（水切り型） 一

D6－20 壁取付け小型整理用具 D1－231D 壁掛け棚（容器型） 一

D6－20 壁取付け小型整理用具 D1－232 壁掛け石けん入れ及び壁掛けたわし入
れ

全

D6－20 壁取付け小型整理用具 D1－233 壁掛け収納具 全

D6－20 壁取付け小型整理用具 D1－233A 壁掛け収納具（ポケット型） 全

D6－20 壁取付け小型整理用具 D1－233B 壁掛け収納具（袋型） 全

D6－20A 板状及び桟状掛け具型 D1－200A 壁取付け小型整理用具（板状及び桟状掛
け具型）

全

D6－20B 挟持型 D1－201 挟持式壁取付け保持具 全

D6－20B 挟持型 D1－202 載架式壁取付け保持具 全

D6－20C 一点支持・支持部一ヶ所型 D1－21 壁取付け一点支持型掛け具 一

D6－20C 一点支持・支持部一ヶ所型 D1－21A 壁取付け一点支持型掛け具（フック単一
型）

全

D6－20D 一点支持・支持部複数型 D1－21B 壁取付け一点支持型掛け具（フック２個
一連型）

全

D6－20D 一点支持・支持部複数型 D1－21C 壁取付け一点支持型掛け具（平面フック
複数型）

全

D6－20D 一点支持・支持部複数型 D1－21CA 壁取付け一点支持型掛け具（平面フック
複数横一列型）

全

D6－20D 一点支持・支持部複数型 D1－21D 壁取付け一点支持型掛け具（立体複数
型）

全

D6－20E 線的支持型 D1－22 壁取付け線的支持型掛け具 全
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D6－20E 線的支持型 D1－22C 壁取付け線的支持型掛け具（複数先端突
出型）

全

D6－20F 線的支持掛け部直線壁平行型 D1－22A 壁取付け線的支持型掛け具（掛け部直線
壁平行型）

全

D6－20G 線的支持リング型 D1－22B 壁取付け線的支持型掛け具（リング型） 全

D6－20H 水切り状，皿状，容器状型 D1－231C 壁掛け棚（水切り型） 一

D6－20H 水切り状，皿状，容器状型 D1－231D 壁掛け棚（容器型） 一

D6－20H 水切り状，皿状，容器状型 D1－232 壁掛け石けん入れ及び壁掛けたわし入 全

D6－20J 壁掛け収納袋型等 D1－13 つり下げ衣服収納具 全

D6－20J 壁掛け収納袋型等 D1－233 壁掛け収納具 一

D6－20J 壁掛け収納袋型等 D1－233A 壁掛け収納具（ポケット型） 全

D6－20J 壁掛け収納袋型等 D1－233B 壁掛け収納具（袋型） 全

D6－29 壁取付け小型整理用具部品及び付属品 D1－239 壁掛け棚等部品及び付属品 全

D6－400 載置式小型整理用具 C3－512 洗濯かご 一

D6－400 載置式小型整理用具 D1－30 載置小型整理用具 全

D6－400 載置式小型整理用具 D1－310 マガジンラック，スリッパラック等 一

D6－401 マガジンラック D1－311 マガジンラック 全

D6－401 マガジンラック D1－311A マガジンラック（つり手付き） 全

D6－401A つり手付き D1－311A マガジンラック（つり手付き） 全

D6－402 スリッパラック D1－312 スリッパラック 全

D6－402 スリッパラック D1－312A スリッパラック（掛け型） 全

D6－402 スリッパラック D1－312B スリッパラック（正面差し込み型） 全

D6－402A 掛け型 D1－312A スリッパラック（掛け型） 全

D6－403 ボトルラック D1－32 ボトルラック 全

D6－404 傘立て D1－35 傘立て 全

D6－404 傘立て D1－35A 傘立て（筒型） 全

D6－404 傘立て D1－35B 傘立て（取付け型） 全

D6－404A 筒型 D1－35A 傘立て（筒型） 全

D6－404B 取付け型 D1－35B 傘立て（取付け型） 全

D6－41 水切り皿等 D1－36 石けん置台及びたわし置台 全

D6－42 水切り棚，簡易台等 D1－36A 石けん置台及びたわし置台（二段型） 全

D6－42 水切り棚，簡易台等 D2－390 テーブル，机，カウンター等部品及び付属 一

D6－42 水切り棚，簡易台等 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－43 収納部のない載置台等 D2－41 載置台 一

D6－43 収納部のない載置台等 D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－43A 天板無し型 D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－440 整理箱等 C3－512 洗濯かご 一

D6－440 整理箱等 D2－570 衣類整理箱等 全

D6－440 整理箱等 D2－571 衣類整理箱 全

D6－440 整理箱等 D2－572 乱れ箱 全

D6－440A 側面凹型 D2－570 衣類整理箱等 一

D6－440A 側面凹型 D2－571 衣類整理箱 一

D6－440A 側面凹型 D2－572 乱れ箱 一

D6－440B 引き出し型 D2－570 衣類整理箱等 一

D6－440B 引き出し型 D2－571 衣類整理箱 一

D6－440B 引き出し型 D2－572 乱れ箱 一

D6－441 収納かご C3－512 洗濯かご 一

D6－441 収納かご D2－580 収納かご等 全

D6－441 収納かご D2－581 収納かご 全

D6－441 収納かご D2－581A 収納かご（単独型） 全

D6－441 収納かご D2－581B 収納かご（積重ね型） 全

D6－441A 側面凹型 D2－580 収納かご等 一

D6－441A 側面凹型 D2－581 収納かご 一

D6－441A 側面凹型 D2－581A 収納かご（単独型） 一
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D6－441A 側面凹型 D2－581B 収納かご（積重ね型） 一

D6－441B 買い物かご状取っ手付き C3－512 洗濯かご 一

D6－441B 買い物かご状取っ手付き D2－580 収納かご等 一

D6－441B 買い物かご状取っ手付き D2－581 収納かご 一

D6－441B 買い物かご状取っ手付き D2－581A 収納かご（単独型） 一

D6－441B 買い物かご状取っ手付き D2－581B 収納かご（積重ね型） 一

D6－442 新聞整理箱 D1－33 新聞整理箱 全

D6－49 載置式小型整理用具部品及び付属品 C3－512 洗濯かご 一

D6－49 載置式小型整理用具部品及び付属品 D2－579 衣類整理箱等部品及び付属品 全

D6－49 載置式小型整理用具部品及び付属品 D2－589 収納かご等部品及び付属品 全

D6－500 収納家具等 D1－310 マガジンラック，スリッパラック等 一

D6－500 収納家具等 D1－34 新聞架 全

D6－500 収納家具等 D2－50 収納家具 一

D6－501 一組の玄関収納セット D2－50 ※一組の玄関収納セット 一

D6－502 一組の収納棚セット D2－50 ※一組の収納棚セット 一

D6－5030 衣類掛け台等 D2－03 収納部付き掛け台 全

D6－5030 衣類掛け台等 D2－60 衣服掛け台，ついたて，鏡台等 全

D6－5030 衣類掛け台等 D2－610 衣服掛け台等 全

D6－5030 衣類掛け台等 F5－212A 衣料品陳列用具（床置衣服ハンガーつり
下げ台型）

全

D6－5030A 支柱１本型 D2－03 収納部付き掛け台 一

D6－5030A 支柱１本型 D2－60 衣服掛け台，ついたて，鏡台等 一

D6－5030A 支柱１本型 D2－610 衣服掛け台等 一

D6－5030A 支柱１本型 F5－212A 衣料品陳列用具（床置衣服ハンガーつり
下げ台型）

一

D6－5030B 収納部付き D2－03 収納部付き掛け台 一

D6－5030B 収納部付き D2－60 衣服掛け台，ついたて，鏡台等 一

D6－5030B 収納部付き D2－610 衣服掛け台等 一

D6－5030B 収納部付き F5－212A 衣料品陳列用具（床置衣服ハンガーつり
下げ台型）

一

D6－5039 衣類掛け台等部品及び付属品 D2－619 衣服掛け台等部品及び付属品 一

D6－5039 衣類掛け台等部品及び付属品 F5－2190 商品陳列用具部品及び付属品 一

D6－504 床下収納庫 D1－38 床下収納庫 全

D6－5050 金庫等 D2－560 金庫等 全

D6－5050 金庫等 D2－561 金庫 全

D6－5050 金庫等 D2－561A 金庫（立方体標準型） 全

D6－5050 金庫等 D2－561B 金庫（飾り棚型） 全

D6－5050 金庫等 D2－562 手提金庫 全

D6－5050A 上扉型 D2－560 金庫等 一

D6－5050A 上扉型 D2－561 金庫 一

D6－5050A 上扉型 D2－562 手提金庫 一

D6－5050B 鍵保管型 D2－560 金庫等 一

D6－5050B 鍵保管型 D2－561 金庫 一

D6－5059 金庫等部品及び付属品 D2－5690 金庫等部品及び付属品 全

D6－5059 金庫等部品及び付属品 D2－5691 金庫用扉金具 全

D6－510 収納棚，載置台 D1－370 植木鉢台等 一

D6－510 収納棚，載置台 D1－370A 植木鉢台等（棚型） 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－334 脇机 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－390 テーブル，机，カウンター等部品及び付属 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－41 載置台 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－41B 載置台（机型） 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一
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D6－510 収納棚，載置台 D2－42 ワゴンテーブル等 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－510 収納棚等 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－511 収納棚 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－511K 収納棚（正背面扉付き型） 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－512 押入収納棚 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－514 組合せ収納棚 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－515 移動棚 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－520 たんす等 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－521 たんす 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－522 ロッカーだんす 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－523 引出しだんす 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－530 キャビネット等 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－531D 日用品収納キャビネット（引出し付き，戸
付き又は扉付き）

一

D6－510 収納棚，載置台 D2－531E 日用品収納キャビネット（開放部付き，引
出し付き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510 収納棚，載置台 D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－510 収納棚，載置台 D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚
型）

一

D6－510 収納棚，載置台 D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－510 収納棚，載置台 D2－533AC 事務所用キャビネット（床置型・引出し付
き・戸付き又は扉付き）

一

D6－510 収納棚，載置台 D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－533BB 事務所用キャビネット（机上型・引出し付
き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510 収納棚，載置台 D2－534 サイドボード 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－535 飾り棚 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－550 ロッカー等 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－551 ロッカー 一
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D6－510 収納棚，載置台 D2－581C 収納かご（スタンド型） 一

D6－510 収納棚，載置台 D2－582 バスケットワゴン 一

D6－510 収納棚，載置台 H4－130 スピーカーボックス等 一

D6－510A 古典装飾調 D1－370 植木鉢台等 一

D6－510A 古典装飾調 D1－370A 植木鉢台等（棚型） 一

D6－510A 古典装飾調 D2－334 脇机 一

D6－510A 古典装飾調 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－510A 古典装飾調 D2－41 載置台 一

D6－510A 古典装飾調 D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－510A 古典装飾調 D2－41B 載置台（机型） 一

D6－510A 古典装飾調 D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－510A 古典装飾調 D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－510A 古典装飾調 D2－42 ワゴンテーブル等 一

D6－510A 古典装飾調 D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－510A 古典装飾調 D2－510 収納棚等 一

D6－510A 古典装飾調 D2－511 収納棚 一

D6－510A 古典装飾調 D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－510A 古典装飾調 D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－510A 古典装飾調 D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－510A 古典装飾調 D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－510A 古典装飾調 D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－510A 古典装飾調 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－510A 古典装飾調 D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－510A 古典装飾調 D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－510A 古典装飾調 D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－510A 古典装飾調 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－510A 古典装飾調 D2－512 押入収納棚 一

D6－510A 古典装飾調 D2－514 組合せ収納棚 一

D6－510A 古典装飾調 D2－520 たんす等 一

D6－510A 古典装飾調 D2－521 たんす 一

D6－510A 古典装飾調 D2－522 ロッカーだんす 一

D6－510A 古典装飾調 D2－523 引出しだんす 一

D6－510A 古典装飾調 D2－530 キャビネット等 一

D6－510A 古典装飾調 D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－510A 古典装飾調 D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－510A 古典装飾調 D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－510A 古典装飾調 D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付 一

D6－510A 古典装飾調 D2－531D 日用品収納キャビネット（引出し付き，戸
付き又は扉付き）

一

D6－510A 古典装飾調 D2－531E 日用品収納キャビネット（開放部付き，引
出し付き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510A 古典装飾調 D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－510A 古典装飾調 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－510A 古典装飾調 D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510A 古典装飾調 D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－510A 古典装飾調 D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－510A 古典装飾調 D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚
型）

一

D6－510A 古典装飾調 D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－510A 古典装飾調 D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510A 古典装飾調 D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－510A 古典装飾調 D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－510A 古典装飾調 D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－510A 古典装飾調 D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一
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D6－510A 古典装飾調 D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－510A 古典装飾調 D2－533AC 事務所用キャビネット（床置型・引出し付
き・戸付き又は扉付き）

一

D6－510A 古典装飾調 D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－510A 古典装飾調 D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－510A 古典装飾調 D2－533BB 事務所用キャビネット（机上型・引出し付
き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510A 古典装飾調 D2－534 サイドボード 一

D6－510A 古典装飾調 D2－535 飾り棚 一

D6－510A 古典装飾調 D2－550 ロッカー等 一

D6－510A 古典装飾調 D2－551 ロッカー 一

D6－510A 古典装飾調 D2－581C 収納かご（スタンド型） 一

D6－510A 古典装飾調 D2－582 バスケットワゴン 一

D6－510B フレーム構成型 D1－370 植木鉢台等 一

D6－510B フレーム構成型 D1－370A 植木鉢台等（棚型） 一

D6－510B フレーム構成型 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－510B フレーム構成型 D2－41 載置台 一

D6－510B フレーム構成型 D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－510B フレーム構成型 D2－41B 載置台（机型） 一

D6－510B フレーム構成型 D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－510B フレーム構成型 D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－510B フレーム構成型 D2－42 ワゴンテーブル等 一

D6－510B フレーム構成型 D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－510B フレーム構成型 D2－510 収納棚等 一

D6－510B フレーム構成型 D2－511 収納棚 一

D6－510B フレーム構成型 D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－510B フレーム構成型 D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－510B フレーム構成型 D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－510B フレーム構成型 D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－510B フレーム構成型 D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－510B フレーム構成型 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－510B フレーム構成型 D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－510B フレーム構成型 D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－510B フレーム構成型 D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－510B フレーム構成型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－510B フレーム構成型 D2－512 押入収納棚 一

D6－510B フレーム構成型 D2－514 組合せ収納棚 一

D6－510B フレーム構成型 D2－530 キャビネット等 一

D6－510B フレーム構成型 D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－510B フレーム構成型 D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－510B フレーム構成型 D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－510B フレーム構成型 D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付 一

D6－510B フレーム構成型 D2－531D 日用品収納キャビネット（引出し付き，戸
付き又は扉付き）

一

D6－510B フレーム構成型 D2－531E 日用品収納キャビネット（開放部付き，引
出し付き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510B フレーム構成型 D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－510B フレーム構成型 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－510B フレーム構成型 D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510B フレーム構成型 D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－510B フレーム構成型 D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－510B フレーム構成型 D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚
型）

一

D6－510B フレーム構成型 D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－510B フレーム構成型 D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一
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D6－510B フレーム構成型 D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－510B フレーム構成型 D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－510B フレーム構成型 D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－510B フレーム構成型 D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－510B フレーム構成型 D2－533AC 事務所用キャビネット（床置型・引出し付
き・戸付き又は扉付き）

一

D6－510B フレーム構成型 D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－510B フレーム構成型 D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－510B フレーム構成型 D2－533BB 事務所用キャビネット（机上型・引出し付
き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510B フレーム構成型 D2－581C 収納かご（スタンド型） 一

D6－510B フレーム構成型 D2－582 バスケットワゴン 一

D6－510CA 複数連結大型 D2－510 収納棚等 一

D6－510CA 複数連結大型 D2－511 収納棚 一

D6－510CA 複数連結大型 D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－510CA 複数連結大型 D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－510CA 複数連結大型 D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－510CA 複数連結大型 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－510CA 複数連結大型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－510CA 複数連結大型 D2－514 組合せ収納棚 一

D6－510CA 複数連結大型 D2－520 たんす等 一

D6－510CA 複数連結大型 D2－521 たんす 一

D6－510CA 複数連結大型 D2－523 引出しだんす 一

D6－510CA 複数連結大型 D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－510CA 複数連結大型 D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－510CA 複数連結大型 D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－510CA 複数連結大型 D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－510CA 複数連結大型 D2－533AC 事務所用キャビネット（床置型・引出し付
き・戸付き又は扉付き）

一

D6－510CA 複数連結大型 D2－534 サイドボード 一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D1－370 植木鉢台等 一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D1－370A 植木鉢台等（棚型） 一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－41 載置台 一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－530 キャビネット等 一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付
）

一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－531D 日用品収納キャビネット（引出し付き，戸
付き又は扉付き）

一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－531E 日用品収納キャビネット（開放部付き，引
出し付き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚
型）

一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－533 事務所用キャビネット 一
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D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－533AC 事務所用キャビネット（床置型・引出し付
き・戸付き又は扉付き）

一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－533BB 事務所用キャビネット（机上型・引出し付
き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－535 飾り棚 一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－581C 収納かご（スタンド型） 一

D6－510CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－582 バスケットワゴン 一

D6－510CC テーブル型 D1－370 植木鉢台等 一

D6－510CC テーブル型 D1－370A 植木鉢台等（棚型） 一

D6－510CC テーブル型 D2－334 脇机 一

D6－510CC テーブル型 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－510CC テーブル型 D2－41 載置台 一

D6－510CC テーブル型 D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－510CC テーブル型 D2－41B 載置台（机型） 一

D6－510CC テーブル型 D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－510CC テーブル型 D2－42 ワゴンテーブル等 一

D6－510CC テーブル型 D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－510CC テーブル型 D2－510 収納棚等 一

D6－510CC テーブル型 D2－511 収納棚 一

D6－510CC テーブル型 D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－510CC テーブル型 D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－510CC テーブル型 D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－510CC テーブル型 D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－510CC テーブル型 D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－510CC テーブル型 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－510CC テーブル型 D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－510CC テーブル型 D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－510CC テーブル型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－510CC テーブル型 D2－530 キャビネット等 一

D6－510CC テーブル型 D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－510CC テーブル型 D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－510CC テーブル型 D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－510CC テーブル型 D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付
）

一

D6－510CC テーブル型 D2－531D 日用品収納キャビネット（引出し付き，戸
付き又は扉付き）

一

D6－510CC テーブル型 D2－531E 日用品収納キャビネット（開放部付き，引
出し付き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510CC テーブル型 D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－510CC テーブル型 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－510CC テーブル型 D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510CC テーブル型 D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－510CC テーブル型 D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－510CC テーブル型 D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚
型）

一

D6－510CC テーブル型 D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－510CC テーブル型 D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510CC テーブル型 D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－510CC テーブル型 D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－510CC テーブル型 D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一
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D6－510CC テーブル型 D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－510CC テーブル型 D2－533AC 事務所用キャビネット（床置型・引出し付
き・戸付き又は扉付き）

一

D6－510CC テーブル型 D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－510CC テーブル型 D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－510CC テーブル型 D2－533BB 事務所用キャビネット（机上型・引出し付
き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D1－370 植木鉢台等 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D1－370A 植木鉢台等（棚型） 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－41 載置台 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－41B 載置台（机型） 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－42 ワゴンテーブル等 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－510 収納棚等 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－511 収納棚 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－512 押入収納棚 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－514 組合せ収納棚 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－520 たんす等 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－521 たんす 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－523 引出しだんす 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－530 キャビネット等 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付
）

一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－531D 日用品収納キャビネット（引出し付き，戸
付き又は扉付き）

一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－531E 日用品収納キャビネット（開放部付き，引
出し付き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚
型）

一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－533AC 事務所用キャビネット（床置型・引出し付
き・戸付き又は扉付き）

一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－533BB 事務所用キャビネット（机上型・引出し付
き，戸付き又は扉付き）

一
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D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－534 サイドボード 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 D2－535 飾り棚 一

D6－510CD 収納空間横長直方体型 H4－130 スピーカーボックス等 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D1－370 植木鉢台等 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D1－370A 植木鉢台等（棚型） 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－41 載置台 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－41B 載置台（机型） 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－510 収納棚等 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－511 収納棚 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－520 たんす等 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－530 キャビネット等 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－531D 日用品収納キャビネット（引出し付き，戸
付き又は扉付き）

一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－531E 日用品収納キャビネット（開放部付き，引
出し付き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚
型）

一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－533AC 事務所用キャビネット（床置型・引出し付
き・戸付き又は扉付き）

一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－533BB 事務所用キャビネット（机上型・引出し付
き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－534 サイドボード 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 D2－535 飾り棚 一

D6－510CE 収納空間横長変形型 H4－130 スピーカーボックス等 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－41 載置台 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－41A 載置台（テーブル型） 一
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D6－510CF 積み重ね型 D2－41B 載置台（机型） 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－510 収納棚等 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－511 収納棚 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－512 押入収納棚 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－530 キャビネット等 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－531D 日用品収納キャビネット（引出し付き，戸
付き又は扉付き）

一

D6－510CF 積み重ね型 D2－531E 日用品収納キャビネット（開放部付き，引
出し付き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510CF 積み重ね型 D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－510CF 積み重ね型 D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－510CF 積み重ね型 D2－533AC 事務所用キャビネット（床置型・引出し付
き・戸付き又は扉付き）

一

D6－510CF 積み重ね型 D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－533BB 事務所用キャビネット（机上型・引出し付
き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510CF 積み重ね型 D2－581C 収納かご（スタンド型） 一

D6－510CF 積み重ね型 D2－582 バスケットワゴン 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D1－370 植木鉢台等 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D1－370A 植木鉢台等（棚型） 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－41 載置台 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－510 収納棚等 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－511 収納棚 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－511J 収納棚（隅棚型） 一
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D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－514 組合せ収納棚 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－520 たんす等 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－521 たんす 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－523 引出しだんす 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－530 キャビネット等 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－531D 日用品収納キャビネット（引出し付き，戸
付き又は扉付き）

一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－531E 日用品収納キャビネット（開放部付き，引
出し付き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚
型）

一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－533AC 事務所用キャビネット（床置型・引出し付
き・戸付き又は扉付き）

一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－533BB 事務所用キャビネット（机上型・引出し付
き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－534 サイドボード 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－535 飾り棚 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－581C 収納かご（スタンド型） 一

D6－510CG 収納部奥行き変化型 D2－582 バスケットワゴン 一

D6－510CH 上面水平以外型 D1－370 植木鉢台等 一

D6－510CH 上面水平以外型 D1－370A 植木鉢台等（棚型） 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－41 載置台 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－41B 載置台（机型） 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－42 ワゴンテーブル等 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－510 収納棚等 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－511 収納棚 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一
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D6－510CH 上面水平以外型 D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－512 押入収納棚 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－514 組合せ収納棚 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－520 たんす等 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－521 たんす 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－522 ロッカーだんす 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－523 引出しだんす 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－530 キャビネット等 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－531D 日用品収納キャビネット（引出し付き，戸
付き又は扉付き）

一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－531E 日用品収納キャビネット（開放部付き，引
出し付き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚
型）

一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－533AC 事務所用キャビネット（床置型・引出し付
き・戸付き又は扉付き）

一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－533BB 事務所用キャビネット（机上型・引出し付
き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－534 サイドボード 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－535 飾り棚 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－581C 収納かご（スタンド型） 一

D6－510CH 上面水平以外型 D2－582 バスケットワゴン 一

D6－510DA 棚・開口部有り D1－370 植木鉢台等 一

D6－510DA 棚・開口部有り D1－370A 植木鉢台等（棚型） 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－334 脇机 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－41 載置台 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－41B 載置台（机型） 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－42 ワゴンテーブル等 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－510 収納棚等 一
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D6－510DA 棚・開口部有り D2－511 収納棚 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－512 押入収納棚 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－514 組合せ収納棚 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－520 たんす等 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－521 たんす 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－530 キャビネット等 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－531D 日用品収納キャビネット（引出し付き，戸
付き又は扉付き）

一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－531E 日用品収納キャビネット（開放部付き，引
出し付き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－533AC 事務所用キャビネット（床置型・引出し付
き・戸付き又は扉付き）

一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－533BB 事務所用キャビネット（机上型・引出し付
き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－534 サイドボード 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－535 飾り棚 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－581C 収納かご（スタンド型） 一

D6－510DA 棚・開口部有り D2－582 バスケットワゴン 一

D6－510DB 斜め状棚有り D1－370 植木鉢台等 一

D6－510DB 斜め状棚有り D1－370A 植木鉢台等（棚型） 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－41 載置台 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－41B 載置台（机型） 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－41C 載置台（甲板無し型） 一
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D6－510DB 斜め状棚有り D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－42 ワゴンテーブル等 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－510 収納棚等 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－511 収納棚 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－511K 収納棚（正背面扉付き型） 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－514 組合せ収納棚 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－520 たんす等 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－521 たんす 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－522 ロッカーだんす 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－530 キャビネット等 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－531D 日用品収納キャビネット（引出し付き，戸
付き又は扉付き）

一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－531E 日用品収納キャビネット（開放部付き，引
出し付き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚
型）

一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－533AC 事務所用キャビネット（床置型・引出し付
き・戸付き又は扉付き）

一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－533BB 事務所用キャビネット（机上型・引出し付
き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－534 サイドボード 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－535 飾り棚 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－581C 収納かご（スタンド型） 一

D6－510DB 斜め状棚有り D2－582 バスケットワゴン 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D1－370 植木鉢台等 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D1－370A 植木鉢台等（棚型） 一
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D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－334 脇机 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－41 載置台 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－41B 載置台（机型） 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－42 ワゴンテーブル等 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－510 収納棚等 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－511 収納棚 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－511K 収納棚（正背面扉付き型） 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－512 押入収納棚 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－514 組合せ収納棚 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－520 たんす等 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－521 たんす 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－530 キャビネット等 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－531D 日用品収納キャビネット（引出し付き，戸
付き又は扉付き）

一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－531E 日用品収納キャビネット（開放部付き，引
出し付き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚
型）

一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－533AC 事務所用キャビネット（床置型・引出し付
き・戸付き又は扉付き）

一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－533BB 事務所用キャビネット（机上型・引出し付
き，戸付き又は扉付き）

一
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D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－534 サイドボード 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－535 飾り棚 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－581C 収納かご（スタンド型） 一

D6－510DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－582 バスケットワゴン 一

D6－510DD 可動棚有り D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－510DD 可動棚有り D2－41 載置台 一

D6－510DD 可動棚有り D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－510DD 可動棚有り D2－41B 載置台（机型） 一

D6－510DD 可動棚有り D2－42 ワゴンテーブル等 一

D6－510DD 可動棚有り D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－510DD 可動棚有り D2－510 収納棚等 一

D6－510DD 可動棚有り D2－511 収納棚 一

D6－510DD 可動棚有り D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－510DD 可動棚有り D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－510DD 可動棚有り D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－510DD 可動棚有り D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－510DD 可動棚有り D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－510DD 可動棚有り D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－510DD 可動棚有り D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－510DD 可動棚有り D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－510DD 可動棚有り D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－510DD 可動棚有り D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－510DD 可動棚有り D2－512 押入収納棚 一

D6－510DD 可動棚有り D2－514 組合せ収納棚 一

D6－510DD 可動棚有り D2－520 たんす等 一

D6－510DD 可動棚有り D2－530 キャビネット等 一

D6－510DD 可動棚有り D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－510DD 可動棚有り D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－510DD 可動棚有り D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－510DD 可動棚有り D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付 一

D6－510DD 可動棚有り D2－531D 日用品収納キャビネット（引出し付き，戸
付き又は扉付き）

一

D6－510DD 可動棚有り D2－531E 日用品収納キャビネット（開放部付き，引
出し付き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510DD 可動棚有り D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－510DD 可動棚有り D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－510DD 可動棚有り D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510DD 可動棚有り D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－510DD 可動棚有り D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－510DD 可動棚有り D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚
型）

一

D6－510DD 可動棚有り D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－510DD 可動棚有り D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510DD 可動棚有り D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－510DD 可動棚有り D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－510DD 可動棚有り D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－510DD 可動棚有り D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－510DD 可動棚有り D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－510DD 可動棚有り D2－533AC 事務所用キャビネット（床置型・引出し付
き・戸付き又は扉付き）

一

D6－510DD 可動棚有り D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－510DD 可動棚有り D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－510DD 可動棚有り D2－533BB 事務所用キャビネット（机上型・引出し付
き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510DD 可動棚有り D2－581C 収納かご（スタンド型） 一
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D6－510DD 可動棚有り D2－582 バスケットワゴン 一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－334 脇机 一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－41 載置台 一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－41B 載置台（机型） 一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－42 ワゴンテーブル等 一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－510 収納棚等 一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－511 収納棚 一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－523 引出しだんす 一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－530 キャビネット等 一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付 一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－531D 日用品収納キャビネット（引出し付き，戸
付き又は扉付き）

一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－531E 日用品収納キャビネット（開放部付き，引
出し付き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚
型）

一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－533AC 事務所用キャビネット（床置型・引出し付
き・戸付き又は扉付き）

一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－510DE 薄引き出し有り D2－533BB 事務所用キャビネット（机上型・引出し付
き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510DF シャッター扉有り D2－334 脇机 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－41 載置台 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－41B 載置台（机型） 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－42 ワゴンテーブル等 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－510 収納棚等 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－511 収納棚 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－512 押入収納棚 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－514 組合せ収納棚 一
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D6－510DF シャッター扉有り D2－520 たんす等 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－521 たんす 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－530 キャビネット等 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－531D 日用品収納キャビネット（引出し付き，戸
付き又は扉付き）

一

D6－510DF シャッター扉有り D2－531E 日用品収納キャビネット（開放部付き，引
出し付き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510DF シャッター扉有り D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－510DF シャッター扉有り D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚
型）

一

D6－510DF シャッター扉有り D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－510DF シャッター扉有り D2－533AC 事務所用キャビネット（床置型・引出し付
き・戸付き又は扉付き）

一

D6－510DF シャッター扉有り D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－533BB 事務所用キャビネット（机上型・引出し付
き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510DF シャッター扉有り D2－534 サイドボード 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－535 飾り棚 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－581C 収納かご（スタンド型） 一

D6－510DF シャッター扉有り D2－582 バスケットワゴン 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－334 脇机 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－41 載置台 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－41B 載置台（机型） 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－42 ワゴンテーブル等 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－510 収納棚等 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－511 収納棚 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－514 組合せ収納棚 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－520 たんす等 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－521 たんす 一
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D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－530 キャビネット等 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－531D 日用品収納キャビネット（引出し付き，戸
付き又は扉付き）

一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－531E 日用品収納キャビネット（開放部付き，引
出し付き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－533AC 事務所用キャビネット（床置型・引出し付
き・戸付き又は扉付き）

一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－533BB 事務所用キャビネット（机上型・引出し付
き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－534 サイドボード 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－535 飾り棚 一

D6－510DG スライド収納式等の台付き D2－582 バスケットワゴン 一

D6－510DH パーティション付き D1－370 植木鉢台等 一

D6－510DH パーティション付き D1－370A 植木鉢台等（棚型） 一

D6－510DH パーティション付き D2－334 脇机 一

D6－510DH パーティション付き D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－510DH パーティション付き D2－41 載置台 一

D6－510DH パーティション付き D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－510DH パーティション付き D2－41B 載置台（机型） 一

D6－510DH パーティション付き D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－510DH パーティション付き D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－510DH パーティション付き D2－510 収納棚等 一

D6－510DH パーティション付き D2－511 収納棚 一

D6－510DH パーティション付き D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－510DH パーティション付き D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－510DH パーティション付き D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－510DH パーティション付き D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－510DH パーティション付き D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－510DH パーティション付き D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－510DH パーティション付き D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－510DH パーティション付き D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－510DH パーティション付き D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－510DH パーティション付き D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－510DH パーティション付き D2－514 組合せ収納棚 一

D6－510DH パーティション付き D2－515 移動棚 一

D6－510DH パーティション付き D2－520 たんす等 一
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D6－510DH パーティション付き D2－530 キャビネット等 一

D6－510DH パーティション付き D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－510DH パーティション付き D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－510DH パーティション付き D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－510DH パーティション付き D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付 一

D6－510DH パーティション付き D2－531D 日用品収納キャビネット（引出し付き，戸
付き又は扉付き）

一

D6－510DH パーティション付き D2－531E 日用品収納キャビネット（開放部付き，引
出し付き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510DH パーティション付き D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－510DH パーティション付き D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－510DH パーティション付き D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510DH パーティション付き D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－510DH パーティション付き D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－510DH パーティション付き D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚 一

D6－510DH パーティション付き D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－510DH パーティション付き D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－510DH パーティション付き D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－510DH パーティション付き D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－510DH パーティション付き D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－510DH パーティション付き D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－510DH パーティション付き D2－533AC 事務所用キャビネット（床置型・引出し付
き・戸付き又は扉付き）

一

D6－510DH パーティション付き D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－510DH パーティション付き D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－510DH パーティション付き D2－533BB 事務所用キャビネット（机上型・引出し付
き，戸付き又は扉付き）

一

D6－510DH パーティション付き D2－534 サイドボード 一

D6－510DH パーティション付き D2－535 飾り棚 一

D6－510DH パーティション付き D2－581C 収納かご（スタンド型） 一

D6－510DH パーティション付き D2－582 バスケットワゴン 一

D6－511 収納棚，載置台（引き出しのみ型） D2－334 脇机 一

D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－41 載置台 一

D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－41B 載置台（机型） 一

D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－510 収納棚等 一

D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－511 収納棚 一

D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－511K 収納棚（正背面扉付き型） 一

D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－512 押入収納棚 一

D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－520 たんす等 一

D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－521 たんす 一

D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－522 ロッカーだんす 一
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D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－523 引出しだんす 一

D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－530 キャビネット等 一

D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－511 収納棚，載置台（引出しのみ型） D2－534 サイドボード 一

D6－511A 古典装飾調 D2－334 脇机 一

D6－511A 古典装飾調 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－511A 古典装飾調 D2－41 載置台 一

D6－511A 古典装飾調 D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－511A 古典装飾調 D2－41B 載置台（机型） 一

D6－511A 古典装飾調 D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－511A 古典装飾調 D2－510 収納棚等 一

D6－511A 古典装飾調 D2－511 収納棚 一

D6－511A 古典装飾調 D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－511A 古典装飾調 D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－511A 古典装飾調 D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－511A 古典装飾調 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－511A 古典装飾調 D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－511A 古典装飾調 D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－511A 古典装飾調 D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－511A 古典装飾調 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－511A 古典装飾調 D2－512 押入収納棚 一

D6－511A 古典装飾調 D2－520 たんす等 一

D6－511A 古典装飾調 D2－521 たんす 一

D6－511A 古典装飾調 D2－523 引出しだんす 一

D6－511A 古典装飾調 D2－530 キャビネット等 一

D6－511A 古典装飾調 D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－511A 古典装飾調 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－511A 古典装飾調 D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－511A 古典装飾調 D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－511A 古典装飾調 D2－534 サイドボード 一

D6－511B フレーム構成型 D2－334 脇机 一

D6－511B フレーム構成型 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－511B フレーム構成型 D2－41 載置台 一

D6－511B フレーム構成型 D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－511B フレーム構成型 D2－41B 載置台（机型） 一

D6－511B フレーム構成型 D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－511B フレーム構成型 D2－510 収納棚等 一

D6－511B フレーム構成型 D2－511 収納棚 一

D6－511B フレーム構成型 D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－511B フレーム構成型 D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－511B フレーム構成型 D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－511B フレーム構成型 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－511B フレーム構成型 D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－511B フレーム構成型 D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－511B フレーム構成型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－511B フレーム構成型 D2－512 押入収納棚 一

D6－511B フレーム構成型 D2－520 たんす等 一

D6－511B フレーム構成型 D2－521 たんす 一

D6－511B フレーム構成型 D2－523 引出しだんす 一

D6－511B フレーム構成型 D2－530 キャビネット等 一
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D6－511B フレーム構成型 D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－511B フレーム構成型 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－511B フレーム構成型 D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－511B フレーム構成型 D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－511B フレーム構成型 D2－534 サイドボード 一

D6－511CA 複数連結大型 D2－510 収納棚等 一

D6－511CA 複数連結大型 D2－511 収納棚 一

D6－511CA 複数連結大型 D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－511CA 複数連結大型 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－511CA 複数連結大型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－511CA 複数連結大型 D2－520 たんす等 一

D6－511CA 複数連結大型 D2－521 たんす 一

D6－511CA 複数連結大型 D2－523 引出しだんす 一

D6－511CA 複数連結大型 D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－511CA 複数連結大型 D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－511CA 複数連結大型 D2－534 サイドボード 一

D6－511CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－511CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－41 載置台 一

D6－511CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－511CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－41B 載置台（机型） 一

D6－511CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－511CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－510 収納棚等 一

D6－511CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－511 収納棚 一

D6－511CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－511CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－511CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－511CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－511CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－511CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－511CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－520 たんす等 一

D6－511CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－521 たんす 一

D6－511CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－523 引出しだんす 一

D6－511CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－530 キャビネット等 一

D6－511CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－511CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－511CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－511CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－511CC テーブル型 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－511CC テーブル型 D2－41 載置台 一

D6－511CC テーブル型 D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－511CC テーブル型 D2－41B 載置台（机型） 一

D6－511CC テーブル型 D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－511CC テーブル型 D2－510 収納棚等 一

D6－511CC テーブル型 D2－511 収納棚 一

D6－511CC テーブル型 D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－511CC テーブル型 D2－530 キャビネット等 一

D6－511CC テーブル型 D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－511CC テーブル型 D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－511CC テーブル型 D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－511CD 収納空間横長直方体型 D2－334 脇机 一

D6－511CD 収納空間横長直方体型 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－511CD 収納空間横長直方体型 D2－41 載置台 一

D6－511CD 収納空間横長直方体型 D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－511CD 収納空間横長直方体型 D2－41B 載置台（机型） 一
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D6－511CD 収納空間横長直方体型 D2－510 収納棚等 一

D6－511CD 収納空間横長直方体型 D2－511 収納棚 一

D6－511CD 収納空間横長直方体型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－511CD 収納空間横長直方体型 D2－512 押入収納棚 一

D6－511CD 収納空間横長直方体型 D2－520 たんす等 一

D6－511CD 収納空間横長直方体型 D2－521 たんす 一

D6－511CD 収納空間横長直方体型 D2－523 引出しだんす 一

D6－511CD 収納空間横長直方体型 D2－530 キャビネット等 一

D6－511CD 収納空間横長直方体型 D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－511CD 収納空間横長直方体型 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－511CD 収納空間横長直方体型 D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－511CD 収納空間横長直方体型 D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－511CD 収納空間横長直方体型 D2－534 サイドボード 一

D6－511CE 収納空間横長変形型 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－511CE 収納空間横長変形型 D2－41 載置台 一

D6－511CE 収納空間横長変形型 D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－511CE 収納空間横長変形型 D2－41B 載置台（机型） 一

D6－511CE 収納空間横長変形型 D2－510 収納棚等 一

D6－511CE 収納空間横長変形型 D2－511 収納棚 一

D6－511CE 収納空間横長変形型 D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－511CE 収納空間横長変形型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－511CE 収納空間横長変形型 D2－520 たんす等 一

D6－511CE 収納空間横長変形型 D2－521 たんす 一

D6－511CE 収納空間横長変形型 D2－523 引出しだんす 一

D6－511CE 収納空間横長変形型 D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－511CE 収納空間横長変形型 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－511CE 収納空間横長変形型 D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－511CE 収納空間横長変形型 D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－511CE 収納空間横長変形型 D2－534 サイドボード 一

D6－511CF 積み重ね型 D2－510 収納棚等 一

D6－511CF 積み重ね型 D2－511 収納棚 一

D6－511CF 積み重ね型 D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－511CF 積み重ね型 D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－511CF 積み重ね型 D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－511CF 積み重ね型 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－511CF 積み重ね型 D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－511CF 積み重ね型 D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－511CF 積み重ね型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－511CF 積み重ね型 D2－512 押入収納棚 一

D6－511CF 積み重ね型 D2－520 たんす等 一

D6－511CF 積み重ね型 D2－521 たんす 一

D6－511CF 積み重ね型 D2－523 引出しだんす 一

D6－511CF 積み重ね型 D2－530 キャビネット等 一

D6－511CF 積み重ね型 D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－511CF 積み重ね型 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－511CF 積み重ね型 D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－511CF 積み重ね型 D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－511CG 収納部奥行き変化型 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－511CG 収納部奥行き変化型 D2－41 載置台 一

D6－511CG 収納部奥行き変化型 D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－511CG 収納部奥行き変化型 D2－510 収納棚等 一

D6－511CG 収納部奥行き変化型 D2－511 収納棚 一

D6－511CG 収納部奥行き変化型 D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－511CG 収納部奥行き変化型 D2－511B 収納棚（二連中型） 一
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D6－511CG 収納部奥行き変化型 D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－511CG 収納部奥行き変化型 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－511CG 収納部奥行き変化型 D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－511CG 収納部奥行き変化型 D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－511CG 収納部奥行き変化型 D2－511K 収納棚（正背面扉付き型） 一

D6－511CG 収納部奥行き変化型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－511CG 収納部奥行き変化型 D2－512 押入収納棚 一

D6－511CG 収納部奥行き変化型 D2－520 たんす等 一

D6－511CG 収納部奥行き変化型 D2－521 たんす 一

D6－511CG 収納部奥行き変化型 D2－523 引出しだんす 一

D6－511CG 収納部奥行き変化型 D2－530 キャビネット等 一

D6－511CG 収納部奥行き変化型 D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－511CG 収納部奥行き変化型 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－511CG 収納部奥行き変化型 D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－511CG 収納部奥行き変化型 D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－511CG 収納部奥行き変化型 D2－534 サイドボード 一

D6－511CH 上面水平以外型 D2－334 脇机 一

D6－511CH 上面水平以外型 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－511CH 上面水平以外型 D2－41 載置台 一

D6－511CH 上面水平以外型 D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－511CH 上面水平以外型 D2－41B 載置台（机型） 一

D6－511CH 上面水平以外型 D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－511CH 上面水平以外型 D2－510 収納棚等 一

D6－511CH 上面水平以外型 D2－511 収納棚 一

D6－511CH 上面水平以外型 D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－511CH 上面水平以外型 D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－511CH 上面水平以外型 D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－511CH 上面水平以外型 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－511CH 上面水平以外型 D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－511CH 上面水平以外型 D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－511CH 上面水平以外型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－511CH 上面水平以外型 D2－512 押入収納棚 一

D6－511CH 上面水平以外型 D2－520 たんす等 一

D6－511CH 上面水平以外型 D2－521 たんす 一

D6－511CH 上面水平以外型 D2－522 ロッカーだんす 一

D6－511CH 上面水平以外型 D2－523 引出しだんす 一

D6－511CH 上面水平以外型 D2－530 キャビネット等 一

D6－511CH 上面水平以外型 D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－511CH 上面水平以外型 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－511CH 上面水平以外型 D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－511CH 上面水平以外型 D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－511CH 上面水平以外型 D2－534 サイドボード 一

D6－511DE 薄引き出し有り D2－334 脇机 一

D6－511DE 薄引き出し有り D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－511DE 薄引き出し有り D2－41 載置台 一

D6－511DE 薄引き出し有り D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－511DE 薄引き出し有り D2－41B 載置台（机型） 一

D6－511DE 薄引き出し有り D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－511DE 薄引き出し有り D2－510 収納棚等 一

D6－511DE 薄引き出し有り D2－511 収納棚 一

D6－511DE 薄引き出し有り D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－511DE 薄引き出し有り D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－511DE 薄引き出し有り D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－511DE 薄引き出し有り D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一
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D6－511DE 薄引き出し有り D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－511DE 薄引き出し有り D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－511DE 薄引き出し有り D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－511DE 薄引き出し有り D2－512 押入収納棚 一

D6－511DE 薄引き出し有り D2－520 たんす等 一

D6－511DE 薄引き出し有り D2－521 たんす 一

D6－511DE 薄引き出し有り D2－523 引出しだんす 一

D6－511DE 薄引き出し有り D2－530 キャビネット等 一

D6－511DE 薄引き出し有り D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－511DE 薄引き出し有り D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－511DE 薄引き出し有り D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－511DE 薄引き出し有り D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－511DE 薄引き出し有り D2－534 サイドボード 一

D6－511DG スライド収納式等の台付き D2－334 脇机 一

D6－511DG スライド収納式等の台付き D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－511DG スライド収納式等の台付き D2－41 載置台 一

D6－511DG スライド収納式等の台付き D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－511DG スライド収納式等の台付き D2－41B 載置台（机型） 一

D6－511DG スライド収納式等の台付き D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－511DG スライド収納式等の台付き D2－510 収納棚等 一

D6－511DG スライド収納式等の台付き D2－511 収納棚 一

D6－511DG スライド収納式等の台付き D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－511DG スライド収納式等の台付き D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－511DG スライド収納式等の台付き D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－511DG スライド収納式等の台付き D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－511DG スライド収納式等の台付き D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－511DG スライド収納式等の台付き D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－511DG スライド収納式等の台付き D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－511DG スライド収納式等の台付き D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－511DG スライド収納式等の台付き D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－511DG スライド収納式等の台付き D2－520 たんす等 一

D6－511DG スライド収納式等の台付き D2－521 たんす 一

D6－511DG スライド収納式等の台付き D2－523 引出しだんす 一

D6－511DG スライド収納式等の台付き D2－530 キャビネット等 一

D6－511DG スライド収納式等の台付き D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－511DG スライド収納式等の台付き D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－511DG スライド収納式等の台付き D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－511DG スライド収納式等の台付き D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－511DG スライド収納式等の台付き D2－534 サイドボード 一

D6－511DH パーティション付き D2－334 脇机 一

D6－511DH パーティション付き D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－511DH パーティション付き D2－41 載置台 一

D6－511DH パーティション付き D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－511DH パーティション付き D2－41B 載置台（机型） 一

D6－511DH パーティション付き D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－511DH パーティション付き D2－510 収納棚等 一

D6－511DH パーティション付き D2－511 収納棚 一

D6－511DH パーティション付き D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－511DH パーティション付き D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－511DH パーティション付き D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－511DH パーティション付き D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－511DH パーティション付き D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－511DH パーティション付き D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－511DH パーティション付き D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一
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D6－511DH パーティション付き D2－530 キャビネット等 一

D6－511DH パーティション付き D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－511DH パーティション付き D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－511DH パーティション付き D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－511DH パーティション付き D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－511DH パーティション付き D2－534 サイドボード 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－334 脇机 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－41 載置台 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－41B 載置台（机型） 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－42 ワゴンテーブル等 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－510 収納棚等 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－511 収納棚 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－511K 収納棚（正背面扉付き型） 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－512 押入収納棚 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－514 組合せ収納棚 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－520 たんす等 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－521 たんす 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－522 ロッカーだんす 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－523 引出しだんす 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－530 キャビネット等 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－531D 日用品収納キャビネット（引出し付き，戸
付き又は扉付き）

一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－531E 日用品収納キャビネット（開放部付き，引
出し付き，戸付き又は扉付き）

一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚
型）

一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一
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D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－533AC 事務所用キャビネット（床置型・引出し付
き・戸付き又は扉付き）

一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－533BB 事務所用キャビネット（机上型・引出し付
き，戸付き又は扉付き）

一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－534 サイドボード 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－535 飾り棚 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－550 ロッカー等 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－551 ロッカー 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－581C 収納かご（スタンド型） 一

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） D2－582 バスケットワゴン 一

D6－512A 古典装飾調 D2－334 脇机 一

D6－512A 古典装飾調 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－512A 古典装飾調 D2－41 載置台 一

D6－512A 古典装飾調 D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－512A 古典装飾調 D2－41B 載置台（机型） 一

D6－512A 古典装飾調 D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－512A 古典装飾調 D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－512A 古典装飾調 D2－510 収納棚等 一

D6－512A 古典装飾調 D2－511 収納棚 一

D6－512A 古典装飾調 D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－512A 古典装飾調 D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－512A 古典装飾調 D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－512A 古典装飾調 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－512A 古典装飾調 D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－512A 古典装飾調 D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－512A 古典装飾調 D2－511K 収納棚（正背面扉付き型） 一

D6－512A 古典装飾調 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－512A 古典装飾調 D2－520 たんす等 一

D6－512A 古典装飾調 D2－521 たんす 一

D6－512A 古典装飾調 D2－522 ロッカーだんす 一

D6－512A 古典装飾調 D2－530 キャビネット等 一

D6－512A 古典装飾調 D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－512A 古典装飾調 D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付
）

一

D6－512A 古典装飾調 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－512A 古典装飾調 D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－512A 古典装飾調 D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－512A 古典装飾調 D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚
型）

一

D6－512A 古典装飾調 D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－512A 古典装飾調 D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－512A 古典装飾調 D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－512A 古典装飾調 D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－512A 古典装飾調 D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－512A 古典装飾調 D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－512A 古典装飾調 D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－512A 古典装飾調 D2－534 サイドボード 一

D6－512A 古典装飾調 D2－535 飾り棚 一

D6－512A 古典装飾調 D2－550 ロッカー等 一

D6－512A 古典装飾調 D2－551 ロッカー 一

D6－512B フレーム構成型 D2－334 脇机 一
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D6－512B フレーム構成型 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－512B フレーム構成型 D2－41 載置台 一

D6－512B フレーム構成型 D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－512B フレーム構成型 D2－41B 載置台（机型） 一

D6－512B フレーム構成型 D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－512B フレーム構成型 D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－512B フレーム構成型 D2－42 ワゴンテーブル等 一

D6－512B フレーム構成型 D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－512B フレーム構成型 D2－510 収納棚等 一

D6－512B フレーム構成型 D2－511 収納棚 一

D6－512B フレーム構成型 D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－512B フレーム構成型 D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－512B フレーム構成型 D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－512B フレーム構成型 D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－512B フレーム構成型 D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－512B フレーム構成型 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－512B フレーム構成型 D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－512B フレーム構成型 D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－512B フレーム構成型 D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－512B フレーム構成型 D2－511K 収納棚（正背面扉付き型） 一

D6－512B フレーム構成型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－512B フレーム構成型 D2－512 押入収納棚 一

D6－512B フレーム構成型 D2－514 組合せ収納棚 一

D6－512B フレーム構成型 D2－530 キャビネット等 一

D6－512B フレーム構成型 D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－512B フレーム構成型 D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－512B フレーム構成型 D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－512B フレーム構成型 D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付 一

D6－512B フレーム構成型 D2－531D 日用品収納キャビネット（引出し付き，戸
付き又は扉付き）

一

D6－512B フレーム構成型 D2－531E 日用品収納キャビネット（開放部付き，引
出し付き，戸付き又は扉付き）

一

D6－512B フレーム構成型 D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－512B フレーム構成型 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－512B フレーム構成型 D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－512B フレーム構成型 D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－512B フレーム構成型 D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－512B フレーム構成型 D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚
型）

一

D6－512B フレーム構成型 D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－512B フレーム構成型 D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－512B フレーム構成型 D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－512B フレーム構成型 D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－512B フレーム構成型 D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－512B フレーム構成型 D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－512B フレーム構成型 D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－512B フレーム構成型 D2－533AC 事務所用キャビネット（床置型・引出し付
き・戸付き又は扉付き）

一

D6－512B フレーム構成型 D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－512B フレーム構成型 D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－512B フレーム構成型 D2－533BB 事務所用キャビネット（机上型・引出し付
き，戸付き又は扉付き）

一

D6－512B フレーム構成型 D2－581C 収納かご（スタンド型） 一

D6－512B フレーム構成型 D2－582 バスケットワゴン 一

D6－512CA 複数連結大型 D2－510 収納棚等 一
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D6－512CA 複数連結大型 D2－511 収納棚 一

D6－512CA 複数連結大型 D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－512CA 複数連結大型 D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－512CA 複数連結大型 D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－512CA 複数連結大型 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－512CA 複数連結大型 D2－511K 収納棚（正背面扉付き型） 一

D6－512CA 複数連結大型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－512CA 複数連結大型 D2－514 組合せ収納棚 一

D6－512CA 複数連結大型 D2－520 たんす等 一

D6－512CA 複数連結大型 D2－521 たんす 一

D6－512CA 複数連結大型 D2－523 引出しだんす 一

D6－512CA 複数連結大型 D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－512CA 複数連結大型 D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－512CA 複数連結大型 D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－512CA 複数連結大型 D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－512CA 複数連結大型 D2－533AC 事務所用キャビネット（床置型・引出し付
き・戸付き又は扉付き）

一

D6－512CA 複数連結大型 D2－534 サイドボード 一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－41 載置台 一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－530 キャビネット等 一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付 一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－531D 日用品収納キャビネット（引出し付き，戸
付き又は扉付き）

一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－531E 日用品収納キャビネット（開放部付き，引
出し付き，戸付き又は扉付き）

一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚
型）

一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－533AC 事務所用キャビネット（床置型・引出し付
き・戸付き又は扉付き）

一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－533BB 事務所用キャビネット（机上型・引出し付
き，戸付き又は扉付き）

一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－534 サイドボード 一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－535 飾り棚 一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－581C 収納かご（スタンド型） 一

D6－512CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－582 バスケットワゴン 一

D6－512CC テーブル型 D2－334 脇机 一
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D6－512CC テーブル型 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－512CC テーブル型 D2－41 載置台 一

D6－512CC テーブル型 D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－512CC テーブル型 D2－41B 載置台（机型） 一

D6－512CC テーブル型 D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－512CC テーブル型 D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－512CC テーブル型 D2－42 ワゴンテーブル等 一

D6－512CC テーブル型 D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－512CC テーブル型 D2－510 収納棚等 一

D6－512CC テーブル型 D2－511 収納棚 一

D6－512CC テーブル型 D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－512CC テーブル型 D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－512CC テーブル型 D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－512CC テーブル型 D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－512CC テーブル型 D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－512CC テーブル型 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－512CC テーブル型 D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－512CC テーブル型 D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－512CC テーブル型 D2－511K 収納棚（正背面扉付き型） 一

D6－512CC テーブル型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－512CC テーブル型 D2－530 キャビネット等 一

D6－512CC テーブル型 D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－512CC テーブル型 D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－512CC テーブル型 D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－512CC テーブル型 D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付 一

D6－512CC テーブル型 D2－531D 日用品収納キャビネット（引出し付き，戸
付き又は扉付き）

一

D6－512CC テーブル型 D2－531E 日用品収納キャビネット（開放部付き，引
出し付き，戸付き又は扉付き）

一

D6－512CC テーブル型 D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－512CC テーブル型 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－512CC テーブル型 D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－512CC テーブル型 D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－512CC テーブル型 D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－512CC テーブル型 D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚
型）

一

D6－512CC テーブル型 D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－512CC テーブル型 D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－512CC テーブル型 D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－512CC テーブル型 D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－512CC テーブル型 D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－512CC テーブル型 D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－512CC テーブル型 D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－512CC テーブル型 D2－533AC 事務所用キャビネット（床置型・引出し付
き・戸付き又は扉付き）

一

D6－512CC テーブル型 D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－512CC テーブル型 D2－533BA 事務所用キャビネット（机上引出し型） 一

D6－512CC テーブル型 D2－533BB 事務所用キャビネット（机上型・引出し付
き，戸付き又は扉付き）

一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－41 載置台 一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－41B 載置台（机型） 一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－510 収納棚等 一
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D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－511 収納棚 一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－512 押入収納棚 一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－520 たんす等 一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－521 たんす 一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－530 キャビネット等 一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付 一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚 一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－534 サイドボード 一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－535 飾り棚 一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－550 ロッカー等 一

D6－512CD 収納空間横長直方体型 D2－551 ロッカー 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－334 脇机 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－41 載置台 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－41B 載置台（机型） 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－510 収納棚等 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－511 収納棚 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－520 たんす等 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－521 たんす 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－522 ロッカーだんす 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－530 キャビネット等 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一
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D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－534 サイドボード 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－535 飾り棚 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－550 ロッカー等 一

D6－512CE 収納空間横長変形型 D2－551 ロッカー 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－41 載置台 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－41B 載置台（机型） 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－510 収納棚等 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－511 収納棚 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－520 たんす等 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－521 たんす 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－522 ロッカーだんす 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－530 キャビネット等 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－512CF 積み重ね型 D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－534 サイドボード 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－535 飾り棚 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－550 ロッカー等 一

D6－512CF 積み重ね型 D2－551 ロッカー 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－41 載置台 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－41B 載置台（机型） 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－510 収納棚等 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－511 収納棚 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一
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D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－520 たんす等 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－521 たんす 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－522 ロッカーだんす 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－530 キャビネット等 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－533AC 事務所用キャビネット（床置型・引出し付
き・戸付き又は扉付き）

一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－534 サイドボード 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－535 飾り棚 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－550 ロッカー等 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－551 ロッカー 一

D6－512CG 収納部奥行き変化型 D2－582 バスケットワゴン 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－41 載置台 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－41B 載置台（机型） 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－510 収納棚等 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－511 収納棚 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－520 たんす等 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－521 たんす 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－522 ロッカーだんす 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－530 キャビネット等 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－5324 レコードキャビネット 一
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D6－512CH 上面水平以外型 D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－534 サイドボード 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－535 飾り棚 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－550 ロッカー等 一

D6－512CH 上面水平以外型 D2－551 ロッカー 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－334 脇机 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－41 載置台 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－41B 載置台（机型） 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－510 収納棚等 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－511 収納棚 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－520 たんす等 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－521 たんす 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－522 ロッカーだんす 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－530 キャビネット等 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－512DF シャッター扉有り D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－534 サイドボード 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－535 飾り棚 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－550 ロッカー等 一

D6－512DF シャッター扉有り D2－551 ロッカー 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－334 脇机 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－41 載置台 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－41B 載置台（机型） 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－510 収納棚等 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－511 収納棚 一
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D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－520 たんす等 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－521 たんす 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－522 ロッカーだんす 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－530 キャビネット等 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－534 サイドボード 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－535 飾り棚 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－550 ロッカー等 一

D6－512DG スライド収納式等の台付き D2－551 ロッカー 一

D6－512DH パーティション付き D2－334 脇机 一

D6－512DH パーティション付き D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－512DH パーティション付き D2－41 載置台 一

D6－512DH パーティション付き D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－512DH パーティション付き D2－41B 載置台（机型） 一

D6－512DH パーティション付き D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－512DH パーティション付き D2－510 収納棚等 一

D6－512DH パーティション付き D2－511 収納棚 一

D6－512DH パーティション付き D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－512DH パーティション付き D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－512DH パーティション付き D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－512DH パーティション付き D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－512DH パーティション付き D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－512DH パーティション付き D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－512DH パーティション付き D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－512DH パーティション付き D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－512DH パーティション付き D2－520 たんす等 一

D6－512DH パーティション付き D2－521 たんす 一

D6－512DH パーティション付き D2－522 ロッカーだんす 一

D6－512DH パーティション付き D2－530 キャビネット等 一

D6－512DH パーティション付き D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－512DH パーティション付き D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付 一

D6－512DH パーティション付き D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－512DH パーティション付き D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－512DH パーティション付き D2－5321 音響機器収納キャビネット 一
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D6－512DH パーティション付き D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚 一

D6－512DH パーティション付き D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－512DH パーティション付き D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－512DH パーティション付き D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－512DH パーティション付き D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－512DH パーティション付き D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－512DH パーティション付き D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－512DH パーティション付き D2－534 サイドボード 一

D6－512DH パーティション付き D2－535 飾り棚 一

D6－512DH パーティション付き D2－550 ロッカー等 一

D6－512DH パーティション付き D2－551 ロッカー 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D1－370 植木鉢台等 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D1－370A 植木鉢台等（棚型） 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－334 脇机 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－390 テーブル，机，カウンター等部品及び付属 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－41 載置台 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－41B 載置台（机型） 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－42 ワゴンテーブル等 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－510 収納棚等 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－511 収納棚 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－511K 収納棚（正背面扉付き型） 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－512 押入収納棚 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－514 組合せ収納棚 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－515 移動棚 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－530 キャビネット等 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－533 事務所用キャビネット 一
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D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－533AC 事務所用キャビネット（床置型・引出し付
き・戸付き又は扉付き）

一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－534 サイドボード 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－535 飾り棚 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－581C 収納かご（スタンド型） 一

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） D2－582 バスケットワゴン 一

D6－513A 古典装飾調 D1－370 植木鉢台等 一

D6－513A 古典装飾調 D1－370A 植木鉢台等（棚型） 一

D6－513A 古典装飾調 D2－334 脇机 一

D6－513A 古典装飾調 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－513A 古典装飾調 D2－41 載置台 一

D6－513A 古典装飾調 D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－513A 古典装飾調 D2－41B 載置台（机型） 一

D6－513A 古典装飾調 D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－513A 古典装飾調 D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－513A 古典装飾調 D2－42 ワゴンテーブル等 一

D6－513A 古典装飾調 D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－513A 古典装飾調 D2－510 収納棚等 一

D6－513A 古典装飾調 D2－511 収納棚 一

D6－513A 古典装飾調 D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－513A 古典装飾調 D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－513A 古典装飾調 D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－513A 古典装飾調 D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－513A 古典装飾調 D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－513A 古典装飾調 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－513A 古典装飾調 D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－513A 古典装飾調 D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－513A 古典装飾調 D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－513A 古典装飾調 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－513A 古典装飾調 D2－512 押入収納棚 一

D6－513A 古典装飾調 D2－514 組合せ収納棚 一

D6－513A 古典装飾調 D2－530 キャビネット等 一

D6－513A 古典装飾調 D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－513A 古典装飾調 D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－513A 古典装飾調 D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－513A 古典装飾調 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－513A 古典装飾調 D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－513A 古典装飾調 D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－513A 古典装飾調 D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－513A 古典装飾調 D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚 一

D6－513A 古典装飾調 D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－513A 古典装飾調 D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－513A 古典装飾調 D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－513A 古典装飾調 D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－513A 古典装飾調 D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－513A 古典装飾調 D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－513A 古典装飾調 D2－534 サイドボード 一

D6－513A 古典装飾調 D2－535 飾り棚 一

D6－513A 古典装飾調 D2－581C 収納かご（スタンド型） 一
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D6－513A 古典装飾調 D2－582 バスケットワゴン 一

D6－513B フレーム構成型 D2－334 脇机 一

D6－513B フレーム構成型 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－513B フレーム構成型 D2－41 載置台 一

D6－513B フレーム構成型 D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－513B フレーム構成型 D2－41B 載置台（机型） 一

D6－513B フレーム構成型 D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－513B フレーム構成型 D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－513B フレーム構成型 D2－510 収納棚等 一

D6－513B フレーム構成型 D2－511 収納棚 一

D6－513B フレーム構成型 D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－513B フレーム構成型 D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－513B フレーム構成型 D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－513B フレーム構成型 D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－513B フレーム構成型 D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－513B フレーム構成型 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－513B フレーム構成型 D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－513B フレーム構成型 D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－513B フレーム構成型 D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－513B フレーム構成型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－513B フレーム構成型 D2－512 押入収納棚 一

D6－513B フレーム構成型 D2－514 組合せ収納棚 一

D6－513B フレーム構成型 D2－530 キャビネット等 一

D6－513B フレーム構成型 D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－513B フレーム構成型 D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－513B フレーム構成型 D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－513B フレーム構成型 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－513B フレーム構成型 D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－513B フレーム構成型 D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－513B フレーム構成型 D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－513B フレーム構成型 D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚 一

D6－513B フレーム構成型 D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－513B フレーム構成型 D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－513B フレーム構成型 D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－513B フレーム構成型 D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－513B フレーム構成型 D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－513B フレーム構成型 D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－513B フレーム構成型 D2－534 サイドボード 一

D6－513B フレーム構成型 D2－535 飾り棚 一

D6－513B フレーム構成型 D2－581C 収納かご（スタンド型） 一

D6－513B フレーム構成型 D2－582 バスケットワゴン 一

D6－513CA 複数連結大型 D2－510 収納棚等 一

D6－513CA 複数連結大型 D2－511 収納棚 一

D6－513CA 複数連結大型 D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－513CA 複数連結大型 D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－513CA 複数連結大型 D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－513CA 複数連結大型 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－513CA 複数連結大型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－513CA 複数連結大型 D2－514 組合せ収納棚 一

D6－513CA 複数連結大型 D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－513CA 複数連結大型 D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－513CA 複数連結大型 D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一
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D6－513CA 複数連結大型 D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－513CA 複数連結大型 D2－533AC 事務所用キャビネット（床置型・引出し付
き・戸付き又は扉付き）

一

D6－513CA 複数連結大型 D2－534 サイドボード 一

D6－513CB 隅棚型（コーナー設置型） D1－370 植木鉢台等 一

D6－513CB 隅棚型（コーナー設置型） D1－370A 植木鉢台等（棚型） 一

D6－513CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－513CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－41 載置台 一

D6－513CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－513CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－41B 載置台（机型） 一

D6－513CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－513CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－513CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－513CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－513CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－530 キャビネット等 一

D6－513CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－513CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－513CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－513CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－513CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－513CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－513CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－513CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚 一

D6－513CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－513CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－513CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－513CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－513CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－513CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－534 サイドボード 一

D6－513CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－581C 収納かご（スタンド型） 一

D6－513CB 隅棚型（コーナー設置型） D2－582 バスケットワゴン 一

D6－513CC テーブル型 D1－370A 植木鉢台等（棚型） 一

D6－513CC テーブル型 D2－334 脇机 一

D6－513CC テーブル型 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－513CC テーブル型 D2－41 載置台 一

D6－513CC テーブル型 D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－513CC テーブル型 D2－41B 載置台（机型） 一

D6－513CC テーブル型 D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－513CC テーブル型 D2－42 ワゴンテーブル等 一

D6－513CC テーブル型 D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－513CC テーブル型 D2－510 収納棚等 一

D6－513CC テーブル型 D2－511 収納棚 一

D6－513CC テーブル型 D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－513CC テーブル型 D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－513CC テーブル型 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－513CC テーブル型 D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－513CC テーブル型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－513CC テーブル型 D2－530 キャビネット等 一

D6－513CC テーブル型 D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－513CC テーブル型 D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－513CC テーブル型 D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－513CC テーブル型 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－513CC テーブル型 D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一
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D6－513CC テーブル型 D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－513CC テーブル型 D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－513CC テーブル型 D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚 一

D6－513CC テーブル型 D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－513CC テーブル型 D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－513CC テーブル型 D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－513CC テーブル型 D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－513CC テーブル型 D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－513CC テーブル型 D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D1－370 植木鉢台等 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D1－370A 植木鉢台等（棚型） 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－334 脇机 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－41 載置台 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－41B 載置台（机型） 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－42 ワゴンテーブル等 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－510 収納棚等 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－511 収納棚 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－512 押入収納棚 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－514 組合せ収納棚 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－530 キャビネット等 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－534 サイドボード 一

D6－513CD 収納空間横長直方体型 D2－535 飾り棚 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D1－370 植木鉢台等 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D1－370A 植木鉢台等（棚型） 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－41 載置台 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－41B 載置台（机型） 一
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D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－42 ワゴンテーブル等 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－510 収納棚等 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－511 収納棚 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－511K 収納棚（正背面扉付き型） 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－512 押入収納棚 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－530 キャビネット等 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－534 サイドボード 一

D6－513CE 収納空間横長変形型 D2－535 飾り棚 一

D6－513CF 積み重ね型 D1－370 植木鉢台等 一

D6－513CF 積み重ね型 D1－370A 植木鉢台等（棚型） 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－41 載置台 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－41B 載置台（机型） 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－510 収納棚等 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－511 収納棚 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－512 押入収納棚 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－530 キャビネット等 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一
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D6－513CF 積み重ね型 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－513CF 積み重ね型 D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－581C 収納かご（スタンド型） 一

D6－513CF 積み重ね型 D2－582 バスケットワゴン 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D1－370 植木鉢台等 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D1－370A 植木鉢台等（棚型） 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－41 載置台 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－41B 載置台（机型） 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－510 収納棚等 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－511 収納棚 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－530 キャビネット等 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－534 サイドボード 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－535 飾り棚 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－581C 収納かご（スタンド型） 一

D6－513CG 収納部奥行き変化型 D2－582 バスケットワゴン 一

D6－513CH 上面水平以外型 D1－370 植木鉢台等 一
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D6－513CH 上面水平以外型 D1－370A 植木鉢台等（棚型） 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－41 載置台 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－42 ワゴンテーブル等 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－510 収納棚等 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－511 収納棚 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－530 キャビネット等 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－534 サイドボード 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－535 飾り棚 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－581C 収納かご（スタンド型） 一

D6－513CH 上面水平以外型 D2－582 バスケットワゴン 一

D6－513DB 斜め状棚有り D1－370 植木鉢台等 一

D6－513DB 斜め状棚有り D1－370A 植木鉢台等（棚型） 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－334 脇机 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－41 載置台 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－41B 載置台（机型） 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－42 ワゴンテーブル等 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－510 収納棚等 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－511 収納棚 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一
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D6－513DB 斜め状棚有り D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－512 押入収納棚 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－514 組合せ収納棚 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－530 キャビネット等 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－534 サイドボード 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－535 飾り棚 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－581C 収納かご（スタンド型） 一

D6－513DB 斜め状棚有り D2－582 バスケットワゴン 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D1－370 植木鉢台等 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D1－370A 植木鉢台等（棚型） 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－334 脇机 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－41 載置台 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－41B 載置台（机型） 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－42 ワゴンテーブル等 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－510 収納棚等 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－511 収納棚 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－512 押入収納棚 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－514 組合せ収納棚 一
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D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－530 キャビネット等 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－534 サイドボード 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－535 飾り棚 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－581C 収納かご（スタンド型） 一

D6－513DC かご状，桟状，容器状棚有り D2－582 バスケットワゴン 一

D6－513DD 可動棚有り D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－513DD 可動棚有り D2－41 載置台 一

D6－513DD 可動棚有り D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－513DD 可動棚有り D2－41B 載置台（机型） 一

D6－513DD 可動棚有り D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－513DD 可動棚有り D2－42 ワゴンテーブル等 一

D6－513DD 可動棚有り D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－513DD 可動棚有り D2－510 収納棚等 一

D6－513DD 可動棚有り D2－511 収納棚 一

D6－513DD 可動棚有り D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－513DD 可動棚有り D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－513DD 可動棚有り D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－513DD 可動棚有り D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－513DD 可動棚有り D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－513DD 可動棚有り D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－513DD 可動棚有り D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－513DD 可動棚有り D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－513DD 可動棚有り D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－513DD 可動棚有り D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－513DD 可動棚有り D2－512 押入収納棚 一

D6－513DD 可動棚有り D2－514 組合せ収納棚 一

D6－513DD 可動棚有り D2－515 移動棚 一

D6－513DD 可動棚有り D2－530 キャビネット等 一

D6－513DD 可動棚有り D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－513DD 可動棚有り D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－513DD 可動棚有り D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－513DD 可動棚有り D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－513DD 可動棚有り D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－513DD 可動棚有り D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－513DD 可動棚有り D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－513DD 可動棚有り D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚 一

D6－513DD 可動棚有り D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－513DD 可動棚有り D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一
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D6－513DD 可動棚有り D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－513DD 可動棚有り D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－513DD 可動棚有り D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－513DD 可動棚有り D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－513DD 可動棚有り D2－534 サイドボード 一

D6－513DD 可動棚有り D2－535 飾り棚 一

D6－513DD 可動棚有り D2－581C 収納かご（スタンド型） 一

D6－513DD 可動棚有り D2－582 バスケットワゴン 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－334 脇机 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－41 載置台 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－41B 載置台（机型） 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－42 ワゴンテーブル等 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組み込み型） 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－510 収納棚等 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－511 収納棚 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－512 押入収納棚 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－514 組合せ収納棚 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－515 移動棚 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－530 キャビネット等 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－534 サイドボード 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－535 飾り棚 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－581C 収納かご（スタンド型） 一

D6－513DG スライド収納式等の台付き D2－582 バスケットワゴン 一

D6－513DH パーティション付き D1－370 植木鉢台等 一

D6－513DH パーティション付き D1－370A 植木鉢台等（棚型） 一

D6－513DH パーティション付き D2－334 脇机 一
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D6－513DH パーティション付き D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－513DH パーティション付き D2－41 載置台 一

D6－513DH パーティション付き D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－513DH パーティション付き D2－41B 載置台（机型） 一

D6－513DH パーティション付き D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－513DH パーティション付き D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－513DH パーティション付き D2－510 収納棚等 一

D6－513DH パーティション付き D2－511 収納棚 一

D6－513DH パーティション付き D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－513DH パーティション付き D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－513DH パーティション付き D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－513DH パーティション付き D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－513DH パーティション付き D2－511E 収納棚（正面開放型） 一

D6－513DH パーティション付き D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－513DH パーティション付き D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－513DH パーティション付き D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－513DH パーティション付き D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－513DH パーティション付き D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－513DH パーティション付き D2－512 押入収納棚 一

D6－513DH パーティション付き D2－514 組合せ収納棚 一

D6－513DH パーティション付き D2－515 移動棚 一

D6－513DH パーティション付き D2－530 キャビネット等 一

D6－513DH パーティション付き D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－513DH パーティション付き D2－531A 日用品収納キャビネット（正面開放型） 一

D6－513DH パーティション付き D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－513DH パーティション付き D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－513DH パーティション付き D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－513DH パーティション付き D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－513DH パーティション付き D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－513DH パーティション付き D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚 一

D6－513DH パーティション付き D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－513DH パーティション付き D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－513DH パーティション付き D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－513DH パーティション付き D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－513DH パーティション付き D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－513DH パーティション付き D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－513DH パーティション付き D2－534 サイドボード 一

D6－513DH パーティション付き D2－535 飾り棚 一

D6－513DH パーティション付き D2－581C 収納かご（スタンド型） 一

D6－513DH パーティション付き D2－582 バスケットワゴン 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－334 脇机 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－41 載置台 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－41B 載置台（机型） 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－510 収納棚等 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－511 収納棚 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一
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D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－511K 収納棚（正背面扉付き型） 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－512 押入収納棚 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－514 組合せ収納棚 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－530 キャビネット等 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－533BB 事務所用キャビネット（机上型・引出し付
き，戸付き又は扉付き）

一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－534 サイドボード 一

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） D2－535 飾り棚 一

D6－514A 古典装飾調 D2－334 脇机 一

D6－514A 古典装飾調 D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－514A 古典装飾調 D2－41 載置台 一

D6－514A 古典装飾調 D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－514A 古典装飾調 D2－41B 載置台（机型） 一

D6－514A 古典装飾調 D2－41C 載置台（甲板無し型） 一

D6－514A 古典装飾調 D2－41D 載置台（公衆電話置台型） 一

D6－514A 古典装飾調 D2－510 収納棚等 一

D6－514A 古典装飾調 D2－511 収納棚 一

D6－514A 古典装飾調 D2－511A 収納棚（一連細身型） 一

D6－514A 古典装飾調 D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－514A 古典装飾調 D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－514A 古典装飾調 D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－514A 古典装飾調 D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－514A 古典装飾調 D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－514A 古典装飾調 D2－511J 収納棚（隅棚型） 一

D6－514A 古典装飾調 D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－514A 古典装飾調 D2－512 押入収納棚 一

D6－514A 古典装飾調 D2－530 キャビネット等 一

D6－514A 古典装飾調 D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－514A 古典装飾調 D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付
）

一

D6－514A 古典装飾調 D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－514A 古典装飾調 D2－5320 家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－514A 古典装飾調 D2－5321 音響機器収納キャビネット 一

D6－514A 古典装飾調 D2－5321A 音響機器収納キャビネット（スタンド型及
びラック型）

一
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D6－514A 古典装飾調 D2－5321B 音響機器収納キャビネット（箱型及び棚 一

D6－514A 古典装飾調 D2－5322 テレビ収納キャビネット 一

D6－514A 古典装飾調 D2－5323 厨房用家庭電化製品収納キャビネット 一

D6－514A 古典装飾調 D2－5324 レコードキャビネット 一

D6－514A 古典装飾調 D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－514A 古典装飾調 D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－514A 古典装飾調 D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－514A 古典装飾調 D2－534 サイドボード 一

D6－514A 古典装飾調 D2－535 飾り棚 一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－334 脇机 一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－40 載置台及びワゴンテーブル 一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－41 載置台 一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－41A 載置台（テーブル型） 一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－510 収納棚等 一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－511 収納棚 一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－511B 収納棚（二連中型） 一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－511C 収納棚（三連以上大型） 一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－511D 収納棚（正背面開放型） 一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－511F 収納棚（正面形状凹凸型） 一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－511G 収納棚（スタンド型） 一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－511H 収納棚（円卓型及び円筒型） 一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－511K 収納棚（正背面扉付き型） 一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－511L 収納棚（支柱パイプ型） 一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－514 組合せ収納棚 一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－530 キャビネット等 一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－531 日用品収納キャビネット 一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－531B 日用品収納キャビネット（引出し型） 一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－531C 日用品収納キャビネット（戸付き又は扉付 一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－531D 日用品収納キャビネット（引出し付き，戸
付き又は扉付き）

一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－531E 日用品収納キャビネット（開放部付き，引
出し付き，戸付き又は扉付き）

一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－531F 日用品収納キャビネット（正背面開放型） 一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－531G 日用品収納キャビネット（支柱パイプ型） 一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－533 事務所用キャビネット 一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－533A 事務所用キャビネット（床置型） 一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－533AA 事務所用キャビネット（床置引出し型） 一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－533AB 事務所用キャビネット（床置型・戸付き又
は扉付き）

一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－533AC 事務所用キャビネット（床置型・引出し付
き・戸付き又は扉付き）

一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－533B 事務所用キャビネット（机上型） 一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－533BB 事務所用キャビネット（机上型・引出し付
き，戸付き又は扉付き）

一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－550 ロッカー等 一

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） D2－551 ロッカー 一

D6－516 収納棚（ロッカー型） D2－550 ロッカー等 一

D6－516 収納棚（ロッカー型） D2－551 ロッカー 一

D6－516 収納棚（ロッカー型） D2－552 コインロッカー 全

D6－517 移動棚 D2－515 移動棚 一

D6－518 他物品付き収納棚 D2－513 机付き収納棚及びテーブル付き収納棚 全

D6－518 他物品付き収納棚 D2－5160 他物品付き収納棚 全

D6－518 他物品付き収納棚 D2－5161 計量米びつ付き収納棚 全

D6－518 他物品付き収納棚 H4－130 スピーカーボックス等 一

D6－518A 机付き及びテーブル付き D2－513 机付き収納棚及びテーブル付き収納棚 全
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D6－518B 計量米びつ付き D2－5161 計量米びつ付き収納棚 全

D6－52 はえ帳 D2－538 はえ帳 全

D6－53 壁取付け棚 D1－230 壁掛け棚等 全

D6－53 壁取付け棚 D1－231 壁掛け棚 全

D6－53 壁取付け棚 D1－231A 壁掛け棚（箱型） 全

D6－53 壁取付け棚 D1－231B 壁掛け棚（棚板型） 全

D6－53 壁取付け棚 D1－231C 壁掛け棚（水切り型） 一

D6－53 壁取付け棚 D1－231D 壁掛け棚（容器型） 一

D6－53 壁取付け棚 D2－390 テーブル，机，カウンター等部品及び付属 一

D6－53 壁取付け棚 D2－536 つり戸棚 全

D6－53 壁取付け棚 D2－537 洋酒棚及び調味料棚 全

D6－53CA 箱型 D1－231 壁掛け棚 一

D6－53CA 箱型 D1－231A 壁掛け棚（箱型） 全

D6－53CA 箱型 D2－536 つり戸棚 全

D6－53CA 箱型 D2－537 洋酒棚及び調味料棚 一

D6－53CB 棚板のみ型 D1－231 壁掛け棚 一

D6－53CB 棚板のみ型 D1－231B 壁掛け棚（棚板型） 全

D6－53CB 棚板のみ型 D1－231C 壁掛け棚（水切り型） 一

D6－53DD 可動棚付き型 D1－230 壁掛け棚等 一

D6－53DD 可動棚付き型 D1－231 壁掛け棚 一

D6－53DD 可動棚付き型 D1－231A 壁掛け棚（箱型） 一

D6－53DD 可動棚付き型 D2－536 つり戸棚 一

D6－53DD 可動棚付き型 D2－537 洋酒棚及び調味料棚 一

D6－54 洋服カバーだんす D2－524 洋服カバーだんす 全

D6－55 げた箱等 D2－540 げた箱等 全

D6－55 げた箱等 D2－541 げた箱 全

D6－55 げた箱等 D2－542 靴収納棚 全

D6－55A 靴収納棚型 D2－542 靴収納棚 全

D6－56 サービスワゴン等 D2－42 ワゴンテーブル等 一

D6－56 サービスワゴン等 D2－42A ワゴンテーブル等（押し手付き型） 全

D6－56 サービスワゴン等 D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組込み型） 一

D6－56 サービスワゴン等 D2－42C ワゴンテーブル等（特殊用途型） 全

D6－56A 単純棚型 D2－42 ワゴンテーブル等 一

D6－56A 単純棚型 D2－42A ワゴンテーブル等（押し手付き型） 一

D6－56A 単純棚型 D2－42B ワゴンテーブル等（収納棚組込み型） 一

D6－56A 単純棚型 D2－42C ワゴンテーブル等（特殊用途型） 一

D6－59 収納家具等部品及び付属品 D2－49 載置台及びワゴンテーブル部品及び付属 一

D6－59 収納家具等部品及び付属品 D2－519 収納棚等部品及び付属品 一

D6－59 収納家具等部品及び付属品 D2－529 たんす等部品及び付属品 一

D6－59 収納家具等部品及び付属品 D2－539 キャビネット等部品及び付属品 一

D6－59 収納家具等部品及び付属品 D2－549 げた箱等部品及び付属品 一

D6－59 収納家具等部品及び付属品 D2－559 ロッカー等部品及び付属品 一

D6－60 植木鉢台，植木鉢棚等 D1－370 植木鉢台等 一

D6－60 植木鉢台，植木鉢棚等 D1－370A 植木鉢台等（棚型） 一

D6－60 植木鉢台，植木鉢棚等 D1－370AA 植木鉢台等（ひな段型） 全

D6－60 植木鉢台，植木鉢棚等 D1－370B 植木鉢台等（懸架スタンド型） 全

D6－69 植木鉢台，植木鉢棚等部品及び付属品 D1－379 植木鉢台等部品及び付属品 全

D7－00 その他の家具 D2－00 その他の家具 一

D7－01 一組の応接家具セット D2－00 ※一組の応接家具セット 一

D7－02 一組の屋外用いす及びテーブルセット D2－00 ※一組の屋外用いす及びテーブル 一

D7－03 一組の机セット D2－00 ※一組の机セット 一

D7－04 一組のテーブルセット D2－00 ※一組のテーブルセット 一

D7－10 テーブル，机，カウンター等 D2－30 テーブル，机，カウンター等 全

D7－11 置卓 D2－312 置卓 全
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D7－12 実験台及び調理実習台 D2－30B テーブル，机，カウンター等（理科教室用
机型及び実習机型）

全

D7－130 搬送機付きカウンターテーブル D2－32 飲食用カウンターテーブル 一

D7－139 搬送機付きカウンターテーブル部品，付 D2－32 飲食用カウンターテーブル 一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等いす
（多方向付き型）

一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等いす
（単一方向付き型）

一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き
型）

一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－310 テーブル 一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－311 座卓 一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－330 机 一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－330B 机（片袖型） 一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－330C 机（両袖型） 一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－330E 机（連設型） 一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－330G 机（演台型） 一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－331 座り机 一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－332 棚付き机 一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－333 ライティングビューロー 一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－340 カウンター等 一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－341 カウンター 一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－140 テーブル，机，カウンター D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－140A 古典装飾調 D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－140A 古典装飾調 D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等いす
（多方向付き型）

一

D7－140A 古典装飾調 D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等いす
（単一方向付き型）

一

D7－140A 古典装飾調 D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－140A 古典装飾調 D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－140A 古典装飾調 D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き
型）

一

D7－140A 古典装飾調 D2－310 テーブル 一

D7－140A 古典装飾調 D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－140A 古典装飾調 D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－140A 古典装飾調 D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－140A 古典装飾調 D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－140A 古典装飾調 D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－140A 古典装飾調 D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－140A 古典装飾調 D2－311 座卓 一
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D7－140A 古典装飾調 D2－330 机 一

D7－140A 古典装飾調 D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－140A 古典装飾調 D2－330B 机（片袖型） 一

D7－140A 古典装飾調 D2－330C 机（両袖型） 一

D7－140A 古典装飾調 D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－140A 古典装飾調 D2－330E 机（連設型） 一

D7－140A 古典装飾調 D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－140A 古典装飾調 D2－330G 机（演台型） 一

D7－140A 古典装飾調 D2－331 座り机 一

D7－140A 古典装飾調 D2－332 棚付き机 一

D7－140A 古典装飾調 D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－140A 古典装飾調 D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－140A 古典装飾調 D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－140A 古典装飾調 D2－333 ライティングビューロー 一

D7－140A 古典装飾調 D2－340 カウンター等 一

D7－140A 古典装飾調 D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－140A 古典装飾調 D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等いす
（多方向付き型）

一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等いす
（単一方向付き型）

一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き
型）

一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－310 テーブル 一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－311 座卓 一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－330 机 一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－330B 机（片袖型） 一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－330C 机（両袖型） 一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－330E 机（連設型） 一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－330G 机（演台型） 一
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D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－331 座り机 一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－332 棚付き机 一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－333 ライティングビューロー 一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－340 カウンター等 一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－341 カウンター 一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－140BA レジ用商品移動カウンター型，商品販売
用カウンター型

D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等いす
（多方向付き型）

一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等いす
（単一方向付き型）

一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き 一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－310 テーブル 一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－311 座卓 一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－330 机 一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－330B 机（片袖型） 一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－330C 机（両袖型） 一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－330E 机（連設型） 一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－330G 机（演台型） 一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－331 座り机 一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－332 棚付き机 一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－333 ライティングビューロー 一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－340 カウンター等 一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－341 カウンター 一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－140BB 受付カウンター型 D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等いす
（多方向付き型）

一



新→旧

146/373

意匠分類記号
/Ｄターム記号

意匠分類の名称 意匠分類記号 意匠分類の名称 または 移行した物品
移行
方法

旧意匠分類新意匠分類

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等いす
（単一方向付き型）

一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き 一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－310 テーブル 一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－311 座卓 一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－330 机 一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－330B 机（片袖型） 一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－330C 机（両袖型） 一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－330E 机（連設型） 一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－330G 机（演台型） 一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－331 座り机 一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－332 棚付き机 一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－333 ライティングビューロー 一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－340 カウンター等 一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－140BC 加熱設備組み込み用食事テーブル型 D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等いす
（多方向付き型）

一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等いす
（単一方向付き型）

一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き
型）

一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－310 テーブル 一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－311 座卓 一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－330 机 一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－330B 机（片袖型） 一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－330C 机（両袖型） 一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－330E 机（連設型） 一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一



新→旧

147/373

意匠分類記号
/Ｄターム記号

意匠分類の名称 意匠分類記号 意匠分類の名称 または 移行した物品
移行
方法

旧意匠分類新意匠分類

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－330G 机（演台型） 一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－331 座り机 一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－332 棚付き机 一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－333 ライティングビューロー 一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－340 カウンター等 一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－140BD 甲板全体格納型 D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等いす
（多方向付き型）

一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等いす
（単一方向付き型）

一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き 一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－310 テーブル 一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－311 座卓 一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－330 机 一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－330B 机（片袖型） 一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－330C 机（両袖型） 一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－330E 机（連設型） 一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－330G 机（演台型） 一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－331 座り机 一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－332 棚付き机 一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－333 ライティングビューロー 一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－340 カウンター等 一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－140BE 電子計算機載置・操作用型 D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等いす
（多方向付き型）

一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等いす
（単一方向付き型）

一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き
型）

一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－310 テーブル 一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一
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D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－311 座卓 一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－330 机 一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－330B 机（片袖型） 一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－330C 机（両袖型） 一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－330E 机（連設型） 一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－330G 机（演台型） 一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－331 座り机 一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－332 棚付き机 一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－333 ライティングビューロー 一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－340 カウンター等 一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－140BF 携帯用折り畳み型，折り畳み収納型 D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等いす
（多方向付き型）

一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等いす
（単一方向付き型）

一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き 一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－310 テーブル 一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－311 座卓 一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－330 机 一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－330B 机（片袖型） 一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－330C 机（両袖型） 一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－330E 机（連設型） 一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－330G 机（演台型） 一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－331 座り机 一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－332 棚付き机 一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－333 ライティングビューロー 一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－340 カウンター等 一

D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一
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D7－140J いす付き，腰掛け付き型 D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き
型）

一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－310 テーブル 一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－310A テーブル（角天板型） 一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－311 座卓 一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－330 机 一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－330B 机（片袖型） 一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－330C 机（両袖型） 一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－330E 机（連設型） 一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－330G 机（演台型） 一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－331 座り机 一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－332 棚付き机 一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－333 ライティングビューロー 一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－340 カウンター等 一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－341 カウンター 一
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D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無
し型）

D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－141A 古典装飾調 D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－141A 古典装飾調 D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－141A 古典装飾調 D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一

D7－141A 古典装飾調 D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－141A 古典装飾調 D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－141A 古典装飾調 D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き
型）

一

D7－141A 古典装飾調 D2－310 テーブル 一

D7－141A 古典装飾調 D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－141A 古典装飾調 D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－141A 古典装飾調 D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－141A 古典装飾調 D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－141A 古典装飾調 D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－141A 古典装飾調 D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－141A 古典装飾調 D2－311 座卓 一

D7－141A 古典装飾調 D2－330 机 一

D7－141A 古典装飾調 D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－141A 古典装飾調 D2－330B 机（片袖型） 一

D7－141A 古典装飾調 D2－330C 机（両袖型） 一

D7－141A 古典装飾調 D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－141A 古典装飾調 D2－330E 机（連設型） 一

D7－141A 古典装飾調 D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－141A 古典装飾調 D2－330G 机（演台型） 一

D7－141A 古典装飾調 D2－331 座り机 一

D7－141A 古典装飾調 D2－332 棚付き机 一

D7－141A 古典装飾調 D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－141A 古典装飾調 D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－141A 古典装飾調 D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－141A 古典装飾調 D2－333 ライティングビューロー 一

D7－141A 古典装飾調 D2－340 カウンター等 一

D7－141A 古典装飾調 D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－141A 古典装飾調 D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－141CA 複数連接型 D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－141CA 複数連接型 D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－141CA 複数連接型 D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一

D7－141CA 複数連接型 D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－141CA 複数連接型 D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－141CA 複数連接型 D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き
型）

一

D7－141CA 複数連接型 D2－310 テーブル 一

D7－141CA 複数連接型 D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－141CA 複数連接型 D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－141CA 複数連接型 D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－141CA 複数連接型 D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－141CA 複数連接型 D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－141CA 複数連接型 D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－141CA 複数連接型 D2－311 座卓 一

D7－141CA 複数連接型 D2－330 机 一
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D7－141CA 複数連接型 D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－141CA 複数連接型 D2－330B 机（片袖型） 一

D7－141CA 複数連接型 D2－330C 机（両袖型） 一

D7－141CA 複数連接型 D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－141CA 複数連接型 D2－330E 机（連設型） 一

D7－141CA 複数連接型 D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－141CA 複数連接型 D2－330G 机（演台型） 一

D7－141CA 複数連接型 D2－331 座り机 一

D7－141CA 複数連接型 D2－332 棚付き机 一

D7－141CA 複数連接型 D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－141CA 複数連接型 D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－141CA 複数連接型 D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－141CA 複数連接型 D2－333 ライティングビューロー 一

D7－141CA 複数連接型 D2－340 カウンター等 一

D7－141CA 複数連接型 D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－141CA 複数連接型 D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き 一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－310 テーブル 一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－311 座卓 一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－330 机 一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－330B 机（片袖型） 一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－330C 机（両袖型） 一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－330E 机（連設型） 一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－330G 机（演台型） 一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－331 座り机 一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－332 棚付き机 一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－333 ライティングビューロー 一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－340 カウンター等 一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－141CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－141DA 甲板四角型 D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一
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D7－141DA 甲板四角型 D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－141DA 甲板四角型 D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－310 テーブル 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－310A テーブル（角天板型） 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－311 座卓 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－330 机 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－330B 机（片袖型） 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－330C 机（両袖型） 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－330E 机（連設型） 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－330G 机（演台型） 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－331 座り机 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－332 棚付き机 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－333 ライティングビューロー 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－340 カウンター等 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－341 カウンター 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－141DA 甲板四角型 D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き
型）

一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－310 テーブル 一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－311 座卓 一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－330 机 一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－330B 机（片袖型） 一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－330C 机（両袖型） 一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－330E 机（連設型） 一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一
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D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－330G 机（演台型） 一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－331 座り机 一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－332 棚付き机 一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－333 ライティングビューロー 一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－340 カウンター等 一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－141DB 甲板丸・楕円型 D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き 一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－310 テーブル 一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－311 座卓 一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－330 机 一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－330B 机（片袖型） 一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－330C 机（両袖型） 一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－330E 机（連設型） 一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－330G 机（演台型） 一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－331 座り机 一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－332 棚付き机 一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－333 ライティングビューロー 一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－340 カウンター等 一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－341 カウンター 一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－141DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き
型）

一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－310 テーブル 一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一
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D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－311 座卓 一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－330 机 一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－330B 机（片袖型） 一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－330C 机（両袖型） 一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－330E 机（連設型） 一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－330G 机（演台型） 一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－331 座り机 一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－332 棚付き机 一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－333 ライティングビューロー 一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－340 カウンター等 一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－141EA 幕板無し D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－141EA 幕板無し D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－141EA 幕板無し D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一

D7－141EA 幕板無し D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－141EA 幕板無し D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－141EA 幕板無し D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き
型）

一

D7－141EA 幕板無し D2－310 テーブル 一

D7－141EA 幕板無し D2－310A テーブル（角天板型） 一

D7－141EA 幕板無し D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－141EA 幕板無し D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－141EA 幕板無し D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－141EA 幕板無し D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－141EA 幕板無し D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－141EA 幕板無し D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－141EA 幕板無し D2－311 座卓 一

D7－141EA 幕板無し D2－330 机 一

D7－141EA 幕板無し D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－141EA 幕板無し D2－330B 机（片袖型） 一

D7－141EA 幕板無し D2－330C 机（両袖型） 一

D7－141EA 幕板無し D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－141EA 幕板無し D2－330E 机（連設型） 一

D7－141EA 幕板無し D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－141EA 幕板無し D2－330G 机（演台型） 一

D7－141EA 幕板無し D2－331 座り机 一

D7－141EA 幕板無し D2－332 棚付き机 一

D7－141EA 幕板無し D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－141EA 幕板無し D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－141EA 幕板無し D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－141EA 幕板無し D2－333 ライティングビューロー 一
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D7－141EA 幕板無し D2－340 カウンター等 一

D7－141EA 幕板無し D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－141EA 幕板無し D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き
型）

一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－310 テーブル 一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－311 座卓 一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－330 机 一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－330B 机（片袖型） 一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－330C 机（両袖型） 一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－330E 机（連設型） 一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－330G 机（演台型） 一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－331 座り机 一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－332 棚付き机 一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－333 ライティングビューロー 一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－340 カウンター等 一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－341 カウンター 一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－141EB 幕板，パーティション有り D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き
型）

一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－310 テーブル 一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－311 座卓 一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－330 机 一
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D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－330B 机（片袖型） 一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－330C 机（両袖型） 一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－330E 机（連設型） 一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－330G 机（演台型） 一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－331 座り机 一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－332 棚付き机 一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－333 ライティングビューロー 一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－340 カウンター等 一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－141F 机下収納棚，引き出し有り D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き 一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－310 テーブル 一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－310A テーブル（角天板型） 一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－311 座卓 一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－330 机 一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－330B 机（片袖型） 一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－330C 机（両袖型） 一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－330E 机（連設型） 一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－330G 机（演台型） 一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－331 座り机 一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－332 棚付き机 一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－333 ライティングビューロー 一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－340 カウンター等 一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－141HA 脚直線状（１本型除く） D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－141HB 脚１本型 D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－141HB 脚１本型 D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一



新→旧

157/373

意匠分類記号
/Ｄターム記号

意匠分類の名称 意匠分類記号 意匠分類の名称 または 移行した物品
移行
方法

旧意匠分類新意匠分類

D7－141HB 脚１本型 D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一

D7－141HB 脚１本型 D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－141HB 脚１本型 D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－141HB 脚１本型 D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き 一

D7－141HB 脚１本型 D2－310 テーブル 一

D7－141HB 脚１本型 D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－141HB 脚１本型 D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－141HB 脚１本型 D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－141HB 脚１本型 D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－141HB 脚１本型 D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－141HB 脚１本型 D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－141HB 脚１本型 D2－311 座卓 一

D7－141HB 脚１本型 D2－330 机 一

D7－141HB 脚１本型 D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－141HB 脚１本型 D2－330B 机（片袖型） 一

D7－141HB 脚１本型 D2－330C 机（両袖型） 一

D7－141HB 脚１本型 D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－141HB 脚１本型 D2－330E 机（連設型） 一

D7－141HB 脚１本型 D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－141HB 脚１本型 D2－330G 机（演台型） 一

D7－141HB 脚１本型 D2－331 座り机 一

D7－141HB 脚１本型 D2－332 棚付き机 一

D7－141HB 脚１本型 D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－141HB 脚１本型 D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－141HB 脚１本型 D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－141HB 脚１本型 D2－333 ライティングビューロー 一

D7－141HB 脚１本型 D2－340 カウンター等 一

D7－141HB 脚１本型 D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－141HB 脚１本型 D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き
型）

一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－310 テーブル 一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－311 座卓 一
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D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－330 机 一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－330B 机（片袖型） 一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－330C 机（両袖型） 一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－330E 机（連設型） 一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－330G 机（演台型） 一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－331 座り机 一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－332 棚付き机 一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－333 ライティングビューロー 一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－340 カウンター等 一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－141J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き
型）

一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－310 テーブル 一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－310A テーブル（角天板型） 一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－311 座卓 一
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D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－330 机 一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－330B 机（片袖型） 一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－330C 机（両袖型） 一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－330E 机（連設型） 一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－330G 机（演台型） 一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－331 座り机 一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－332 棚付き机 一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－333 ライティングビューロー 一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－340 カウンター等 一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し
付き型）

D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－142A 古典装飾調 D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－142A 古典装飾調 D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－142A 古典装飾調 D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一

D7－142A 古典装飾調 D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－142A 古典装飾調 D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－142A 古典装飾調 D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き 一

D7－142A 古典装飾調 D2－310 テーブル 一

D7－142A 古典装飾調 D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－142A 古典装飾調 D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－142A 古典装飾調 D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－142A 古典装飾調 D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－142A 古典装飾調 D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－142A 古典装飾調 D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－142A 古典装飾調 D2－311 座卓 一

D7－142A 古典装飾調 D2－330 机 一

D7－142A 古典装飾調 D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－142A 古典装飾調 D2－330B 机（片袖型） 一

D7－142A 古典装飾調 D2－330C 机（両袖型） 一

D7－142A 古典装飾調 D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－142A 古典装飾調 D2－330E 机（連設型） 一

D7－142A 古典装飾調 D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－142A 古典装飾調 D2－330G 机（演台型） 一

D7－142A 古典装飾調 D2－331 座り机 一
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D7－142A 古典装飾調 D2－332 棚付き机 一

D7－142A 古典装飾調 D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－142A 古典装飾調 D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－142A 古典装飾調 D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－142A 古典装飾調 D2－333 ライティングビューロー 一

D7－142A 古典装飾調 D2－340 カウンター等 一

D7－142A 古典装飾調 D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－142A 古典装飾調 D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－142CA 複数連接型 D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－142CA 複数連接型 D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－142CA 複数連接型 D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一

D7－142CA 複数連接型 D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－142CA 複数連接型 D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－142CA 複数連接型 D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き
型）

一

D7－142CA 複数連接型 D2－310 テーブル 一

D7－142CA 複数連接型 D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－142CA 複数連接型 D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－142CA 複数連接型 D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－142CA 複数連接型 D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－142CA 複数連接型 D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－142CA 複数連接型 D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－142CA 複数連接型 D2－311 座卓 一

D7－142CA 複数連接型 D2－330 机 一

D7－142CA 複数連接型 D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－142CA 複数連接型 D2－330B 机（片袖型） 一

D7－142CA 複数連接型 D2－330C 机（両袖型） 一

D7－142CA 複数連接型 D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－142CA 複数連接型 D2－330E 机（連設型） 一

D7－142CA 複数連接型 D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－142CA 複数連接型 D2－330G 机（演台型） 一

D7－142CA 複数連接型 D2－331 座り机 一

D7－142CA 複数連接型 D2－332 棚付き机 一

D7－142CA 複数連接型 D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－142CA 複数連接型 D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－142CA 複数連接型 D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－142CA 複数連接型 D2－333 ライティングビューロー 一

D7－142CA 複数連接型 D2－340 カウンター等 一

D7－142CA 複数連接型 D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－142CA 複数連接型 D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き
型）

一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－310 テーブル 一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－310C テーブル（不定形天板型） 一
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D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－311 座卓 一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－330 机 一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－330B 机（片袖型） 一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－330C 机（両袖型） 一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－330E 机（連設型） 一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－330G 机（演台型） 一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－331 座り机 一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－332 棚付き机 一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－333 ライティングビューロー 一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－340 カウンター等 一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－142CB 甲板複数（段差又は非連接）型 D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－142DA 甲板四角型 D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－142DA 甲板四角型 D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－142DA 甲板四角型 D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一

D7－142DA 甲板四角型 D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－142DA 甲板四角型 D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－142DA 甲板四角型 D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き
型）

一

D7－142DA 甲板四角型 D2－310 テーブル 一

D7－142DA 甲板四角型 D2－310A テーブル（角天板型） 一

D7－142DA 甲板四角型 D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－142DA 甲板四角型 D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－142DA 甲板四角型 D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－142DA 甲板四角型 D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－142DA 甲板四角型 D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－142DA 甲板四角型 D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－142DA 甲板四角型 D2－311 座卓 一

D7－142DA 甲板四角型 D2－330 机 一

D7－142DA 甲板四角型 D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－142DA 甲板四角型 D2－330B 机（片袖型） 一

D7－142DA 甲板四角型 D2－330C 机（両袖型） 一

D7－142DA 甲板四角型 D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－142DA 甲板四角型 D2－330E 机（連設型） 一

D7－142DA 甲板四角型 D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－142DA 甲板四角型 D2－330G 机（演台型） 一

D7－142DA 甲板四角型 D2－331 座り机 一

D7－142DA 甲板四角型 D2－332 棚付き机 一

D7－142DA 甲板四角型 D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－142DA 甲板四角型 D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－142DA 甲板四角型 D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－142DA 甲板四角型 D2－333 ライティングビューロー 一

D7－142DA 甲板四角型 D2－340 カウンター等 一

D7－142DA 甲板四角型 D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－142DA 甲板四角型 D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一
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D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き
型）

一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－310 テーブル 一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－311 座卓 一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－330 机 一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－330B 机（片袖型） 一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－330C 机（両袖型） 一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－330E 机（連設型） 一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－330G 机（演台型） 一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－331 座り机 一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－332 棚付き机 一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－333 ライティングビューロー 一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－340 カウンター等 一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－142DB 甲板丸・楕円型 D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き
型）

一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－310 テーブル 一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－311 座卓 一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－330 机 一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－330B 机（片袖型） 一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－330C 机（両袖型） 一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－330D 机（組合せ型） 一
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D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－330E 机（連設型） 一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－330G 机（演台型） 一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－331 座り机 一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－332 棚付き机 一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－333 ライティングビューロー 一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－340 カウンター等 一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－142DC 甲板変形（Ｌ字，コの字等） D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き
型）

一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－310 テーブル 一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－311 座卓 一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－330 机 一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－330B 机（片袖型） 一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－330C 机（両袖型） 一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－330E 机（連設型） 一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－330G 机（演台型） 一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－331 座り机 一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－332 棚付き机 一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－333 ライティングビューロー 一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－340 カウンター等 一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－142EA 幕板無し D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－142EA 幕板無し D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－142EA 幕板無し D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一

D7－142EA 幕板無し D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－142EA 幕板無し D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－142EA 幕板無し D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き
型）

一

D7－142EA 幕板無し D2－310 テーブル 一
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D7－142EA 幕板無し D2－310A テーブル（角天板型） 一

D7－142EA 幕板無し D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－142EA 幕板無し D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－142EA 幕板無し D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－142EA 幕板無し D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－142EA 幕板無し D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－142EA 幕板無し D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－142EA 幕板無し D2－311 座卓 一

D7－142EA 幕板無し D2－330 机 一

D7－142EA 幕板無し D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－142EA 幕板無し D2－330B 机（片袖型） 一

D7－142EA 幕板無し D2－330C 机（両袖型） 一

D7－142EA 幕板無し D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－142EA 幕板無し D2－330E 机（連設型） 一

D7－142EA 幕板無し D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－142EA 幕板無し D2－330G 机（演台型） 一

D7－142EA 幕板無し D2－331 座り机 一

D7－142EA 幕板無し D2－332 棚付き机 一

D7－142EA 幕板無し D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－142EA 幕板無し D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－142EA 幕板無し D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－142EA 幕板無し D2－333 ライティングビューロー 一

D7－142EA 幕板無し D2－340 カウンター等 一

D7－142EA 幕板無し D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－142EA 幕板無し D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き 一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－310 テーブル 一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－311 座卓 一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－330 机 一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－330B 机（片袖型） 一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－330C 机（両袖型） 一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－330E 机（連設型） 一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－330G 机（演台型） 一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－331 座り机 一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－332 棚付き机 一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一
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D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－333 ライティングビューロー 一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－340 カウンター等 一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－142EB 幕板・パーティション有り D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－142FA 机上棚有り D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－142FA 机上棚有り D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－142FA 机上棚有り D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一

D7－142FA 机上棚有り D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－142FA 机上棚有り D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－142FA 机上棚有り D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き 一

D7－142FA 机上棚有り D2－310 テーブル 一

D7－142FA 机上棚有り D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－142FA 机上棚有り D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－142FA 机上棚有り D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－142FA 机上棚有り D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－142FA 机上棚有り D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－142FA 机上棚有り D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－142FA 机上棚有り D2－311 座卓 一

D7－142FA 机上棚有り D2－330 机 一

D7－142FA 机上棚有り D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－142FA 机上棚有り D2－330B 机（片袖型） 一

D7－142FA 机上棚有り D2－330C 机（両袖型） 一

D7－142FA 机上棚有り D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－142FA 机上棚有り D2－330E 机（連設型） 一

D7－142FA 机上棚有り D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－142FA 机上棚有り D2－330G 机（演台型） 一

D7－142FA 机上棚有り D2－331 座り机 一

D7－142FA 机上棚有り D2－332 棚付き机 一

D7－142FA 机上棚有り D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－142FA 机上棚有り D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－142FA 机上棚有り D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－142FA 机上棚有り D2－333 ライティングビューロー 一

D7－142FA 机上棚有り D2－340 カウンター等 一

D7－142FA 机上棚有り D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－142FA 机上棚有り D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－142FB 机上棚無し D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－142FB 机上棚無し D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－142FB 机上棚無し D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一

D7－142FB 机上棚無し D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－142FB 机上棚無し D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－142FB 机上棚無し D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き
型）

一

D7－142FB 机上棚無し D2－310 テーブル 一

D7－142FB 机上棚無し D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－142FB 机上棚無し D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－142FB 机上棚無し D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－142FB 机上棚無し D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－142FB 机上棚無し D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－142FB 机上棚無し D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－142FB 机上棚無し D2－311 座卓 一

D7－142FB 机上棚無し D2－330 机 一
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D7－142FB 机上棚無し D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－142FB 机上棚無し D2－330B 机（片袖型） 一

D7－142FB 机上棚無し D2－330C 机（両袖型） 一

D7－142FB 机上棚無し D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－142FB 机上棚無し D2－330E 机（連設型） 一

D7－142FB 机上棚無し D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－142FB 机上棚無し D2－330G 机（演台型） 一

D7－142FB 机上棚無し D2－331 座り机 一

D7－142FB 机上棚無し D2－332 棚付き机 一

D7－142FB 机上棚無し D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－142FB 机上棚無し D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－142FB 机上棚無し D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－142FB 机上棚無し D2－333 ライティングビューロー 一

D7－142FB 机上棚無し D2－340 カウンター等 一

D7－142FB 机上棚無し D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－142FB 机上棚無し D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き 一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－310 テーブル 一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－311 座卓 一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－330 机 一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－330B 机（片袖型） 一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－330C 机（両袖型） 一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－330E 机（連設型） 一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－330G 机（演台型） 一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－331 座り机 一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－332 棚付き机 一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－333 ライティングビューロー 一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－340 カウンター等 一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－142GA 袖引き出し有り D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一
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D7－142GB 袖引き出し無し D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き 一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－310 テーブル 一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－310A テーブル（角天板型） 一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－311 座卓 一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－330 机 一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－330B 机（片袖型） 一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－330C 机（両袖型） 一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－330E 机（連設型） 一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－330G 机（演台型） 一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－331 座り机 一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－332 棚付き机 一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－333 ライティングビューロー 一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－340 カウンター等 一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－142GB 袖引き出し無し D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き
型）

一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－310 テーブル 一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－310A テーブル（角天板型） 一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－311 座卓 一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－330 机 一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－330B 机（片袖型） 一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－330C 机（両袖型） 一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－330E 机（連設型） 一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一
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D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－330G 机（演台型） 一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－331 座り机 一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－332 棚付き机 一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－333 ライティングビューロー 一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－340 カウンター等 一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－142GC 袖以外の机下収納有り D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－142H 脚直線状のみ D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－142H 脚直線状のみ D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－142H 脚直線状のみ D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一

D7－142H 脚直線状のみ D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－142H 脚直線状のみ D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－142H 脚直線状のみ D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き 一

D7－142H 脚直線状のみ D2－310 テーブル 一

D7－142H 脚直線状のみ D2－310A テーブル（角天板型） 一

D7－142H 脚直線状のみ D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－142H 脚直線状のみ D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－142H 脚直線状のみ D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－142H 脚直線状のみ D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－142H 脚直線状のみ D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－142H 脚直線状のみ D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－142H 脚直線状のみ D2－311 座卓 一

D7－142H 脚直線状のみ D2－330 机 一

D7－142H 脚直線状のみ D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－142H 脚直線状のみ D2－330B 机（片袖型） 一

D7－142H 脚直線状のみ D2－330C 机（両袖型） 一

D7－142H 脚直線状のみ D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－142H 脚直線状のみ D2－330E 机（連設型） 一

D7－142H 脚直線状のみ D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－142H 脚直線状のみ D2－330G 机（演台型） 一

D7－142H 脚直線状のみ D2－331 座り机 一

D7－142H 脚直線状のみ D2－332 棚付き机 一

D7－142H 脚直線状のみ D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－142H 脚直線状のみ D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－142H 脚直線状のみ D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－142H 脚直線状のみ D2－333 ライティングビューロー 一

D7－142H 脚直線状のみ D2－340 カウンター等 一

D7－142H 脚直線状のみ D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－142H 脚直線状のみ D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－01 いす付き机，腰掛け付きテーブル等 一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－01A いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（多方向付き型）

一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－01B いす付き机，腰掛け付きテーブル等，い
す（単一方向付き型）

一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－02 収納棚付き机，机付き収納棚等 一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－30A テーブル・机・カウンター等（会議用テーブ
ル型）

一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－30C テーブル，机，カウンター等（こんろ付き
型）

一
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D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－310 テーブル 一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－310AA テーブル（角天板型・一本脚） 一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－310AB テーブル（角天板型・二本脚） 一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－310B テーブル（丸天板型） 一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－310C テーブル（不定形天板型） 一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－310D テーブル（Ｘ脚型） 一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－310E テーブル（他物品付き型） 一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－311 座卓 一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－330 机 一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－330A 机（袖無し型） 一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－330B 机（片袖型） 一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－330C 机（両袖型） 一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－330D 机（組合せ型） 一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－330E 机（連設型） 一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－330F 机（閲覧台型及び記載台型） 一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－330G 机（演台型） 一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－331 座り机 一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－332 棚付き机 一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－332A 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－332B 棚付き机（側方部本棚付き型） 一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－332C 棚付き机（机部格納型） 一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－333 ライティングビューロー 一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－340 カウンター等 一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－341A カウンター（収納棚組込み型） 一

D7－142J 他物品付き（収納部，間仕切り，いす以外
付き）

D2－341B カウンター（テーブル二段型） 一

D7－190 テーブル，机，カウンター等部品及び付属 D2－390 テーブル，机，カウンター等部品及び付属 一

D7－191 テーブル，机，カウンター等の脚 D2－391 テーブル，机，カウンター等の脚 全

D7－191 テーブル，机，カウンター等の脚 D2－391A テーブル，机，カウンター等の脚（複合自
立型）

全

D7－191A 複合自立型 D2－391A テーブル，机，カウンター等の脚（複合自
立型）

全

D7－192 テーブル，机，カウンター等の甲板 D2－392 テーブル，机，カウンター等の甲板 全

D7－200 腰掛け，いす等 D2－10 腰掛け，いす等 一

D7－200 腰掛け，いす等 D2－11 脇息 全

D7－201 座いす D2－12 座いす 全

D7－202 正座用いす・腰掛け D2－10 腰掛け，いす等 一

D7－203 柵・囲い兼用型腰掛け D2－10 腰掛け，いす等 一

D7－204 一組のいすセット D2－10 ※一組のいすセット 一
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D7－21 一人掛け腰掛け，足載せ台 D2－13 腰掛け 全

D7－21 一人掛け腰掛け，足載せ台 D2－13A 腰掛け（一人掛け型） 一

D7－21 一人掛け腰掛け，足載せ台 D2－13AA 腰掛け（一人掛け型・折り畳み） 全

D7－21 一人掛け腰掛け，足載せ台 D2－13AB 腰掛け（一人掛け型・回転） 全

D7－21 一人掛け腰掛け，足載せ台 D2－13C 腰掛け（連結型） 一

D7－21 一人掛け腰掛け，足載せ台 D2－13D 腰掛け（台付き型） 一

D7－21AA 古典装飾調 D2－13 腰掛け 一

D7－21AA 古典装飾調 D2－13A 腰掛け（一人掛け型） 一

D7－21AA 古典装飾調 D2－13AA 腰掛け（一人掛け型・折り畳み） 一

D7－21AA 古典装飾調 D2－13AB 腰掛け（一人掛け型・回転） 一

D7－21AA 古典装飾調 D2－13D 腰掛け（台付き型） 一

D7－21AB 籐製 D2－13 腰掛け 一

D7－21AB 籐製 D2－13A 腰掛け（一人掛け型） 一

D7－21AB 籐製 D2－13AA 腰掛け（一人掛け型・折り畳み） 一

D7－21AB 籐製 D2－13AB 腰掛け（一人掛け型・回転） 一

D7－21AB 籐製 D2－13D 腰掛け（台付き型） 一

D7－21AC 特殊造形型 D2－13 腰掛け 一

D7－21AC 特殊造形型 D2－13A 腰掛け（一人掛け型） 一

D7－21AC 特殊造形型 D2－13AA 腰掛け（一人掛け型・折り畳み） 一

D7－21AC 特殊造形型 D2－13AB 腰掛け（一人掛け型・回転） 一

D7－21AC 特殊造形型 D2－13D 腰掛け（台付き型） 一

D7－21CA 折畳み型 D2－13AA 腰掛け（一人掛け型・折り畳み） 全

D7－21CB 座はね上げ型 D2－13 腰掛け 一

D7－21CB 座はね上げ型 D2－13A 腰掛け（一人掛け型） 一

D7－21CB 座はね上げ型 D2－13C 腰掛け（連結型） 一

D7－21CB 座はね上げ型 D2－13D 腰掛け（台付き型） 一

D7－21D 脚変形型 D2－13 腰掛け 一

D7－21D 脚変形型 D2－13A 腰掛け（一人掛け型） 一

D7－21D 脚変形型 D2－13D 腰掛け（台付き型） 一

D7－21DA 脚フレーム構成型 D2－13 腰掛け 一

D7－21DA 脚フレーム構成型 D2－13A 腰掛け（一人掛け型） 一

D7－21DA 脚フレーム構成型 D2－13D 腰掛け（台付き） 一

D7－21DB 脚複数垂直棒状型 D2－13 腰掛け 一

D7－21DB 脚複数垂直棒状型 D2－13A 腰掛け（一人掛け型） 一

D7－21DB 脚複数垂直棒状型 D2－13D 腰掛け（台付き型） 一

D7－21DC 脚基部放射状型 D2－13AB 腰掛け（一人掛け・回転） 全

D7－21DD 脚板状または無垢状型 D2－13 腰掛け 一

D7－21DD 脚板状または無垢状型 D2－13A 腰掛け（一人掛け型） 一

D7－21DD 脚板状または無垢状型 D2－13D 腰掛け（台付き） 一

D7－21J 台付き D2－13D 腰掛け（台付き型） 一

D7－22 一人掛けいす D2－14 いす 全

D7－22 一人掛けいす D2－14A いす（一人掛け四脚型） 一

D7－22 一人掛けいす D2－14AA いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 一

D7－22 一人掛けいす D2－14B いす（一人掛け変脚型） 一

D7－22 一人掛けいす D2－14BA いす（一人掛け変脚型・肘掛け付き） 一

D7－22 一人掛けいす D2－14C いす（一人掛け回転型） 全

D7－22 一人掛けいす D2－14CA いす（一人掛け回転型・肘掛け付き） 全

D7－22 一人掛けいす D2－14D いす（一人掛け座脚一体無垢型） 全

D7－22 一人掛けいす D2－14DA いす（一人掛け座脚一体無垢型・肘掛け
付き）

全

D7－22 一人掛けいす D2－14E いす（一人掛け無垢肘掛け型） 全

D7－22 一人掛けいす D2－14G いす（折畳み型） 一

D7－22 一人掛けいす D2－14GA いす（折畳み型・肘掛け付き） 一

D7－22 一人掛けいす D2－14J いす（寝いす型） 全
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D7－22 一人掛けいす D2－14K いす（揺りいす型） 全

D7－22 一人掛けいす D2－14L いす（台付き型） 一

D7－22 一人掛けいす D2－14LA いす（台付き折畳み型） 一

D7－22AA 古典装飾調 D2－14 いす 一

D7－22AA 古典装飾調 D2－14A いす（一人掛け四脚型） 一

D7－22AA 古典装飾調 D2－14AA いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 一

D7－22AA 古典装飾調 D2－14B いす（一人掛け変脚型） 一

D7－22AA 古典装飾調 D2－14BA いす（一人掛け変脚型・肘掛け付き） 一

D7－22AA 古典装飾調 D2－14C いす（一人掛け回転型） 一

D7－22AA 古典装飾調 D2－14CA いす（一人掛け回転型・肘掛け付き） 一

D7－22AA 古典装飾調 D2－14D いす（一人掛け座脚一体無垢型） 一

D7－22AA 古典装飾調 D2－14DA いす（一人掛け座脚一体無垢型・肘掛け
付き）

一

D7－22AA 古典装飾調 D2－14E いす（一人掛け無垢肘掛け型） 一

D7－22AA 古典装飾調 D2－14G いす（折畳み型） 一

D7－22AA 古典装飾調 D2－14GA いす（折畳み型・肘掛け付き） 一

D7－22AA 古典装飾調 D2－14J いす（寝いす型） 一

D7－22AA 古典装飾調 D2－14K いす（揺りいす型） 一

D7－22AA 古典装飾調 D2－14L いす（台付き型） 一

D7－22AA 古典装飾調 D2－14LA いす（台付き折畳み型） 一

D7－22AB 籐製 D2－14 いす 一

D7－22AB 籐製 D2－14A いす（一人掛け四脚型） 一

D7－22AB 籐製 D2－14AA いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 一

D7－22AB 籐製 D2－14B いす（一人掛け変脚型） 一

D7－22AB 籐製 D2－14BA いす（一人掛け変脚型・肘掛け付き） 一

D7－22AB 籐製 D2－14C いす（一人掛け回転型） 一

D7－22AB 籐製 D2－14CA いす（一人掛け回転型・肘掛け付き） 一

D7－22AB 籐製 D2－14D いす（一人掛け座脚一体無垢型） 一

D7－22AB 籐製 D2－14DA いす（一人掛け座脚一体無垢型・肘掛け
付き）

一

D7－22AB 籐製 D2－14E いす（一人掛け無垢肘掛け型） 一

D7－22AB 籐製 D2－14G いす（折畳み型） 一

D7－22AB 籐製 D2－14GA いす（折畳み型・肘掛け付き） 一

D7－22AB 籐製 D2－14J いす（寝いす型） 一

D7－22AB 籐製 D2－14K いす（揺りいす型） 一

D7－22AB 籐製 D2－14L いす（台付き型） 一

D7－22AB 籐製 D2－14LA いす（台付き折畳み型） 一

D7－22AC 特殊造形型 D2－14 いす 一

D7－22AC 特殊造形型 D2－14A いす（一人掛け四脚型） 一

D7－22AC 特殊造形型 D2－14AA いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 一

D7－22AC 特殊造形型 D2－14B いす（一人掛け変脚型） 一

D7－22AC 特殊造形型 D2－14BA いす（一人掛け変脚型・肘掛け付き） 一

D7－22AC 特殊造形型 D2－14C いす（一人掛け回転型） 一

D7－22AC 特殊造形型 D2－14CA いす（一人掛け回転型・肘掛け付き） 一

D7－22AC 特殊造形型 D2－14D いす（一人掛け座脚一体無垢型） 一

D7－22AC 特殊造形型 D2－14DA いす（一人掛け座脚一体無垢型・肘掛け
付き）

一

D7－22AC 特殊造形型 D2－14E いす（一人掛け無垢肘掛け型） 一

D7－22AC 特殊造形型 D2－14G いす（折畳み型） 一

D7－22AC 特殊造形型 D2－14GA いす（折畳み型・肘掛け付き） 一

D7－22AC 特殊造形型 D2－14J いす（寝いす型） 一

D7－22AC 特殊造形型 D2－14K いす（揺りいす型） 一

D7－22AC 特殊造形型 D2－14L いす（台付き型） 一

D7－22AC 特殊造形型 D2－14LA いす（台付き折畳み型） 一

D7－22CA 折畳み型 D2－14 いす 一
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D7－22CA 折畳み型 D2－14A いす（一人掛け四脚型） 一

D7－22CA 折畳み型 D2－14AA いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 一

D7－22CA 折畳み型 D2－14B いす（一人掛け変脚型） 一

D7－22CA 折畳み型 D2－14BA いす（一人掛け変脚型・肘掛け付き） 一

D7－22CA 折畳み型 D2－14C いす（一人掛け回転型） 一

D7－22CA 折畳み型 D2－14CA いす（一人掛け回転型・肘掛け付き） 一

D7－22CA 折畳み型 D2－14D いす（一人掛け座脚一体無垢型） 一

D7－22CA 折畳み型 D2－14DA いす（一人掛け座脚一体無垢型・肘掛け
付き）

一

D7－22CA 折畳み型 D2－14E いす（一人掛け無垢肘掛け型） 一

D7－22CA 折畳み型 D2－14G いす（折畳み型） 一

D7－22CA 折畳み型 D2－14GA いす（折畳み型・肘掛け付き） 一

D7－22CA 折畳み型 D2－14J いす（寝いす型） 一

D7－22CA 折畳み型 D2－14K いす（揺りいす型） 一

D7－22CA 折畳み型 D2－14L いす（台付き型） 一

D7－22CA 折畳み型 D2－14LA いす（台付き折畳み型） 一

D7－22CB 座はね上げ型 D2－14 いす 一

D7－22CB 座はね上げ型 D2－14A いす（一人掛け四脚型） 一

D7－22CB 座はね上げ型 D2－14AA いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 一

D7－22CB 座はね上げ型 D2－14B いす（一人掛け変脚型） 一

D7－22CB 座はね上げ型 D2－14BA いす（一人掛け変脚型・肘掛け付き） 一

D7－22CB 座はね上げ型 D2－14C いす（一人掛け回転型） 一

D7－22CB 座はね上げ型 D2－14CA いす（一人掛け回転型・肘掛け付き） 一

D7－22CB 座はね上げ型 D2－14D いす（一人掛け座脚一体無垢型） 一

D7－22CB 座はね上げ型 D2－14DA いす（一人掛け座脚一体無垢型・肘掛け
付き）

一

D7－22CB 座はね上げ型 D2－14E いす（一人掛け無垢肘掛け型） 一

D7－22CB 座はね上げ型 D2－14G いす（折畳み型） 一

D7－22CB 座はね上げ型 D2－14GA いす（折畳み型・肘掛け付き） 一

D7－22CB 座はね上げ型 D2－14J いす（寝いす型） 一

D7－22CB 座はね上げ型 D2－14K いす（揺りいす型） 一

D7－22CB 座はね上げ型 D2－14L いす（台付き型） 一

D7－22CB 座はね上げ型 D2－14LA いす（台付き折畳み型） 一

D7－22CC 寝いす型 D2－14 いす 一

D7－22CC 寝いす型 D2－14A いす（一人掛け四脚型） 一

D7－22CC 寝いす型 D2－14AA いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 一

D7－22CC 寝いす型 D2－14B いす（一人掛け変脚型） 一

D7－22CC 寝いす型 D2－14BA いす（一人掛け変脚型・肘掛け付き） 一

D7－22CC 寝いす型 D2－14C いす（一人掛け回転型） 一

D7－22CC 寝いす型 D2－14CA いす（一人掛け回転型・肘掛け付き） 一

D7－22CC 寝いす型 D2－14D いす（一人掛け座脚一体無垢型） 一

D7－22CC 寝いす型 D2－14DA いす（一人掛け座脚一体無垢型・肘掛け
付き）

一

D7－22CC 寝いす型 D2－14E いす（一人掛け無垢肘掛け型） 一

D7－22CC 寝いす型 D2－14G いす（折畳み型） 一

D7－22CC 寝いす型 D2－14GA いす（折畳み型・肘掛け付き） 一

D7－22CC 寝いす型 D2－14J いす（寝いす型） 一

D7－22CC 寝いす型 D2－14K いす（揺りいす型） 一

D7－22CC 寝いす型 D2－14L いす（台付き型） 一

D7－22CC 寝いす型 D2－14LA いす（台付き折畳み型） 一

D7－22D 脚変形型 D2－14 いす 一

D7－22D 脚変形型 D2－14A いす（一人掛け四脚型） 一

D7－22D 脚変形型 D2－14AA いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 一

D7－22D 脚変形型 D2－14B いす（一人掛け変脚型） 一

D7－22D 脚変形型 D2－14BA いす（一人掛け変脚型・肘掛け付き） 一
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D7－22D 脚変形型 D2－14C いす（一人掛け回転型） 一

D7－22D 脚変形型 D2－14CA いす（一人掛け回転型・肘掛け付き） 一

D7－22D 脚変形型 D2－14D いす（一人掛け座脚一体無垢型） 一

D7－22D 脚変形型 D2－14DA いす（一人掛け座脚一体無垢型・肘掛け
付き）

一

D7－22D 脚変形型 D2－14E いす（一人掛け無垢肘掛け型） 一

D7－22D 脚変形型 D2－14G いす（折畳み型） 一

D7－22D 脚変形型 D2－14GA いす（折畳み型・肘掛け付き） 一

D7－22D 脚変形型 D2－14J いす（寝いす型） 一

D7－22D 脚変形型 D2－14K いす（揺りいす型） 一

D7－22D 脚変形型 D2－14L いす（台付き型） 一

D7－22D 脚変形型 D2－14LA いす（台付き折畳み型） 一

D7－22DA 脚フレーム構成型 D2－14 いす 一

D7－22DA 脚フレーム構成型 D2－14A いす（一人掛け四脚型） 一

D7－22DA 脚フレーム構成型 D2－14AA いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 一

D7－22DA 脚フレーム構成型 D2－14B いす（一人掛け変脚型） 一

D7－22DA 脚フレーム構成型 D2－14BA いす（一人掛け変脚型・肘掛け付き） 一

D7－22DA 脚フレーム構成型 D2－14C いす（一人掛け回転型） 一

D7－22DA 脚フレーム構成型 D2－14CA いす（一人掛け回転型・肘掛け付き） 一

D7－22DA 脚フレーム構成型 D2－14D いす（一人掛け座脚一体無垢型） 一

D7－22DA 脚フレーム構成型 D2－14DA いす（一人掛け座脚一体無垢型・肘掛け
付き）

一

D7－22DA 脚フレーム構成型 D2－14E いす（一人掛け無垢肘掛け型） 一

D7－22DA 脚フレーム構成型 D2－14G いす（折畳み型） 一

D7－22DA 脚フレーム構成型 D2－14GA いす（折畳み型・肘掛け付き） 一

D7－22DA 脚フレーム構成型 D2－14J いす（寝いす型） 一

D7－22DA 脚フレーム構成型 D2－14K いす（揺りいす型） 一

D7－22DA 脚フレーム構成型 D2－14L いす（台付き型） 一

D7－22DA 脚フレーム構成型 D2－14LA いす（台付き折畳み型） 一

D7－22DB 脚複数垂直棒状型 D2－14 いす 一

D7－22DB 脚複数垂直棒状型 D2－14A いす（一人掛け四脚型） 一

D7－22DB 脚複数垂直棒状型 D2－14AA いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 一

D7－22DB 脚複数垂直棒状型 D2－14B いす（一人掛け変脚型） 一

D7－22DB 脚複数垂直棒状型 D2－14BA いす（一人掛け変脚型・肘掛け付き） 一

D7－22DB 脚複数垂直棒状型 D2－14C いす（一人掛け回転型） 一

D7－22DB 脚複数垂直棒状型 D2－14CA いす（一人掛け回転型・肘掛け付き） 一

D7－22DB 脚複数垂直棒状型 D2－14D いす（一人掛け座脚一体無垢型） 一

D7－22DB 脚複数垂直棒状型 D2－14DA いす（一人掛け座脚一体無垢型・肘掛け
付き）

一

D7－22DB 脚複数垂直棒状型 D2－14E いす（一人掛け無垢肘掛け型） 一

D7－22DB 脚複数垂直棒状型 D2－14G いす（折畳み型） 一

D7－22DB 脚複数垂直棒状型 D2－14GA いす（折畳み型・肘掛け付き） 一

D7－22DB 脚複数垂直棒状型 D2－14J いす（寝いす型） 一

D7－22DB 脚複数垂直棒状型 D2－14K いす（揺りいす型） 一

D7－22DB 脚複数垂直棒状型 D2－14L いす（台付き型） 一

D7－22DB 脚複数垂直棒状型 D2－14LA いす（台付き折畳み型） 一

D7－22DC 脚基部放射状脚型 D2－14 いす 一

D7－22DC 脚基部放射状脚型 D2－14A いす（一人掛け四脚型） 一

D7－22DC 脚基部放射状脚型 D2－14AA いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 一

D7－22DC 脚基部放射状脚型 D2－14B いす（一人掛け変脚型） 一

D7－22DC 脚基部放射状脚型 D2－14BA いす（一人掛け変脚型・肘掛け付き） 一

D7－22DC 脚基部放射状脚型 D2－14C いす（一人掛け回転型） 一

D7－22DC 脚基部放射状脚型 D2－14CA いす（一人掛け回転型・肘掛け付き） 一

D7－22DC 脚基部放射状脚型 D2－14D いす（一人掛け座脚一体無垢型） 一



新→旧

174/373

意匠分類記号
/Ｄターム記号

意匠分類の名称 意匠分類記号 意匠分類の名称 または 移行した物品
移行
方法

旧意匠分類新意匠分類

D7－22DC 脚基部放射状脚型 D2－14DA いす（一人掛け座脚一体無垢型・肘掛け
付き）

一

D7－22DC 脚基部放射状脚型 D2－14E いす（一人掛け無垢肘掛け型） 一

D7－22DC 脚基部放射状脚型 D2－14G いす（折畳み型） 一

D7－22DC 脚基部放射状脚型 D2－14GA いす（折畳み型・肘掛け付き） 一

D7－22DC 脚基部放射状脚型 D2－14J いす（寝いす型） 一

D7－22DC 脚基部放射状脚型 D2－14K いす（揺りいす型） 一

D7－22DC 脚基部放射状脚型 D2－14L いす（台付き型） 一

D7－22DC 脚基部放射状脚型 D2－14LA いす（台付き折畳み型） 一

D7－22DD 脚板状または無垢状型 D2－14 いす 一

D7－22DD 脚板状または無垢状型 D2－14A いす（一人掛け四脚型） 一

D7－22DD 脚板状または無垢状型 D2－14AA いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 一

D7－22DD 脚板状または無垢状型 D2－14B いす（一人掛け変脚型） 一

D7－22DD 脚板状または無垢状型 D2－14BA いす（一人掛け変脚型・肘掛け付き） 一

D7－22DD 脚板状または無垢状型 D2－14C いす（一人掛け回転型） 一

D7－22DD 脚板状または無垢状型 D2－14CA いす（一人掛け回転型・肘掛け付き） 一

D7－22DD 脚板状または無垢状型 D2－14D いす（一人掛け座脚一体無垢型） 一

D7－22DD 脚板状または無垢状型 D2－14DA いす（一人掛け座脚一体無垢型・肘掛け
付き）

一

D7－22DD 脚板状または無垢状型 D2－14E いす（一人掛け無垢肘掛け型） 一

D7－22DD 脚板状または無垢状型 D2－14G いす（折畳み型） 一

D7－22DD 脚板状または無垢状型 D2－14GA いす（折畳み型・肘掛け付き） 一

D7－22DD 脚板状または無垢状型 D2－14J いす（寝いす型） 一

D7－22DD 脚板状または無垢状型 D2－14K いす（揺りいす型） 一

D7－22DD 脚板状または無垢状型 D2－14L いす（台付き型） 一

D7－22DD 脚板状または無垢状型 D2－14LA いす（台付き折畳み型） 一

D7－22H 肘掛け付き D2－14 いす 一

D7－22H 肘掛け付き D2－14AA いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 一

D7－22H 肘掛け付き D2－14BA いす（一人掛け変脚型・肘掛け付き） 一

D7－22H 肘掛け付き D2－14CA いす（一人掛け回転型・肘掛け付き） 一

D7－22H 肘掛け付き D2－14DA いす（一人掛け座脚一体無垢型・肘掛け
付き）

一

D7－22H 肘掛け付き D2－14E いす（一人掛け無垢肘掛け型） 一

D7－22H 肘掛け付き D2－14GA いす（折畳み型・肘掛け付き） 一

D7－22H 肘掛け付き D2－14J いす（寝いす型） 一

D7－22H 肘掛け付き D2－14K いす（揺りいす型） 一

D7－22H 肘掛け付き D2－14L いす（台付き型） 一

D7－22H 肘掛け付き D2－14LA いす（台付き折畳み型） 一

D7－22J 台付き D2－14L いす（台付き型） 一

D7－22J 台付き D2－14LA いす（台付き折畳み型） 一

D7－23 複数掛け腰掛け D2－13B 腰掛け（長腰掛け型） 全

D7－23 複数掛け腰掛け D2－13BA 腰掛け（長腰掛け型・折畳み） 全

D7－23 複数掛け腰掛け D2－13C 腰掛け（連結型） 一

D7－23 複数掛け腰掛け D2－13D 腰掛け（台付き型） 一

D7－23AA 古典装飾調 D2－13B 腰掛け（長腰掛け型） 一

D7－23AA 古典装飾調 D2－13BA 腰掛け（長越掛け型・折り畳み） 一

D7－23AA 古典装飾調 D2－13C 腰掛け（連結型） 一

D7－23AA 古典装飾調 D2－13D 腰掛け（台付き型） 一

D7－23AB 籐製 D2－13B 腰掛け（長腰掛け型） 一

D7－23AB 籐製 D2－13BA 腰掛け（長腰掛け型・折り畳み） 一

D7－23AB 籐製 D2－13C 腰掛け（連結型） 一

D7－23AB 籐製 D2－13D 腰掛け（台付き型） 一

D7－23AC 特殊造形型 D2－13B 腰掛け（長腰掛け型） 一

D7－23AC 特殊造形型 D2－13BA 腰掛け（長腰掛け型・折り畳み） 一

D7－23AC 特殊造形型 D2－13C 腰掛け（連結型） 一
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D7－23AC 特殊造形型 D2－13D 腰掛け（台付き型） 一

D7－23CA 折畳み型 D2－13BA 腰掛け（長腰掛け型・折り畳み） 全

D7－23CB 座部はね上げ型 D2－13B 腰掛け（長腰掛け型） 一

D7－23CB 座部はね上げ型 D2－13C 腰掛け（連結型） 一

D7－23CD 座部クッション型 D2－13B 腰掛け（長腰掛け型） 一

D7－23CD 座部クッション型 D2－13C 腰掛け（連結型） 一

D7－23CD 座部クッション型 D2－13D 腰掛け（台付き型） 一

D7－23EA 座部全体長方形・座面分離型 D2－13B 腰掛け（長腰掛け型） 一

D7－23EA 座部全体長方形・座面分離型 D2－13C 腰掛け（連結型） 一

D7－23EA 座部全体長方形・座面分離型 D2－13D 腰掛け（台付き型） 一

D7－23EB 座部全体長方形・座面一体型 D2－13B 腰掛け（長腰掛け型） 一

D7－23EB 座部全体長方形・座面一体型 D2－13D 腰掛け（台付き型） 一

D7－23J 台付き D2－13D 腰掛け（台付き型） 一

D7－24 複数掛けいす D2－10A 腰掛け，いす等（ベッド兼用型） 全

D7－24 複数掛けいす D2－10B 腰掛け，いす等（マットレス兼用型） 全

D7－24 複数掛けいす D2－14F いす（長いす型） 全

D7－24 複数掛けいす D2－14FA いす（長いす型・肘掛け付き） 全

D7－24 複数掛けいす D2－14FAA いす（長いす型・無垢肘掛け付き） 全

D7－24 複数掛けいす D2－14G いす（折り畳み型） 一

D7－24 複数掛けいす D2－14GA いす（折り畳み型・肘掛け付き） 一

D7－24 複数掛けいす D2－14H いす（連結型） 全

D7－24 複数掛けいす D2－14HA いす（連結型・肘掛け付き） 全

D7－24 複数掛けいす D2－14HB いす（連結折畳み型） 全

D7－24 複数掛けいす D2－14HBA いす（連結折畳み型・肘掛け付き） 全

D7－24 複数掛けいす D2－14L いす（台付き型） 一

D7－24 複数掛けいす D2－14LA いす（台付き折畳み型） 一

D7－24AA 古典装飾調 D2－10A 腰掛け，いす等（ベッド兼用型） 一

D7－24AA 古典装飾調 D2－10B 腰掛け，いす等（マットレス兼用型） 一

D7－24AA 古典装飾調 D2－14F いす（長いす型） 一

D7－24AA 古典装飾調 D2－14FA いす（長いす型・肘掛け付き） 一

D7－24AA 古典装飾調 D2－14FAA いす（長いす型・無垢肘掛け付き） 一

D7－24AA 古典装飾調 D2－14H いす（連結型） 一

D7－24AA 古典装飾調 D2－14HA いす（連結型・肘掛け付き） 一

D7－24AA 古典装飾調 D2－14HB いす（連結折畳み型） 一

D7－24AA 古典装飾調 D2－14HBA いす（連結折畳み型・肘掛け付き） 一

D7－24AA 古典装飾調 D2－14L いす（台付き型） 一

D7－24AA 古典装飾調 D2－14LA いす（台付き折畳み型） 一

D7－24AB 籐製 D2－10A 腰掛け，いす等（ベッド兼用型） 一

D7－24AB 籐製 D2－10B 腰掛け，いす等（マットレス兼用型） 一

D7－24AB 籐製 D2－14F いす（長いす型） 一

D7－24AB 籐製 D2－14FA いす（長いす型・肘掛け付き） 一

D7－24AB 籐製 D2－14FAA いす（長いす型・無垢肘掛け付き） 一

D7－24AB 籐製 D2－14H いす（連結型） 一

D7－24AB 籐製 D2－14HA いす（連結型・肘掛け付き） 一

D7－24AB 籐製 D2－14HB いす（連結折畳み型） 一

D7－24AB 籐製 D2－14HBA いす（連結折畳み型・肘掛け付き） 一

D7－24AB 籐製 D2－14L いす（台付き型） 一

D7－24AB 籐製 D2－14LA いす（台付き折畳み型） 一

D7－24AC 特殊造形型 D2－10A 腰掛け，いす等（ベッド兼用型） 一

D7－24AC 特殊造形型 D2－10B 腰掛け，いす等（マットレス兼用型） 一

D7－24AC 特殊造形型 D2－14F いす（長いす型） 一

D7－24AC 特殊造形型 D2－14FA いす（長いす型・肘掛け付き） 一

D7－24AC 特殊造形型 D2－14FAA いす（長いす型・無垢肘掛け付き） 一

D7－24AC 特殊造形型 D2－14H いす（連結型） 一
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D7－24AC 特殊造形型 D2－14HA いす（連結型・肘掛け付き） 一

D7－24AC 特殊造形型 D2－14HB いす（連結折畳み型） 一

D7－24AC 特殊造形型 D2－14HBA いす（連結折畳み型・肘掛け付き） 一

D7－24AC 特殊造形型 D2－14L いす（台付き型） 一

D7－24AC 特殊造形型 D2－14LA いす（台付き折畳み型） 一

D7－24AD ベッド兼用型 D2－10A 腰掛け，いす等（ベッド兼用型） 全

D7－24AD ベッド兼用型 D2－14L いす（台付き型） 一

D7－24AE マットレス兼用型 D2－10B 腰掛け，いす等（マットレス兼用型） 全

D7－24CA 折り畳み型 D2－14FAA いす（長いす型・無垢肘掛け付き） 一

D7－24CA 折り畳み型 D2－14G いす（折り畳み型） 一

D7－24CA 折り畳み型 D2－14GA いす（折り畳み型・肘掛け付き） 一

D7－24CA 折り畳み型 D2－14HB いす（連結折畳み型） 一

D7－24CA 折り畳み型 D2－14HBA いす（連結折畳み型・肘掛け付き） 一

D7－24CA 折り畳み型 D2－14L いす（台付き型） 一

D7－24CB 座部はね上げ型 D2－14H いす（連結型） 一

D7－24CB 座部はね上げ型 D2－14HA いす（連結型・肘掛け付き） 一

D7－24CB 座部はね上げ型 D2－14HB いす（連結折畳み型） 一

D7－24CB 座部はね上げ型 D2－14HBA いす（連結折畳み型・肘掛け付き） 一

D7－24CB 座部はね上げ型 D2－14L いす（台付き型） 一

D7－24CB 座部はね上げ型 D2－14LA いす（台付き折畳み型） 一

D7－24CD 座部クッション型 D2－10A 腰掛け，いす等（ベッド兼用型） 一

D7－24CD 座部クッション型 D2－10B 腰掛け，いす等（マットレス兼用型） 一

D7－24CD 座部クッション型 D2－14F いす（長いす型） 一

D7－24CD 座部クッション型 D2－14FA いす（長いす型・肘掛け付き） 一

D7－24CD 座部クッション型 D2－14FAA いす（長いす型・無垢肘掛け付き） 一

D7－24CD 座部クッション型 D2－14H いす（連結型） 一

D7－24CD 座部クッション型 D2－14HA いす（連結型・肘掛け付き） 一

D7－24CD 座部クッション型 D2－14HB いす（連結折畳み型） 一

D7－24CD 座部クッション型 D2－14HBA いす（連結折畳み型・肘掛け付き） 一

D7－24CD 座部クッション型 D2－14L いす（台付き型） 一

D7－24CD 座部クッション型 D2－14LA いす（台付き折畳み型） 一

D7－24EA 座部全体長方形・座面分離型 D2－14F いす（長いす型） 一

D7－24EA 座部全体長方形・座面分離型 D2－14FA いす（長いす型・肘掛け付き） 一

D7－24EA 座部全体長方形・座面分離型 D2－14FAA いす（長いす型・無垢肘掛け付き） 一

D7－24EA 座部全体長方形・座面分離型 D2－14H いす（連結型） 一

D7－24EA 座部全体長方形・座面分離型 D2－14HA いす（連結型・肘掛け付き） 一

D7－24EA 座部全体長方形・座面分離型 D2－14HB いす（連結折畳み型） 一

D7－24EA 座部全体長方形・座面分離型 D2－14HBA いす（連結折畳み型・肘掛け付き） 一

D7－24EA 座部全体長方形・座面分離型 D2－14L いす（台付き型） 一

D7－24EA 座部全体長方形・座面分離型 D2－14LA いす（台付き折畳み型） 一

D7－24EB 座部全体長方形・座面一体型 D2－10A 腰掛け，いす等（ベッド兼用型） 一

D7－24EB 座部全体長方形・座面一体型 D2－10B 腰掛け，いす等（マットレス兼用型） 一

D7－24EB 座部全体長方形・座面一体型 D2－14F いす（長いす型） 一

D7－24EB 座部全体長方形・座面一体型 D2－14FA いす（長いす型・肘掛け付き） 一

D7－24EB 座部全体長方形・座面一体型 D2－14FAA いす（長いす型・無垢肘掛け付き） 一

D7－24EB 座部全体長方形・座面一体型 D2－14H いす（連結型） 一

D7－24EB 座部全体長方形・座面一体型 D2－14HA いす（連結型・肘掛け付き） 一

D7－24EB 座部全体長方形・座面一体型 D2－14HB いす（連結折畳み型） 一

D7－24EB 座部全体長方形・座面一体型 D2－14HBA いす（連結折畳み型・肘掛け付き） 一

D7－24EB 座部全体長方形・座面一体型 D2－14L いす（台付き型） 一

D7－24EB 座部全体長方形・座面一体型 D2－14LA いす（台付き折畳み型） 一

D7－24H 肘掛け付き D2－10A 腰掛け，いす等（ベッド兼用型） 一

D7－24H 肘掛け付き D2－10B 腰掛け，いす等（マットレス兼用型） 一

D7－24H 肘掛け付き D2－14FA いす（長いす型・肘掛け付き） 一
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D7－24H 肘掛け付き D2－14FAA いす（長いす型・無垢肘掛け付き） 一

D7－24H 肘掛け付き D2－14GA いす（折り畳み型・肘掛け付き） 一

D7－24H 肘掛け付き D2－14HA いす（連結型・肘掛け付き） 一

D7－24H 肘掛け付き D2－14HBA いす（連結折畳み型・肘掛け付き） 一

D7－24H 肘掛け付き D2－14L いす（台付き型） 一

D7－24H 肘掛け付き D2－14LA いす（台付き折畳み型） 一

D7－24J 台付き D2－10A 腰掛け，いす等（ベッド兼用型） 一

D7－24J 台付き D2－10B 腰掛け，いす等（マットレス兼用型） 一

D7－24J 台付き D2－14L いす（台付き型） 一

D7－24J 台付き D2－14LA いす（台付き折畳み型） 一

D7－250 特殊用途腰掛け及び特殊用途いす D2－150 特殊用途腰掛け及び特殊用途いす 全

D7－251 子供用いす等 D2－14M いす（子供用いす型） 全

D7－251 子供用いす等 D2－14MA いす（幼児用歩行器型） 全

D7－251A チャイルドシート型 D2－14M いす（子供用いす型） 一

D7－252 理美容いす・腰掛け，医療用いす・腰掛け D2－151 理美容用いす 全

D7－252 理美容いす・腰掛け，医療用いす・腰掛け D2－152 医療用いす 全

D7－253 乗物用腰掛け，乗物用いす等 D2－1530 車両用腰掛け，車両用いす等 全

D7－253 乗物用腰掛け，乗物用いす等 D2－1531 自動車運転席用腰掛け及び自動車運転
席用いす

全

D7－253 乗物用腰掛け，乗物用いす等 D2－1532 バス客席用いす 全

D7－253 乗物用腰掛け，乗物用いす等 D2－1533 列車客席用いす 全

D7－253A 作業車運転席型 D2－1530 車両用腰掛け，車両用いす等 一

D7－253A 作業車運転席型 D2－1531 自動車運転席用腰掛け及び自動車運転
席用いす

一

D7－253B 自動車運転席型 D2－1531 自動車運転席用腰掛け及び自動車運転
席用いす

一

D7－253C 客席型 D2－1532 バス客席用いす 全

D7－253C 客席型 D2－1533 列車客席用いす 全

D7－254 浴室用腰掛け，浴室用いす D2－10 腰掛け，いす等 一

D7－254 浴室用腰掛け，浴室用いす D2－13A 腰掛け（一人掛け型） 一

D7－254 浴室用腰掛け，浴室用いす D2－14A いす（一人掛け四脚型） 一

D7－254 浴室用腰掛け，浴室用いす D2－14AA いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 一

D7－254 浴室用腰掛け，浴室用いす D2－14B いす（一人掛け変脚型） 一

D7－254 浴室用腰掛け，浴室用いす D2－14BA いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 一

D7－290 腰掛け，いす等部品及び付属品 D2－190 腰掛け，いす等部品及び付属品 一

D7－290 腰掛け，いす等部品及び付属品 D2－191 腰掛け用枠体及びいす用枠体 全

D7－291 いす用背もたれ及びいす用ヘッドレスト D2－190 腰掛け，いす等部品及び付属品 一

D7－291 いす用背もたれ及びいす用ヘッドレスト D2－192 いす用背もたれ 全

D7－292 腰掛け用座及びいす用座 D2－193 腰掛け用座及びいす用座 全

D7－293 腰掛け用肘掛け及びいす用肘掛け D2－194 腰掛け用肘掛け及びいす用肘掛け 全

D7－294 腰掛け用脚及びいす用脚 D2－94 家具用脚 一

D7－294 腰掛け用脚及びいす用脚 D2－94A 家具用脚（回転脚型） 全

D7－294 腰掛け用脚及びいす用脚 D2－94AA 家具用脚（回転脚型・円形脚台） 全

D7－294 腰掛け用脚及びいす用脚 D2－94AB 家具用脚（回転脚型・放射状脚台） 全

D7－294 腰掛け用脚及びいす用脚 D2－94B 家具用脚（複数脚型） 一

D7－294A 脚基部放射状型 D2－94AB 家具用脚（回転脚型・放射状脚台） 全

D7－294B 理美容・医療用型 D2－94 家具用脚 一

D7－295 腰掛けカバー，いすカバー及びいす用背
座当て等

D2－195 腰掛けカバー及びいすカバー 一

D7－295 腰掛けカバー，いすカバー及びいす用背
座当て等

D2－196 いす用背座当て 全

D7－295A 薄布状型 D2－195 腰掛けカバー及びいすカバー 一

D7－295B チャイルドシート用型 D2－195 腰掛けカバー及びいすカバー 一

D7－295B チャイルドシート用型 D2－196 いす用背座当て 一

D7－296 一組の自動車用シートカバーセット D2－195 ※一組の自動車用シートカバーセット 一
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D7－297 腰掛け用台及びいす用台 D2－190 腰掛け，いす等部品及び付属品 一

D7－300 ベッド等 D2－20 ベッド等 一

D7－300 ベッド等 D2－22 ハンモック 全

D7－301 ベビーベッド，揺りかご D2－212 ベビーベッド 全

D7－301 ベビーベッド，揺りかご D2－23 揺りかご 全

D7－302 おむつ交換台等 D2－20 ベッド等 一

D7－31 ベッド D2－210 ベッド 全

D7－31 ベッド D2－210A ベッド（ヘッドボード無し型） 全

D7－31 ベッド D2－210B ベッド（ヘッドボード一枚型） 全

D7－31 ベッド D2－210C ベッド（ヘッドキャビネット型） 全

D7－31 ベッド D2－210D ベッド（いす兼用型） 全

D7－31 ベッド D2－210E ベッド（病室用ベッド型） 全

D7－31 ベッド D2－211 二段ベッド 全

D7－31A 二段ベッド型 D2－211 二段ベッド 全

D7－31B 折り畳み収納型 D2－210 ベッド 一

D7－31C いす兼用型 D2－210D ベッド（いす兼用型） 全

D7－31D 床可動型 D2－210E ベッド（病室用ベッド型） 一

D7－31EA パイプフレーム型 D2－210 ベッド 一

D7－31EA パイプフレーム型 D2－210A ベッド（ヘッドボード無し型） 一

D7－31EA パイプフレーム型 D2－210E ベッド（病室用ベッド型） 一

D7－31EB ヘッドボード平板型 D2－210 ベッド 一

D7－31EB ヘッドボード平板型 D2－210B ベッド（ヘッドボード一枚型） 全

D7－31EB ヘッドボード平板型 D2－210E ベッド（病室用ベッド型） 一

D7－31EC ヘッドキャビネット型 D2－210C ベッド（ヘッドキャビネット型） 全

D7－31F マットレス有り D2－210 ベッド 一

D7－31F マットレス有り D2－210A ベッド（ヘッドボード無し型） 一

D7－31F マットレス有り D2－210B ベッド（ヘッドボード一枚型） 一

D7－31F マットレス有り D2－210C ベッド（ヘッドキャビネット型） 一

D7－31F マットレス有り D2－210D ベッド（いす兼用型） 一

D7－31F マットレス有り D2－210E ベッド（病室用ベッド型） 一

D7－31G テーブル・台付き D2－210 ベッド 一

D7－31G テーブル・台付き D2－210A ベッド（ヘッドボード無し型） 一

D7－31G テーブル・台付き D2－210B ベッド（ヘッドボード一枚型） 一

D7－31G テーブル・台付き D2－210C ベッド（ヘッドキャビネット型） 一

D7－31G テーブル・台付き D2－210D ベッド（いす兼用型） 一

D7－31G テーブル・台付き D2－210E ベッド（病室用ベッド型） 一

D7－390 ベッド等部品及び付属品 D2－2190 ベッド部品及び付属品 一

D7－391 ベッド用ヘッドボード D2－2191 ベッド用ヘッドボード 全

D7－391 ベッド用ヘッドボード D2－2191A ベッド用ヘッドボード（一枚型） 全

D7－391 ベッド用ヘッドボード D2－2191B ベッド用ヘッドボード（キャビネット型） 全

D7－391A 平板型 D2－2191 ベッド用ヘッドボード 全

D7－391B キャビネット型 D2－2191B ベッド用ヘッドボード（キャビネット型） 全

D7－392 ベッド用スプリング D2－2192 ベッド用スプリング 全

D7－393 ベッド取付け用テーブル，棚 D2－2190 ベッド部品及び付属品 一

D7－40 ついたて及びびょうぶ等 D2－04 鏡付きついたて及び収納具付きついたて 全

D7－40 ついたて及びびょうぶ等 D2－620 ついたて及びびょうぶ 全

D7－40 ついたて及びびょうぶ等 D2－620A ついたて及びびょうぶ（折畳み型） 全

D7－40A 折畳み型，折り曲げ型 D2－620 ついたて及びびょうぶ 一

D7－40A 折畳み型，折り曲げ型 D2－620A ついたて及びびょうぶ（折畳み型） 全

D7－40B 事務用パーティション型 D2－620 ついたて及びびょうぶ 一

D7－40C 園芸用型 D2－04 鏡付きついたて及び収納具付きついたて 一

D7－40C 園芸用型 D2－620 ついたて及びびょうぶ 一

D7－40D 鏡付きついたて及び収納具付きついたて D2－04 鏡付きついたて及び収納具付きついたて 一

D7－41 ベビーサークル D2－64 ベビーサークル 全
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D7－49 ついたて及びびょうぶ等部品及び付属品 D2－629 ついたて及びびょうぶ部品及び付属品 全

D7－50 鏡台等 D2－630 鏡台，壁掛け鏡，卓上立て鏡等 全

D7－50 鏡台等 D2－631 鏡台 全

D7－50 鏡台等 D2－631A 鏡台（標準型） 全

D7－50 鏡台等 D2－631B 鏡台（引出しだんす型） 全

D7－50 鏡台等 D2－631C 鏡台（卓上型） 全

D7－50 鏡台等 D2－632 姿見 全

D7－50 鏡台等 D2－633 壁掛け鏡 全

D7－50 鏡台等 D2－635 卓上立て鏡 全

D7－50A 標準鏡台型 D2－631A 鏡台（標準型） 全

D7－50A 標準鏡台型 D2－631B 鏡台（引出しだんす型） 全

D7－50B 卓上鏡台型 D2－631C 鏡台（卓上型） 全

D7－50C 卓上立て鏡型 D2－635 卓上立て鏡 全

D7－50D 姿見型 D2－632 姿見 全

D7－50E 壁掛け鏡型 D2－633 壁掛け鏡 全

D7－59 鏡台，壁掛け鏡，卓上立て鏡等部品及び
付属品

D2－639 鏡台，壁掛け鏡，卓上立て鏡等部品及び
付属品

全

D9－0 その他の住宅設備用品部品及び付属品 D2－900 家具部品及び付属品 一

D9－100 家具等部品及び付属品 D2－49 載置台及びワゴンテーブル部品及び付属 一

D9－100 家具等部品及び付属品 D2－519 収納棚等部品及び付属品 一

D9－100 家具等部品及び付属品 D2－529 たんす等部品及び付属品 一

D9－100 家具等部品及び付属品 D2－539 キャビネット等部品及び付属品 一

D9－100 家具等部品及び付属品 D2－549 げた箱等部品及び付属品 一

D9－100 家具等部品及び付属品 D2－559 ロッカー等部品及び付属品 一

D9－100 家具等部品及び付属品 D2－59 収納家具等部品及び付属品 一

D9－100 家具等部品及び付属品 D2－619 衣服掛け台等部品及び付属品 一

D9－100 家具等部品及び付属品 D2－900 家具部品及び付属品 一

D9－100 家具等部品及び付属品 D2－910 家具等構成部材 一

D9－100 家具等部品及び付属品 D2－9140 家具等棚板及び家具等棚受け具 一

D9－100 家具等部品及び付属品 F5－2190 商品陳列用具部品及び付属品 一

D9－101 家具用仕切り・仕切り構成部品 D2－519 収納棚等部品及び付属品 一

D9－101 家具用仕切り・仕切り構成部品 D2－529 たんす等部品及び付属品 一

D9－101 家具用仕切り・仕切り構成部品 D2－539 キャビネット等部品及び付属品 一

D9－101 家具用仕切り・仕切り構成部品 D2－549 げた箱等部品及び付属品 一

D9－101 家具用仕切り・仕切り構成部品 D2－559 ロッカー等部品及び付属品 一

D9－101 家具用仕切り・仕切り構成部品 D2－59 収納家具等部品及び付属品 一

D9－101 家具用仕切り・仕切り構成部品 D2－900 家具部品及び付属品 一

D9－101 家具用仕切り・仕切り構成部品 D2－910 家具等構成部材 一

D9－101 家具用仕切り・仕切り構成部品 D2－9140 家具等棚板及び家具等棚受け具 一

D9－102 家具用転倒防止具 D2－519 収納棚等部品及び付属品 一

D9－102 家具用転倒防止具 D2－529 たんす等部品及び付属品 一

D9－102 家具用転倒防止具 D2－539 キャビネット等部品及び付属品 一

D9－102 家具用転倒防止具 D2－549 げた箱等部品及び付属品 一

D9－102 家具用転倒防止具 D2－559 ロッカー等部品及び付属品 一

D9－102 家具用転倒防止具 D2－59 収納家具等部品及び付属品 一

D9－102 家具用転倒防止具 D2－900 家具部品及び付属品 一

D9－102 家具用転倒防止具 D2－910 家具等構成部材 一

D9－102 家具用転倒防止具 D2－9140 家具等棚板及び家具等棚受け具 一

D9－102 家具用転倒防止具 D2－920 家具等構成部材相互連結具 一

D9－110 家具用支柱・枠等 D2－900 家具部品及び付属品 一

D9－110 家具用支柱・枠等 D2－910 家具等構成部材 一

D9－110 家具用支柱・枠等 D2－9110 家具等支柱 全

D9－110 家具用支柱・枠等 D2－9111 組立て家具等支柱 全

D9－110 家具用支柱・枠等 D2－9111A 組立て家具等支柱（アングル型） 全
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D9－110 家具用支柱・枠等 D2－9111B 組立て家具等支柱（チャンネル型） 全

D9－110 家具用支柱・枠等 D2－9120 家具等枠 全

D9－110 家具用支柱・枠等 D2－9121 家具等継ぎ手付き枠 全

D9－110 家具用支柱・枠等 D2－9122 家具等レール付き枠 全

D9－110 家具用支柱・枠等 D2－9140 家具等棚板及び家具等棚受け具 一

D9－110 家具用支柱・枠等 F5－2911 商品陳列ケース用上枠 全

D9－110 家具用支柱・枠等 F5－2912 商品陳列ケース用下枠 全

D9－110 家具用支柱・枠等 F5－2913 商品陳列ケース用縦枠 全

D9－110 家具用支柱・枠等 F5－2914 商品陳列ケース用レール 全

D9－110A アングル型 D2－9111A 組立て家具等支柱（アングル型） 全

D9－110B チャンネル型 D2－9111B 組立て家具等支柱（チャンネル型） 全

D9－110C 継ぎ手付き型 D2－9121 家具等継ぎ手付き枠 全

D9－110D レール付き型 D2－900 家具等部品及び付属品 一

D9－110D レール付き型 D2－9122 家具等レール付き枠 全

D9－111 家具用縁等 D2－910 家具等構成部材 一

D9－111 家具用縁等 D2－913 家具等縁 全

D9－111 家具用縁等 D2－913A 家具等縁（くさび付き） 全

D9－111A くさび付き型 D2－913A 家具等縁（くさび付き） 全

D9－12 家具用板等 D2－9141 家具等棚板 全

D9－13 家具用扉 D2－59 収納家具等部品及び付属品 一

D9－13 家具用扉 D2－900 家具部品及び付属品 一

D9－13 家具用扉 D2－910 家具等構成部材 一

D9－14 家具用引出し・引き出し構成部品 D2－59 収納家具等部品及び付属品 一

D9－14 家具用引出し・引き出し構成部品 D2－900 家具部品及び付属品 一

D9－14 家具用引出し・引き出し構成部品 D2－910 家具等構成部材 一

D9－15 家具用脚等 D2－619 衣服掛け台等部品及び付属品 一

D9－15 家具用脚等 D2－94 家具用脚 一

D9－15 家具用脚等 D2－94B 家具用脚（複数脚型） 一

D9－15 家具用脚等 F5－2190 商品陳列用具部品及び付属品 一

D9－15 家具用脚等 M3－310 支持脚 全

D9－15 家具用脚等 M3－310A 支持脚（短脚型） 全

D9－15 家具用脚等 M3－319 支持脚部品及び付属品 全

D9－15A 架台型，幕板型 D2－94 家具用脚 一

D9－15B 短脚型，脚端部型 D2－94 家具用脚 一

D9－15B 短脚型，脚端部型 M3－319 支持脚部品及び付属品 一

D9－160 家具用固定具，取りつけ具 D2－900 家具部品及び付属品 一

D9－160 家具用固定具，取りつけ具 D2－901 家具用布止め具 全

D9－160 家具用固定具，取りつけ具 D2－902 壁取付け鏡止め具 全

D9－161 家具等棚受け具 D2－9142 家具等棚受け具 全

D9－162 家具等構成部材相互連結具 D2－920 家具等構成部材相互連結具 一

D9－162 家具等構成部材相互連結具 D2－921 組立て家具等管連結具 全

D9－162 家具等構成部材相互連結具 D2－921A 組立て家具等管連結具（差し込み型） 全

D9－162 家具等構成部材相互連結具 D2－921B 組立て家具等管連結具（外側締付け型） 全

D9－162 家具等構成部材相互連結具 D2－922 組立て家具等板連結具 全

D9－162 家具等構成部材相互連結具 D2－922A 組立て家具等板連結具（指し込み型） 全

D9－162 家具等構成部材相互連結具 D2－922B 組立て家具等板連結具（外側締付け型） 全

D9－162A 管連結差し込み型 D2－921A 組立て家具等管連結具（差し込み型） 全

D9－162B 管連結外側締付け型 D2－921B 組立て家具等管連結具（外側締付け型） 全

D9－162C 板連結差し込み型 D2－922A 組立て家具等板連結具（指し込み型） 全

D9－162D 板連結外側締付け型 D2－922B 組立て家具等板連結具（外側締付け型） 全

D9－17 家具用戸当たり D2－903 家具用戸当り 全

E0－0 Ｅ１～Ｅ４に属さないその他の趣味娯楽用
品及び運動競技用品雑

E0－0 Ｅ１～Ｅ４に属さないその他の趣味娯楽用
品及び運動競技用品雑

全

E0－100 愛玩動物飼育観賞用品 E0－10 小動物飼育観賞用品 一
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E0－1100 愛玩動物飼育観賞容器等 E0－110 小動物飼育観賞容器 一

E0－1110 観賞魚用水槽 E0－1110 観賞魚用水槽 全

E0－11190 観賞魚用水槽部品及び付属品 E0－11190 観賞魚用水槽部品及び付属品 全

E0－11191 観賞魚用水槽の投込みヒーター E0－11191 観賞魚用水槽の投込みヒーター 全

E0－11192 観賞魚用水槽のろ過器 E0－11192 観賞魚用水槽のろ過器 全

E0－112 虫かご E0－112 虫かご 全

E0－113 鳥かご E0－113 鳥かご 全

E0－114 犬小屋 E0－114 犬小屋 全

E0－115 愛玩動物用運搬具 E0－10 小動物飼育観賞用品 一

E0－115 愛玩動物用運搬具 E0－110 小動物飼育観賞容器 一

E0－116 愛玩動物用サークル，ケージ，ゲート等 E0－10 小動物飼育観賞用品 一

E0－116 愛玩動物用サークル，ケージ，ゲート等 E0－110 小動物飼育観賞容器 一

E0－12 昆虫採集具 E0－12 昆虫採集具 全

E0－13 愛玩動物用首輪，リード等 E0－10 小動物飼育観賞用品 一

E0－14 愛玩動物用衣服 E0－10 小動物飼育観賞用品 一

E0－15 愛玩動物用トイレ E0－10 小動物飼育観賞用品 一

E0－15 愛玩動物用トイレ E0－110 小動物飼育観賞容器 一

E0－16 愛玩動物用葬祭具 E0－10 小動物飼育観賞用品 一

E0－16 愛玩動物用葬祭具 E0－110 小動物飼育観賞容器 一

E0－17 愛玩動物用ベッド，マット等 E0－10 小動物飼育観賞用品 一

E0－17 愛玩動物用ベッド，マット等 E0－110 小動物飼育観賞容器 一

E0－19 愛玩動物観賞用品部品及び付属品 E0－10 小動物飼育観賞用品 一

E0－19 愛玩動物観賞用品部品及び付属品 E0－110 小動物飼育観賞容器 一

E1－000 その他のおもちゃ E1－00 その他のおもちゃ 一

E1－010 回転おもちゃ E1－010 回転おもちゃ 全

E1－011 風車おもちゃ E1－011 風車おもちゃ 全

E1－012 玉遊びおもちゃ E1－012 玉遊びおもちゃ 全

E1－02 磁石おもちゃ E1－02 磁石おもちゃ 全

E1－030 風船おもちゃ E1－030 風船おもちゃ 全

E1－031 紙風船 E1－031 紙風船 全

E1－039 風船玉部品及び付属品 E1－039 風船玉部品及び付属品 全

E1－040 おもちゃ花火 E1－040 おもちゃ花火 全

E1－049 おもちゃ花火部品及び付属品 E1－049 おもちゃ花火部品及び付属品 全

E1－050 おしゃぶり等 E1－050 おしゃぶり等 全

E1－051 おしゃぶり E1－051 おしゃぶり 全

E1－052 がらがら E1－052 がらがら 全

E1－060 弾性おもちゃ E1－060 弾性おもちゃ 全

E1－061 びっくり箱 E1－061 びっくり箱 全

E1－070 つり下げおもちゃ E1－070 つり下げおもちゃ 全

E1－0710 つり下げ回転おもちゃ E1－071 つり下げ回転おもちゃ 全

E1－0710 つり下げ回転おもちゃ E1－510 鳴りものおもちゃ 一

E1－079 つり下げおもちゃ部品及び付属品 E1－079 つり下げおもちゃ部品及び付属品 全

E1－0800 起き上がりおもちゃ E1－080 起き上がりおもちゃ 一

E1－0800 起き上がりおもちゃ E1－080A 起き上がりおもちゃ（和風） 全

E1－0800A 和風 E1－080A 起き上がりおもちゃ（和風） 一

E1－081 やじろべえ E1－081 やじろべえ 全

E1－10 遊戯用紙 E1－10 遊戯用紙 全

E1－11 折り紙 E1－11 折り紙 全

E1－12 切り抜き紙 E1－12 切抜き紙 全

E1－13 塗り絵 E1－13 塗り絵 全

E1－20 水中おもちゃ又は水出しおもちゃ E1－20 水中おもちゃ又は水出しおもちゃ 全

E1－21 水鉄砲 E1－21 水鉄砲 全

E1－22 ポンプおもちゃ E1－22 ポンプおもちゃ 全

E1－23 じょうろおもちゃ E1－23 じょうろおもちゃ 全
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E1－24 水車おもちゃ E1－24 水車おもちゃ 全

E1－25 シャボン玉発生おもちゃ E1－25 シャボン玉発生おもちゃ 全

E1－30 人形及び動物おもちゃ等 E1－30 人形及び動物おもちゃ等 全

E1－340 人形 E1－310 人形 一

E1－3410 人形・着せ替え型 E1－310A 人形（着せ替え型） 全

E1－3410 人形・着せ替え型 E1－310B 人形（洋風） 一

E1－3410 人形・着せ替え型 E1－310BA 人形（洋風裸） 一

E1－3420 人形・洋風型 E1－310B 人形（洋風） 一

E1－3421 人形・洋風裸型 E1－310BA 人形（洋風裸） 一

E1－3422 人形・洋風・サンタクロース型 E1－310BC 人形（サンタクロース） 全

E1－3423 人形・洋風・ピエロ型 E1－310B 人形（洋風） 一

E1－3424 人形・洋風・天使型 E1－310B 人形（洋風） 一

E1－3430 人形・擬人型 E1－310BB 人形（洋風擬人） 一

E1－3431 人形・擬人・野菜型 E1－310 人形 一

E1－3431 人形・擬人・野菜型 E1－310BB 人形（洋風擬人） 一

E1－3432 人形・擬人・花型 E1－310 人形 一

E1－3432 人形・擬人・花型 E1－310BB 人形（洋風擬人） 一

E1－3433 人形・擬人・雪だるま型 E1－310BB 人形（洋風擬人） 一

E1－3440 人形・和風型 E1－310C 人形（和風） 全

E1－3450 人形・ロボット型 E1－310D 人形（ロボット） 全

E1－3450A 形態変化型 E1－310D 人形（ロボット） 一

E1－3450B 形態変化型・人物から動物 E1－310D 人形（ロボット） 一

E1－3450C 形態変化型・人物から乗物 E1－310D 人形（ロボット） 一

E1－3460 人形・鬼及び天狗型 E1－310E 人形（鬼及び天狗） 全

E1－3470 人形・付属物付き型 E1－310F 人形（付属物付き） 全

E1－3490 人形部品及び付属品 E1－3190 人形部品及び付属品 全

E1－3491 人形用首又は人形用頭 E1－3191 人形用首又は人形用頭 全

E1－3492 人形用眼 E1－3192 人形用眼 全

E1－3493 人形用足 E1－3193 人形用足 全

E1－3494 人形用服 E1－3194 人形用服 全

E1－350 動物おもちゃ E1－32 動物おもちゃ 一

E1－3510 動物おもちゃ・哺乳類型 E1－32A 動物おもちゃ（哺乳類） 一

E1－35101 動物おもちゃ・哺乳類・クマ型 E1－32AA 動物おもちゃ（哺乳類・クマ） 全

E1－35102 動物おもちゃ・哺乳類・パンダ型 E1－32AAA 動物おもちゃ（哺乳類・パンダ） 全

E1－35103 動物おもちゃ・哺乳類・ネコ型 E1－32AB 動物おもちゃ（哺乳類・ネコ） 一

E1－35103A ロボット型 E1－32AB 動物おもちゃ（哺乳類・ネコ） 一

E1－35104 動物おもちゃ・哺乳類・トラ型 E1－32ABA 動物おもちゃ（哺乳類・トラ） 全

E1－35105 動物おもちゃ・哺乳類・ライオン型 E1－32ABB 動物おもちゃ（哺乳類・ライオン） 全

E1－35106 動物おもちゃ・哺乳類・ヒョウ型 E1－32ABC 動物おもちゃ（哺乳類・ヒョウ） 全

E1－35107 動物おもちゃ・哺乳類・犬型 E1－32AC 動物おもちゃ（哺乳類・犬） 一

E1－35107A ロボット型 E1－32AC 動物おもちゃ（哺乳類・犬） 一

E1－35108 動物おもちゃ・哺乳類・タヌキ型 E1－32ACA 動物おもちゃ（哺乳類・タヌキ） 全

E1－35111 動物おもちゃ・哺乳類・キツネ型 E1－32ACB 動物おもちゃ（哺乳類・キツネ） 全

E1－35112 動物おもちゃ・哺乳類・オオカミ型 E1－32ACC 動物おもちゃ（哺乳類・オオカミ） 全

E1－35113 動物おもちゃ・哺乳類・ウサギ型 E1－32AD 動物おもちゃ（哺乳類・ウサギ） 全

E1－35114 動物おもちゃ・哺乳類・馬及びロバ型 E1－32AE 動物おもちゃ（哺乳類・馬及びロバ） 全

E1－35115 動物おもちゃ・哺乳類・牛型 E1－32AF 動物おもちゃ（哺乳類・牛） 全

E1－35116 動物おもちゃ・哺乳類・象型 E1－32AG 動物おもちゃ（哺乳類・象） 全

E1－35117 動物おもちゃ・哺乳類・河馬型 E1－32AH 動物おもちゃ（哺乳類・河馬） 全

E1－35118 動物おもちゃ・哺乳類・豚型 E1－32AJ 動物おもちゃ（哺乳類・豚） 全

E1－35121 動物おもちゃ・哺乳類・羊，シカ及びヤギ E1－32AK 動物おもちゃ（哺乳類・羊，シカ及びヤギ） 全

E1－35122 動物おもちゃ・哺乳類・ネズミ型 E1－32AL 動物おもちゃ（哺乳類・ネズミ） 全

E1－35123 動物おもちゃ・哺乳類・鯨型 E1－32AM 動物おもちゃ（哺乳類・鯨） 全

E1－35124 動物おもちゃ・哺乳類・イルカ型 E1－32A 動物おもちゃ（哺乳類） 一
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E1－35125 動物おもちゃ・哺乳類・猿及びゴリラ型 E1－32AN 動物おもちゃ（哺乳類・サル及びゴリラ） 全

E1－35126 動物おもちゃ・哺乳類・キリン型 E1－32A 動物おもちゃ（哺乳類） 一

E1－35127 動物おもちゃ・哺乳類・コアラ型 E1－32A 動物おもちゃ（哺乳類） 一

E1－3520 動物おもちゃ・爬虫類型 E1－32B 動物おもちゃ（爬虫類） 一

E1－3521 動物おもちゃ・爬虫類・ヘビ型 E1－32BA 動物おもちゃ（爬虫類・ヘビ） 全

E1－3522 動物おもちゃ・爬虫類・トカゲ型 E1－32B 動物おもちゃ（爬虫類） 一

E1－3522 動物おもちゃ・爬虫類・トカゲ型 E1－32BB 動物おもちゃ（爬虫類・トカゲ） 全

E1－3530 動物おもちゃ・両生類型 E1－32C 動物おもちゃ（両生類） 全

E1－3531 動物おもちゃ・両生類・カエル型 E1－32CA 動物おもちゃ（両生類・カエル） 全

E1－3540 動物おもちゃ・昆虫類型 E1－32D 動物おもちゃ（昆虫類） 全

E1－3540 動物おもちゃ・昆虫類型 E1－32DA 動物おもちゃ（昆虫類・トンボ） 全

E1－3540 動物おもちゃ・昆虫類型 E1－32DB 動物おもちゃ（昆虫類・チョウ） 全

E1－3550 動物おもちゃ・魚介類型 E1－32E 動物おもちゃ（魚介類） 全

E1－3551 動物おもちゃ・魚介類・魚型 E1－32EA 動物おもちゃ（魚介類・魚） 全

E1－3552 動物おもちゃ・魚介類・貝型 E1－32EB 動物おもちゃ（魚介類・貝） 全

E1－3553 動物おもちゃ・魚介類・カニ及びエビ型 E1－32EC 動物おもちゃ（魚介類・カニ及びエビ） 全

E1－3560 動物おもちゃ・鳥類型 E1－32F 動物おもちゃ（鳥類） 全

E1－3570 怪獣おもちゃ E1－33 怪獣おもちゃ 全

E1－3570 怪獣おもちゃ E1－33A 怪獣おもちゃ（カッパ） 一

E1－3570 怪獣おもちゃ E1－33B 怪獣おもちゃ（龍） 一

E1－3570 怪獣おもちゃ E1－33C 怪獣おもちゃ（恐竜） 一

E1－3570A ロボット型 E1－33 怪獣おもちゃ 一

E1－3570A ロボット型 E1－33A 怪獣おもちゃ（カッパ） 一

E1－3570A ロボット型 E1－33B 怪獣おもちゃ（龍） 一

E1－3570A ロボット型 E1－33C 怪獣おもちゃ（恐竜） 一

E1－3571 怪獣おもちゃ・カッパ型 E1－33A 怪獣おもちゃ（カッパ） 一

E1－3572 怪獣おもちゃ・龍型 E1－33B 怪獣おもちゃ（龍） 一

E1－3573 怪獣おもちゃ・恐竜型 E1－33C 怪獣おもちゃ（恐竜） 一

E1－3590 動物おもちゃ部品及び付属品 E1－32 動物おもちゃ 一

E1－400 生活用具おもちゃ E1－40 生活用具おもちゃ 一

E1－401 一組の紅茶セットおもちゃ E1－40 ※一組の紅茶セットおもちゃ 一

E1－402 一組のコーヒーセットおもちゃ E1－40 ※一組のコーヒーセットおもちゃ 一

E1－403 一組のディナーセットおもちゃ E1－40 ※一組のディナーセットおもちゃ 一

E1－404 一組の薬味入れセットおもちゃ E1－40 ※一組の薬味入れセットおもちゃ 一

E1－405 一組のナイフ，フォーク及びスプーンセッ
トおもちゃ

E1－40 ※一組のナイフ，フォーク及びスプー
ンセットおもちゃ

一

E1－410 食器おもちゃ E1－410 食器おもちゃ 全

E1－411 皿おもちゃ E1－411 皿おもちゃ 全

E1－412 コップおもちゃ E1－412 コップおもちゃ 全

E1－420 身の回り品おもちゃ E1－420 身の回り品おもちゃ 全

E1－421 装身具おもちゃ E1－421 装身具おもちゃ 全

E1－422 履物おもちゃ E1－422 履物おもちゃ 全

E1－430 容器おもちゃ E1－430 容器おもちゃ 全

E1－431 バケツおもちゃ E1－431 バケツおもちゃ 全

E1－432 かばんおもちゃ E1－432 かばんおもちゃ 全

E1－500 趣味おもちゃ又は運動具おもちゃ E1－500 趣味おもちゃ又は運動具おもちゃ 全

E1－5010 仮装用おもちゃ E1－5010 仮装用おもちゃ 全

E1－5011 面おもちゃ E1－5011 面おもちゃ 全

E1－5012 かぶりものおもちゃ E1－5012 かぶりものおもちゃ 全

E1－5013 口ひげおもちゃ E1－5013 口ひげおもちゃ 全

E1－5020 花おもちゃ E1－00 ※植物おもちゃ，野菜おもちゃ 一

E1－5020 花おもちゃ E1－502 花おもちゃ 全

E1－503 占いおもちゃ E1－503 占いおもちゃ 全

E1－5100 鳴りものおもちゃ E1－510 鳴りものおもちゃ 一
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E1－511 笛おもちゃ E1－511 笛おもちゃ 全

E1－512 ピアノおもちゃ及びオルガンおもちゃ E1－512 ピアノおもちゃ及びオルガンおもちゃ 全

E1－513 鈴おもちゃ E1－513 鈴おもちゃ 全

E1－514 太鼓おもちゃ E1－514 太鼓おもちゃ 全

E1－515 木琴おもちゃ E1－515 木琴おもちゃ 全

E1－516 クラッカーおもちゃ E1－516 クラッカーおもちゃ 全

E1－5190 鳴りものおもちゃ部品及び付属品 E1－5190 鳴りものおもちゃ部品及び付属品 全

E1－5191 鳴りものおもちゃ部品 E1－5191 鳴りものおもちゃ部品 全

E1－520 運動具おもちゃ E1－520 運動具おもちゃ 全

E1－521 陸上運動具おもちゃ E1－521 陸上運動具おもちゃ 全

E1－522 水中運動具おもちゃ E1－522 水中運動具おもちゃ 全

E1－60 家具おもちゃ又は機器おもちゃ E1－60 家具おもちゃ又は機器おもちゃ 全

E1－6100 家具おもちゃ E1－610 家具おもちゃ 一

E1－6110 電気器具おもちゃ E1－6110 電気器具おもちゃ 全

E1－6111 洗濯機おもちゃ E1－6111 洗濯機おもちゃ 全

E1－6112 扇風機おもちゃ E1－6112 扇風機おもちゃ 全

E1－6113 アイロンおもちゃ E1－6113 アイロンおもちゃ 全

E1－6114 冷蔵庫おもちゃ E1－6114 冷蔵庫おもちゃ 全

E1－6115 いすおもちゃ E1－610 家具おもちゃ 一

E1－6116 テーブルおもちゃ E1－610 家具おもちゃ 一

E1－6117 ベッドおもちゃ E1－610 家具おもちゃ 一

E1－6118 ガスレンジおもちゃ E1－610 家具おもちゃ 一

E1－619 家具おもちゃ部品及び付属品 E1－619 家具おもちゃ部品及び付属品 全

E1－620 利器おもちゃ又は工具おもちゃ E1－620 利器おもちゃ又は工具おもちゃ 全

E1－621 スコップおもちゃ E1－621 スコップおもちゃ 全

E1－622 のこぎりおもちゃ E1－622 のこぎりおもちゃ 全

E1－623 はさみおもちゃ E1－623 はさみおもちゃ 全

E1－624 ナイフおもちゃ E1－624 ナイフおもちゃ 全

E1－625 つかみ具おもちゃ E1－625 つかみ具おもちゃ 全

E1－630 乗物おもちゃ E1－630 乗物おもちゃ 全

E1－63100 自動車おもちゃ E1－6310 自動車おもちゃ 一

E1－63101 トラックおもちゃ E1－6311 トラックおもちゃ 全

E1－63102 戦車おもちゃ E1－6312 タンクおもちゃ 全

E1－63103 バスおもちゃ E1－6313 バスおもちゃ 全

E1－63104 クレーン車おもちゃ E1－6314 クレーン車おもちゃ 全

E1－63105 スポーツカーおもちゃ又はレーシングカー
おもちゃ

E1－6315 スポーツカーおもちゃ又はレーシングカー
おもちゃ

全

E1－63106 二輪車おもちゃ E1－6316 二輪車おもちゃ 全

E1－63107 三輪車おもちゃ E1－6317 三輪車おもちゃ 全

E1－63108 乗用車おもちゃ E1－6310 自動車おもちゃ 一

E1－63111 ミキサー車おもちゃ E1－6310 自動車おもちゃ 一

E1－63112 救急車おもちゃ E1－6310 自動車おもちゃ 一

E1－63113 消防車おもちゃ E1－6310 自動車おもちゃ 一

E1－63114 パトカーおもちゃ E1－6310 自動車おもちゃ 一

E1－6319 自動車おもちゃ部品及び付属品 E1－6319 自動車おもちゃ部品及び付属品 全

E1－6320 電車おもちゃ等 E1－6320 電車おもちゃ等 全

E1－6321 電車おもちゃ E1－6321 電車おもちゃ 全

E1－6322 汽車おもちゃ E1－6322 汽車おもちゃ 全

E1－6329 電車おもちゃ等部品及び付属品 E1－6329 電車おもちゃ等部品及び付属品 全

E1－6330 飛行機おもちゃ E1－6330 飛行機おもちゃ 全

E1－6331 ロケットおもちゃ E1－6331 ロケットおもちゃ 全

E1－6332 宇宙船おもちゃ E1－6332 宇宙船おもちゃ 全

E1－6339 飛行機おもちゃ部品及び付属品 E1－6339 飛行機おもちゃ部品及び付属品 全

E1－6340 船おもちゃ E1－6340 船おもちゃ 全
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旧意匠分類新意匠分類

E1－6341 ヨットおもちゃ E1－6341 ヨットおもちゃ 全

E1－6342 モーターボートおもちゃ E1－6342 モーターボートおもちゃ 全

E1－6343 汽船おもちゃ E1－6343 汽船おもちゃ 全

E1－6350 馬車おもちゃ等 E1－6350 馬車おもちゃ等 全

E1－6351 そりおもちゃ E1－6351 そりおもちゃ 全

E1－6352 乳母車おもちゃ E1－6352 乳母車おもちゃ 全

E1－6353 押し車おもちゃ E1－6353 押し車おもちゃ 全

E1－6359 馬車おもちゃ等部品及び付属品 E1－6359 馬車おもちゃ等部品及び付属品 全

E1－6360 操縦おもちゃ E1－6360 操縦おもちゃ 全

E1－6361 おもちゃ用走路盤 E1－6361 おもちゃ用走路盤 全

E1－640 通信機器おもちゃ又は音響機器おもちゃ E1－640 通信機器おもちゃ又は音響機器おもちゃ 全

E1－641 電話おもちゃ E1－641 電話おもちゃ 全

E1－641A 携帯電話おもちゃ型 E1－641 電話おもちゃ 一

E1－642 トランシーバーおもちゃ E1－642 トランシーバーおもちゃ 全

E1－643 テレビおもちゃ E1－643 テレビおもちゃ 全

E1－644 ラジオおもちゃ E1－644 ラジオおもちゃ 全

E1－645 ステレオおもちゃ E1－645 ステレオおもちゃ 全

E1－649 通信機器おもちゃ又は音響機器おもちゃ
部品及び付属品

E1－649 通信機器おもちゃ又は音響機器おもちゃ
部品及び付属品

全

E1－650 のぞきおもちゃ E1－650 のぞきおもちゃ 全

E1－651 眼鏡おもちゃ E1－651 眼鏡おもちゃ 全

E1－652 望遠鏡おもちゃ E1－652 望遠鏡おもちゃ 全

E1－653 顕微鏡おもちゃ E1－653 顕微鏡おもちゃ 全

E1－654 双眼鏡おもちゃ E1－654 双眼鏡おもちゃ 全

E1－655 カメラおもちゃ E1－655 カメラおもちゃ 全

E1－656 撮影機おもちゃ E1－656 撮影機おもちゃ 全

E1－657 映写機おもちゃ E1－657 映写機おもちゃ 全

E1－658 万華鏡 E1－658 万華鏡 全

E1－659 のぞきおもちゃ用部品及び付属品 E1－659 のぞきおもちゃ用部品及び付属品 全

E1－660 事務機器おもちゃ E1－660 事務機器おもちゃ 全

E1－661 タイプライターおもちゃ E1－661 タイプライターおもちゃ 全

E1－662 レジスターおもちゃ E1－662 レジスターおもちゃ 全

E1－663 計算おもちゃ E1－663 計算おもちゃ 全

E1－669 事務機器おもちゃ部品及び付属品 E1－669 事務機器おもちゃ部品及び付属品 全

E1－670 計量おもちゃ又は計測おもちゃ E1－670 計量おもちゃ又は計測おもちゃ 全

E1－6710 時計おもちゃ E1－6710 時計おもちゃ 全

E1－6719 時計おもちゃ部品及び付属品 E1－6719 時計おもちゃ部品及び付属品 全

E1－680 武器おもちゃ E1－680 武器おもちゃ 全

E1－6810 銃おもちゃ E1－6810 銃おもちゃ 全

E1－6811 機関銃おもちゃ E1－6811 機関銃おもちゃ 全

E1－6812 ピストルおもちゃ E1－6812 ピストルおもちゃ 全

E1－68190 銃おもちゃ部品及び付属品 E1－68190 銃おもちゃ部品及び付属品 全

E1－68191 銃おもちゃ部品 E1－68191 銃おもちゃ部品 全

E1－6820 弓矢おもちゃ E1－6820 弓矢おもちゃ 全

E1－6829 弓矢おもちゃ部品及び付属品 E1－6829 弓矢おもちゃ部品及び付属品 全

E1－683 吹き矢おもちゃ E1－683 吹き矢おもちゃ 全

E1－6840 刀剣おもちゃ E1－6840 刀剣おもちゃ 全

E1－6849 刀剣おもちゃ部品及び付属品 E1－6849 刀剣おもちゃ部品及び付属品 全

E1－70 建物おもちゃ E1－70 建物おもちゃ 全

E1－71 家屋おもちゃ E1－71 家屋おもちゃ 全

E1－72 庭園おもちゃ及び遊園地施設物おもちゃ E1－72 庭園おもちゃ及び遊園地施設物おもちゃ 全

E1－73 駐車場おもちゃ E1－73 駐車場おもちゃ 全

E1－74 ガソリンスタンドおもちゃ E1－74 ガソリンスタンドおもちゃ 全

E1－79 建物おもちゃ部品及び付属品 E1－79 建物おもちゃ部品及び付属品 全
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意匠分類の名称 意匠分類記号 意匠分類の名称 または 移行した物品
移行
方法

旧意匠分類新意匠分類

E2－0 その他の遊戯娯楽用品 E2－0 その他の遊戯娯楽用品 全

E2－10 知育遊戯具又はパズル遊戯具 E2－10 知育遊戯具又はパズル遊戯具 全

E2－110 組立て遊戯具又は積み木遊戯具 E2－110 組立て遊戯具又は積み木遊戯具 全

E2－111 組木 E2－111 組木 全

E2－112 積み木 E2－112 積み木 全

E2－119 組立て遊戯具又は積み木遊戯部品及び
付属品

E2－119 組立て遊戯具又は積み木遊戯具部品及
び付属品

全

E2－120 はめ込み遊戯具 E2－120 はめ込み遊戯具 全

E2－129 はめ込み遊戯具部品及び付属品 E2－129 はめ込み遊戯具部品及び付属品 全

E2－13 知恵の輪 E2－13 知恵の輪 全

E2－200 ゲーム用品 E2－20 ゲーム用品 一

E2－210 ゲーム盤 E2－210 ゲーム盤及びゲーム器 全

E2－211 碁盤及び将棋盤 E2－211 碁盤及び将棋盤 全

E2－2120 ゲーム器 E2－212 ゲーム器 一

E2－2120A 携帯型 E2－212 ゲーム器 一

E2－2120B 表示画面有り型 E2－212 ゲーム器 一

E2－22 ゲーム用こま等 E2－22 ゲーム用こま等 全

E2－23 ゲーム用カード E2－23 ゲーム用カード 全

E2－24 玉突き台 E2－24 玉突き台 全

E2－29 ゲーム用品部品及び付属品 E2－20 ゲーム用品 一

E2－29 ゲーム用品部品及び付属品 E2－212 ゲーム器 一

E2－300 娯楽機械 E2－30 娯楽機械 一

E2－300A 座席有り型 E2－30 娯楽機械 一

E2－300B 表示画面有り型 E2－30 娯楽機械 一

E2－310 パチンコゲーム機 E2－310 パチンコゲーム機 全

E2－31900 パチンコゲーム機部品及び付属品 E2－3190 パチンコゲーム機部品及び付属品 一

E2－3191 パチンコゲーム機用表部品 E2－3191 パチンコゲーム機用表部品 全

E2－3192 パチンコゲーム用玉容器 E2－3190 パチンコゲーム機部品及び付属品 一

E2－3193 パチンコゲーム用枠体 E2－3190 パチンコゲーム機部品及び付属品 一

E2－320 スロットマシンゲーム機 E2－30 娯楽機械 一

E2－329 スロットマシンゲーム機部品及び付属品 E2－30 娯楽機械 一

E2－39 娯楽機械部品及び付属品 E2－30 娯楽機械 一

E2－400 遊戯具 E2－400 遊戯具 全

E2－401 こま等 E2－401 こま等 全

E2－402 めんこ等 E2－402 めんこ等 全

E2－403 羽子板 E2－403 羽子板 全

E2－404 剣玉 E2－404 剣玉 全

E2－410 球遊戯具 E2－410 球遊戯具 全

E2－411 球遊戯用球 E2－411 球遊戯用球 全

E2－42 輪遊戯具 E2－42 輪遊戯具 全

E2－43 投てき遊戯具 E2－43 投てき遊戯具 全

E2－440 飛しょう遊戯具 E2－440 飛しょう遊戯具 全

E2－441 竹とんぼ E2－441 竹とんぼ 全

E2－442 たこ E2－442 たこ 全

E2－50 運動遊戯具 E2－50 運動遊戯具 全

E2－51 歩行遊戯具 E2－51 歩行遊戯具 全

E2－5200 乗用遊戯具 E2－520 乗用遊戯具 一

E2－5210 子供用自動車 E2－521 子供用自動車 一

E2－5220 子供用三輪車 E2－522 子供用三輪車 一

E2－5230 三輪スケート等 E2－523 三輪スケート等 一

E2－529 乗用遊戯具部品及び付属品 E2－520 乗用遊戯具 一

E2－529 乗用遊戯具部品及び付属品 E2－521 子供用自動車 一

E2－529 乗用遊戯具部品及び付属品 E2－522 子供用三輪車 一

E2－529 乗用遊戯具部品及び付属品 E2－523 三輪スケート等 一
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旧意匠分類新意匠分類

E2－530 器械遊戯器具 E2－530 器械遊戯器具 全

E2－531 ぶらんこ E2－531 ぶらんこ 全

E2－532 シーソー E2－532 シーソー 全

E2－533 滑り台 E2－533 滑り台 全

E2－534 ジャングルジム E2－534 ジャングルジム 全

E2－60 水遊び遊戯具 E2－60 水遊び遊戯具 全

E2－61 遊戯用浮袋 E2－61 遊戯用浮袋 全

E2－62 遊戯用水槽 E2－62 遊戯用水槽 全

E2－7 遊園地用遊戯機械 E2－7 遊園地用遊戯機械 全

E3－00 その他の運動競技用品 E3－00 その他の運動競技用品 全

E3－0100 身体鍛錬器具 E3－010 身体鍛錬器具 一

E3－0100A 座席部有り型 E3－010 身体鍛錬器具 一

E3－0100B ペダル部有り型 E3－010 身体鍛錬器具 一

E3－011 筋力鍛錬具 E3－011 筋力鍛錬具 全

E3－019 身体鍛錬器具・筋力鍛錬器具部品及び
付属品

E3－010 身体鍛錬器具 一

E3－02 格闘技用具 E3－02 格闘技用具 全

E3－03 運動用弓用具 E3－03 運動用弓用具 全

E3－040 射撃スポーツ用品 E3－040 射撃スポーツ用品 全

E3－041 猟銃等 E3－041 猟銃等 全

E3－1 陸上競技用具 E3－1 陸上競技用具 全

E3－20 器械体操器具等 E3－20 器械体操器具等 全

E3－21 器械体操器具 E3－21 器械体操器具 全

E3－22 跳躍運動具 E3－22 跳躍運動具 全

E3－300 球技用具 E3－300 球技用具 全

E3－3010 運動用ボール E3－301 運動用ボール 一

E3－3011 ゴルフボール E3－301 ※ゴルフボール 一

E3－310 テニス用具 E3－310 テニス用具 全

E3－311 テニスラケット E3－311 テニスラケット 全

E3－320 バドミントン用具 E3－320 バトミントン用具 全

E3－321 バドミントンラケット E3－321 バトミントンラケット 全

E3－33 卓球用具 E3－33 ピンポン用具 全

E3－340 野球用具 E3－34 野球用具 一

E3－349 野球用具部品及び付属品 E3－34 野球用具 一

E3－3500 ゴルフ用具 E3－350 ゴルフ用具 一

E3－351 ゴルフ練習用具 E3－351 ゴルフ練習用具 全

E3－3520 ゴルフクラブ E3－3520 ゴルフクラブ 全

E3－3520A アイアン型 E3－3520 ※アイアンゴルフクラブ 一

E3－3520B ウッド型 E3－3520 ※ウッドゴルフクラブ 一

E3－3520C パター型 E3－3520 ※パターゴルフクラブ 一

E3－3529 ゴルフクラブ部品及び付属品 E3－35290 ゴルフクラブ部品及び付属品 一

E3－35291 ゴルフクラブ用ヘッド E3－35291 ゴルフクラブ用ヘッド 全

E3－35291A アイアン型 E3－35291 ※アイアンゴルフクラブ用ヘッド 一

E3－35291B ウッド型 E3－35291 ※ウッドゴルフクラブ用ヘッド 一

E3－35291C パター型 E3－35291 ※パターゴルフクラブ用ヘッド 一

E3－35292 ゴルフクラブ用バッグ E3－35290 ※ゴルフクラブ用バック 一

E3－35293 ゴルフクラブ用グリップ E3－35290 ※ゴルフクラブ用グリップ 一

E3－35294 ゴルフクラブ用シャフト E3－35290 ※ゴルフクラブ用グシャフト 一

E3－353 一組のゴルフクラブセット E3－350 ※一組のゴルフクラブセット 一

E3－400 スキー用具及びスケート用具 E3－40 スキー用具及びスケート用具 一

E3－410 スキー用具 E3－410 スキー用具 全

E3－4110 スキー E3－4110 スキー 全

E3－4119 スキー部品及び付属品 E3－4119 スキー部品及び付属品 全

E3－412 スキーストック E3－412 スキーストック 全
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E3－42 アイススケート用具 E3－42 アイススケート用具 全

E3－43 運動競技用そり E3－43 運動競技用そり 全

E3－49 スキー用具及びスケート用具部品及び付
属品

E3－40 スキー用具及びスケート用具 一

E3－500 水泳用具又は水中運動具 E3－50 水泳用具又は水中運動具 一

E3－510 水泳用具 E3－51 水泳用具 一

E3－520 水上運動具 E3－52 水上運動具 一

E3－530 水中運動具 E3－53 水上運動具 一

E3－531 水中眼鏡 E3－53 水中眼鏡 一

E3－59 水泳用具又は水中道具部品及び付属品 E3－50 水泳用具又は水中運動具 一

E3－59 水泳用具又は水中道具部品及び付属品 E3－51 水泳用具 一

E3－59 水泳用具又は水中道具部品及び付属品 E3－52 水上運動具 一

E3－59 水泳用具又は水中道具部品及び付属品 E3－53 水中眼鏡 一

E4－00 その他の楽器 E4－00 その他の楽器 全

E4－01 リズム発生器 E4－01 リズム発生器 全

E4－02 オルゴール E4－02 オルゴール 全

E4－10 楽器練習具 E4－10 楽器練習具 全

E4－11 メトロノーム E4－11 メトロノーム 全

E4－200 打楽器 E4－20 打楽器 一

E4－200 打楽器 E4－21 カスタネット 全

E4－22 一組のドラムセット E4－20 ※一組のドラムセット 一

E4－29 打楽器部品及び付属品 E4－20 打楽器 一

E4－30 弦楽器 E4－30 弦楽器 全

E4－31 電気ギター E4－31 電気ギター 全

E4－39 弦楽器部品及び付属品 E4－39 弦楽器部品及び付属品 全

E4－40 管楽器等 E4－40 管楽器等 全

E4－41 ハーモニカ E4－41 ハーモニカ 全

E4－50 けん盤楽器 E4－50 けん盤楽器 全

E4－510 オルガン E4－51 オルガン 全

E4－510 オルガン E4－51A オルガン（脚付き） 全

E4－520 ピアノ等 E4－52 ピアノ等 全

E4－520 ピアノ等 E4－52A ピアノ（アップライト型） 全

E4－520A アップライト型 E4－52A ピアノ（アップライト型） 全

E4－59 けん盤楽器部品及び付属品 E4－59 けん盤楽器部品及び付属品 全

E4－600 電子楽器 E4－60 電子楽器 全

E4－600 電子楽器 E4－60A 電子楽器（けん盤操作型） 全

E4－600 電子楽器 E4－60AA 電子楽器（アップライトピアノ型） 全

E4－600 電子楽器 E4－60AB 電子楽器（卓上けん盤操作型） 全

E4－600 電子楽器 E4－60AC 電子楽器（脚付きけん盤操作型） 全

E4－600A けん盤操作型 E4－60A 電子楽器（けん盤操作型） 全

E4－600AA アップライトピアノ型 E4－60AA 電子楽器（アップライトピアノ型） 全

E4－600AB 卓上けん盤操作型 E4－60AB 電子楽器（卓上けん盤操作型） 全

E4－600AC 脚付きけん盤操作型 E4－60AC 電子楽器（脚付きけん盤操作型） 全

E4－600B 操作部及び表示画面有り型 E4－60 電子楽器 一

E4－69 電子楽器部品及び付属品 E4－69 電子楽器部品及び付属品 全

E4－90 楽器部品及び付属品 E4－90 楽器部品及び付属品 全

E4－91 楽器ケース E4－91 楽器ケース 全

F0－0 Ｆ１～Ｆ５に属さないその他の事務用品及
び販売用品雑

F0－0 Ｆ１～Ｆ５に属さないその他の事務用品及
び販売用品雑

全

F0－1 つり銭器等 F0－10 つり銭器等 全

F0－1 つり銭器等 F0－11 つり銭器 全

F0－1 つり銭器等 F0－12 つり銭皿 全

F1－0 その他の教習具，書画用品等 F1－0 その他の教習具，書画用品等 全

F1－1 教習具 F1－1 教習具 全
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F1－1A 乗物操縦型 F1－1 教習具 一

F1－20 学習用具 F1－20 学習用具 全

F1－210 学習具 F1－210 学習具 全

F1－211 教育用模型 F1－211 教育用模型 全

F1－220 学習器 F1－220 学習器 全

F1－221 カード学習器等 F1－221 カード学習器等 全

F1－222 計算練習器等 F1－222 計算練習器等 全

F1－2300 地図等 F1－230 地図等 全

F1－2300 地図等 F1－2310 地図 全

F1－2311 路線案内地図 F1－2311 路線案内地図 全

F1－23200 地球儀等 F1－2320 地球儀等 全

F1－23200 地球儀等 F1－2321 地球儀 全

F1－23200 地球儀等 F1－2322 月球儀 全

F1－23200 地球儀等 F1－2323 天球儀 全

F1－2329 地球儀等部品及び付属品 F1－2329 地球儀等部品及び付属品 全

F1－233 星座図等 F1－233 星座図等 全

F1－300 書画用品等 F1－300 書画用品 全

F1－301 色立体等 F1－301 色立体等 全

F1－3100 書道用具 F1－310 書道用具 全

F1－3100 書道用具 F1－312 水滴 全

F1－311 すずり F1－311 すずり 全

F1－3200 絵画用具 F1－320 絵画用具 全

F1－3200 絵画用具 F1－323 絵画用パレットナイフ等 全

F1－321 絵画用パレット等 F1－321 絵画用パレット等 全

F1－322 筆洗い等 F1－322 筆洗い等 全

F1－324 絵画用イーゼル F1－324 絵画用イーゼル 全

F1－32500 絵画用カンバス等 F1－3250 絵画用カンバス等 全

F1－32500 絵画用カンバス等 F1－3251 絵画用カンバス 全

F1－3259 絵画用カンバス等部品及び付属品 F1－3259 絵画用カンバス等部品及び付属品 全

F2－000 その他の筆記具，事務用具等 F2－00 その他の筆記具，事務用具等 一

F2－001 一組の事務用具セット F2－00 ※一組の事務用具セット 一

F2－01 事務用指サック F2－01 事務用指サック 全

F2－100 筆記用具 F2－10 筆記用具 一

F2－101 一組の筆記具セット F2－10 ※一組の筆記具セット 一

F2－11000 筆記具 F2－1100 筆記具 一

F2－11000 筆記具 F2－1141 デスクペン 全

F2－11000 筆記具 F2－117 クレヨン，白墨等 全

F2－1103 押圧入力ペン F2－1100 筆記具 一

F2－1110 鉛筆 F2－111 鉛筆 全

F2－1110 鉛筆 F2－111A 鉛筆（キャップ付き） 全

F2－1110 鉛筆 F2－111B 鉛筆（具象型） 全

F2－1110A 変形型 F2－111 鉛筆 一

F2－1110A 変形型 F2－111A 鉛筆（キャップ付き） 一

F2－1110A 変形型 F2－111B 鉛筆（具象型） 一

F2－1120 シャープペンシル及びボールペン F2－112 シャープペンシル 全

F2－1120 シャープペンシル及びボールペン F2－112A シャープペンシル（クリップ付き） 一

F2－1120 シャープペンシル及びボールペン F2－112C シャープペンシル（具象型） 一

F2－1120 シャープペンシル及びボールペン F2－1130 ボールペン 全

F2－1120 シャープペンシル及びボールペン F2－1130A ボールペン（クリップ付き） 一

F2－1120 シャープペンシル及びボールペン F2－1130C ボールペン（具象型） 一

F2－1120A 変形型 F2－112 シャープペンシル 一

F2－1120A 変形型 F2－112A シャープペンシル（クリップ付き） 一

F2－1120A 変形型 F2－112C シャープペンシル（具象型） 一

F2－1120A 変形型 F2－1130 ボールペン 一
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F2－1120A 変形型 F2－1130A ボールペン（クリップ付き） 一

F2－1120A 変形型 F2－1130C ボールペン（具象型） 一

F2－1120BA クリップ付き F2－112A シャープペンシル（クリップ付き） 一

F2－1120BA クリップ付き F2－112C シャープペンシル（具象型） 一

F2－1120BA クリップ付き F2－1130A ボールペン（クリップ付き） 一

F2－1120BA クリップ付き F2－1130C ボールペン（具象型） 一

F2－1120C 他機能付き F2－112 シャープペンシル 一

F2－1120C 他機能付き F2－112A シャープペンシル（クリップ付き） 一

F2－1120C 他機能付き F2－112C シャープペンシル（具象型） 一

F2－1120C 他機能付き F2－1130 ボールペン 一

F2－1120C 他機能付き F2－1130A ボールペン（クリップ付き） 一

F2－1120C 他機能付き F2－1130C ボールペン（具象型） 一

F2－1120EA 複数ノック式 F2－112 シャープペンシル 一

F2－1120EA 複数ノック式 F2－112A シャープペンシル（クリップ付き） 一

F2－1120EA 複数ノック式 F2－112C シャープペンシル（具象型） 一

F2－1120EA 複数ノック式 F2－1130 ボールペン 一

F2－1120EA 複数ノック式 F2－1130A ボールペン（クリップ付き） 一

F2－1120EA 複数ノック式 F2－1130C ボールペン（具象型） 一

F2－1121 シャープペンシル及びボールペン（キャッ
プ付き）

F2－112A シャープペンシル（クリップ付き） 一

F2－1121 シャープペンシル及びボールペン（キャッ
プ付き）

F2－112B シャープペンシル（キャップ付き） 全

F2－1121 シャープペンシル及びボールペン（キャッ
プ付き）

F2－112BA シャープペンシル（キャップ及びクリップ付
き）

全

F2－1121 シャープペンシル及びボールペン（キャッ
プ付き）

F2－112C シャープペンシル（具象型） 一

F2－1121 シャープペンシル及びボールペン（キャッ
プ付き）

F2－1130A ボールペン（クリップ付き） 一

F2－1121 シャープペンシル及びボールペン（キャッ
プ付き）

F2－1130B ボールペン（キャップ付き） 全

F2－1121 シャープペンシル及びボールペン（キャッ
プ付き）

F2－1130BA ボールペン（キャップ及びクリップ付き） 全

F2－1121 シャープペンシル及びボールペン（キャッ
プ付き）

F2－1130C ボールペン（具象型） 一

F2－1121A 変形型 F2－112A シャープペンシル（クリップ付き） 一

F2－1121A 変形型 F2－112C シャープペンシル（具象型） 一

F2－1121A 変形型 F2－1130A ボールペン（クリップ付き） 一

F2－1121A 変形型 F2－1130C ボールペン（具象型） 一

F2－1121BA クリップ付き F2－112B シャープペンシル（キャップ付き） 一

F2－1121BA クリップ付き F2－112BA シャープペンシル（キャップ及びクリップ付
き）

一

F2－1121BA クリップ付き F2－112C シャープペンシル（具象型） 一

F2－1121BA クリップ付き F2－1130B ボールペン（キャップ付き） 一

F2－1121BA クリップ付き F2－1130BA ボールペン（キャップ及びクリップ付き） 一

F2－1121BA クリップ付き F2－1130C ボールペン（具象型） 一

F2－1121C 他機能付き F2－112B シャープペンシル（キャップ付き） 一

F2－1121C 他機能付き F2－112BA シャープペンシル（キャップ及びクリップ付
き）

一

F2－1121C 他機能付き F2－112C シャープペンシル（具象型） 一

F2－1121C 他機能付き F2－1130B ボールペン（キャップ付き） 一

F2－1121C 他機能付き F2－1130BA ボールペン（キャップ及びクリップ付き） 一

F2－1121C 他機能付き F2－1130C ボールペン（具象型） 一

F2－1121D 両端部筆記具付き F2－112A シャープペンシル（クリップ付き） 一

F2－1121D 両端部筆記具付き F2－112C シャープペンシル（具象型） 一

F2－1121D 両端部筆記具付き F2－1130A ボールペン（クリップ付き） 一

F2－1121D 両端部筆記具付き F2－1130C ボールペン（具象型） 一

F2－11400 万年筆 F2－1140 万年筆 全
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F2－11400 万年筆 F2－1140A 万年筆（ノック式） 全

F2－11400 万年筆 F2－1140B 万年筆（具象型） 全

F2－11400A 変形型 F2－1140 万年筆 一

F2－11400A 変形型 F2－1140A 万年筆（ノック式） 一

F2－11400A 変形型 F2－1140B 万年筆（具象型） 一

F2－11400E ノック式 F2－1140A 万年筆（ノック式） 全

F2－11401E ノック式 F2－1140B 万年筆（具象型） 一

F2－11500 マーキングペン等 F2－1150 マーキングペン 全

F2－11500 マーキングペン等 F2－1150A マーキングペン（クリップ付き） 全

F2－11500 マーキングペン等 F2－1150B マーキングペン（キャップ付き） 全

F2－11500 マーキングペン等 F2－1150BA マーキングペン（キャップ及びクリップ付 全

F2－11500 マーキングペン等 F2－1150C マーキングペン（具象型） 全

F2－11500A 変形型 F2－1150 マーキングペン 一

F2－11500A 変形型 F2－1150A マーキングペン（クリップ付き） 一

F2－11500A 変形型 F2－1150B マーキングペン（キャップ付き） 一

F2－11500A 変形型 F2－1150BA マーキングペン（キャップ及びクリップ付 一

F2－11500A 変形型 F2－1150C マーキングペン（具象型） 一

F2－11500BA クリップ付き F2－1150A マーキングペン（クリップ付き） 全

F2－11500BA クリップ付き F2－1150C マーキングペン（具象型） 一

F2－11500BB キャップ付き F2－1150B マーキングペン（キャップ付き） 全

F2－11500BB キャップ付き F2－1150BA マーキングペン（キャップ及びクリップ付 一

F2－11500BB キャップ付き F2－1150C マーキングペン（具象型） 一

F2－11500BC キャップ及びクリップ付き F2－1150BA マーキングペン（キャップ及びクリップ付 全

F2－11500BC キャップ及びクリップ付き F2－1150C マーキングペン（具象型） 一

F2－11500D 両端部筆記具付き F2－1150A マーキングペン（クリップ付き） 一

F2－11500D 両端部筆記具付き F2－1150B マーキングペン（キャップ付き） 一

F2－11500D 両端部筆記具付き F2－1150BA マーキングペン（キャップ及びクリップ付 一

F2－11500D 両端部筆記具付き F2－1150C マーキングペン（具象型） 一

F2－1151 筆ペン F2－1151 筆ペン 全

F2－116 毛筆等 F2－116 毛筆等 全

F2－11900 筆記具部品及び付属品 F2－1101 付けペン用ペン軸 一

F2－11900 筆記具部品及び付属品 F2－1149 万年筆部品 一

F2－11900 筆記具部品及び付属品 F2－1190 筆記具部品及び付属品 一

F2－11910 筆記具用キャップ F2－1101 付けペン用ペン軸 一

F2－11910 筆記具用キャップ F2－1149 万年筆部品 一

F2－11910 筆記具用キャップ F2－1191 筆記具用キャップ 全

F2－1192 筆記具用クリップ F2－1192 筆記具用クリップ 全

F2－11930 筆記具用ペン先 F2－1102 付けペン用ペン先 全

F2－11930 筆記具用ペン先 F2－1193 筆記具用ペン先 全

F2－1194 筆記具用ホルダー F2－1194 筆記具用ホルダー 全

F2－1195 筆記具用中芯 F2－1139 ボールペン部品 全

F2－1195 筆記具用中芯 F2－1190 ※マーキングペン用中芯 一

F2－1200 筆記用品 F2－120 筆記用品 全

F2－1200 筆記用品 F2－124 インク吸い取り器 全

F2－121 下敷き F2－121 下敷き 全

F2－12200 文字修正具等 F2－1220 字消し用具 全

F2－12200 文字修正具等 F2－1222 電動字消し具 全

F2－12200 文字修正具等 F2－80 事務用整理加工機器 一

F2－12200A 容器型 F2－1220 字消し用具 一

F2－12200A 容器型 F2－1222 電動字消し具 一

F2－12200B ペン型 F2－1220 字消し用具 一

F2－12200B ペン型 F2－1222 電動字消し具 一

F2－12200C テープ転写型 F2－80 事務用整理加工機器 一

F2－1221 消しゴム F2－1221 消しゴム 全
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F2－12290 文字修正具等部品及び付属品 F2－1229 文字修正具の部品及び付属品 全

F2－12290 文字修正具等部品及び付属品 F2－80 事務用整理加工機器 一

F2－12290A 事務用塗膜転写具の交換カートリッジ F2－80 事務用整理加工機器 一

F2－12300 鉛筆削り具 F2－1230 鉛筆削り具 一

F2－12300 鉛筆削り具 F2－1231 鉛筆削り器 一

F2－12320 電動鉛筆削り器 F2－1232 電動鉛筆削り器 一

F2－1239 鉛筆削り器の部品及び付属品 F2－1230 鉛筆削り具 一

F2－1239 鉛筆削り器の部品及び付属品 F2－1231 鉛筆削り器 一

F2－1239 鉛筆削り器の部品及び付属品 F2－1232 電動鉛筆削り器 一

F2－125 インクつぼ F2－125 インクつぼ 全

F2－200 事務用印字具 F2－20 事務用印刷具及び事務用印字具 全

F2－200 事務用印字具 F2－220 事務用印字具 全

F2－200 事務用印字具 F2－2230 回転印判等 全

F2－200 事務用印字具 F2－2231 番号機 全

F2－200 事務用印字具 F2－2240 事務用印字器 全

F2－200 事務用印字具 F2－2241 チェックライター 全

F2－200 事務用印字具 F2－2250 事務用刻印器 全

F2－200 事務用印字具 F2－2251 クレジットカード用刻印器 全

F2－2210 印材，スタンプ等 F2－221 印材 全

F2－2210 印材，スタンプ等 F2－222 スタンプ等 全

F2－22600 ラベル印字器 F2－2242 テープ印字器 全

F2－22600 ラベル印字器 F2－2260 ハンドラベラー 全

F2－22600 ラベル印字器 H5－0 ラベル印字器 一

F2－22900 事務用印字具部品及び付属品 F2－2269 ハンドラベラー部品及び付属品 全

F2－22900 事務用印字具部品及び付属品 F2－2290 事務用印字具部品及び付属品 全

F2－22910 肉池，スタンプ台 F2－2291 肉池 全

F2－22910 肉池，スタンプ台 F2－2292 スタンプ台 全

F2－30 製図用具 F2－30 製図用具 全

F2－3100 製図用定規 F2－310 製図用定規 全

F2－3100 製図用定規 F2－310A 製図用定規（直定規） 全

F2－3100 製図用定規 F2－310B 製図用定規（型定規） 全

F2－3100 製図用定規 F2－311 三角定規 全

F2－3100 製図用定規 F2－312 丁定規 全

F2－3100 製図用定規 F2－313 雲形定規曲 全

F2－3100 製図用定規 F2－314 がり尺 全

F2－3100A 三角定規 F2－311 三角定規 全

F2－32 分度器 F2－32 分度器 全

F2－3300 製図器具 F2－330 製図器具 全

F2－3300 製図器具 F2－332 からす口 全

F2－331 コンパス等 F2－331 コンパス等 全

F2－339 製図器具部品及び付属品 F2－339 製図器具部品及び付属品 全

F2－3500 製図台等 F2－34 製図機 全

F2－3500 製図台等 F2－350 製図台 一

F2－3500 製図台等 F2－350A 製図台（卓上型） 全

F2－351 製図板 F2－351 製図板 全

F2－352 透写台 F2－352 透写台 全

F2－359 製図台等部品及び付属品 F2－350 製図台 一

F2－400 事務用表示具 F2－40 事務用表示具 全

F2－400 事務用表示具 F2－43 統計表示器 全

F2－410 カレンダー F2－410 カレンダー 全

F2－4110 卓上カレンダー等 F2－4110 卓上カレンダー等 全

F2－4111 卓上カレンダー F2－4111 卓上カレンダー 全

F2－4120 つり下げカレンダー F2－412 つり下げカレンダー 全

F2－4120 つり下げカレンダー F2－412A つり下げカレンダー（とじ合わせ型） 全
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F2－4120A とじ合わせ型 F2－412A つり下げカレンダー（とじ合わせ型） 全

F2－419 カレンダー部品及び付属品 F2－419 カレンダー部品及び付属品 全

F2－420 黒板等 F2－420 黒板等 全

F2－4210 黒板 F2－421 黒板 全

F2－4210 黒板 F2－421A 黒板（床置型） 全

F2－4210A 床置き型 F2－421A 黒板（床置型） 全

F2－422 掲示板 F2－422 掲示板 全

F2－423 筆記板 F2－423 筆記板 全

F2－4290 黒板等部品及び付属品 F2－4290 黒板等部品及び付属品 全

F2－4291 黒板ふき F2－4291 黒板ふき 全

F2－4292 黒板ふき掃除器 F2－4292 黒板ふき掃除器 全

F2－500 事務用計算具 F2－50 事務用計算具 全

F2－500 事務用計算具 F2－510 そろばん等 全

F2－500 事務用計算具 F2－511 そろばん 全

F2－5300 早見具等 F2－52 計算尺 全

F2－5300 早見具等 F2－530 早見具 全

F2－5300 早見具等 F2－531 早見盤 全

F2－59 事務用計算具の部品及び付属品 F2－519 そろばん等部品及び付属品 全

F2－600 事務用とじ具等 F2－60 事務用とじ具等 一

F2－600 事務用とじ具等 F2－620 事務用とじ具 全

F2－600 事務用とじ具等 F2－622 事務用とじ針 全

F2－600 事務用とじ具等 F2－624 カレンダーとじ具 全

F2－600 事務用とじ具等 F2－625 新聞とじ具 全

F2－61 事務用つり下げ具 F2－61 事務用吊り下げ具 全

F2－621 事務用とじひも F2－621 事務用とじひも 全

F2－623 バインダー用金具 F2－623 バインダー用金具 全

F2－6300 事務用はさみ具 F2－630 事務用はさみ具 全

F2－6300 事務用はさみ具 F2－6310 紙ばさみ等 全

F2－6300 事務用はさみ具 F2－6311 紙ばさみ 全

F2－632 事務用クリップ F2－632 事務用クリップ 全

F2－6400 事務用止め具 F2－640 事務用止め具 全

F2－6400 事務用止め具 F2－641 画びょう等 全

F2－642 マグネットホルダー F2－642 マグネットホルダー 全

F2－69 事務用とじ具等の部品及び付属品 F2－60 事務用とじ具等 一

F2－700 事務用整理保管具 F2－70 事務用整理保管具 一

F2－7100 事務用整理保管箱 F2－710 事務用整理保管箱 全

F2－7100 事務用整理保管箱 F2－711 図面保管庫等 全

F2－7120 書類決裁箱 F2－7120 書類決裁箱 全

F2－71210 カード整理箱 F2－7121 カード整理箱 一

F2－713 文箱等 F2－713 文箱等 全

F2－714 情報記録媒体整理保管具 F2－7121 カード入れ 一

F2－714 情報記録媒体整理保管具 F2－73140 本立て等 一

F2－714 情報記録媒体整理保管具 H4－4190 記録媒体部品及び付属品 一

F2－714 情報記録媒体整理保管具 H4－4191 レコード収納具 一

F2－714 情報記録媒体整理保管具 H4－4194 テープマガジン収納ケース 一

F2－7149 情報記録媒体整理保管具部品及び付属 F2－7121 カード入れ 一

F2－7149 情報記録媒体整理保管具部品及び付属 H4－4190 記録媒体部品及び付属品 一

F2－7149 情報記録媒体整理保管具部品及び付属 H4－4191 レコード収納具 一

F2－7149 情報記録媒体整理保管具部品及び付属 H4－4194 テープマガジン収納ケース 一

F2－714A ラック型 F2－7121 カード入れ 一

F2－714A ラック型 F2－73140 本立て等 一

F2－714B ケース型 H4－4190 記録媒体部品及び付属品 一

F2－714B ケース型 H4－4191 レコード収納具 一

F2－714B ケース型 H4－4194 テープマガジン収納ケース 一
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F2－719 事務用整理保管具の部品及び付属品 F2－70 事務用整理保管具 一

F2－72000 事務用整理収納器 F2－7200 事務用整理収納器 全

F2－72000 事務用整理収納器 F2－7201 海綿入れ等 全

F2－7210 筆記具整理収納器 F2－7210 筆記具整理収納器 全

F2－7211 ペン皿 F2－7211 ペン皿 全

F2－7212 ペン立て F2－7212 ペン立て 全

F2－7213 ペン差し F2－7213 ペン差し 全

F2－7214 ペンホルダー F2－7214 ペンホルダー 全

F2－7215 取付け用ペンホルダー等 F2－7215 取付け用ペンホルダー等 全

F2－7220 事務用印字具収納器 F2－7220 事務用印字具収納器 全

F2－7221 印箱 F2－7221 印箱 全

F2－7222 印判立て F2－7222 印判立て 全

F2－7230 事務用整理収納器 F2－7230 事務用整理収納器 全

F2－7231 事務用品収納器 F2－7231 事務用品収納器 全

F2－7232 事務用品整理皿 F2－7232 事務用品整理皿 全

F2－7240 用紙収納器 F2－7240 用紙収納器 全

F2－7241 メモ用紙立て等 F2－7241 メモ用紙立て等 全

F2－7242 メモ台等 F2－7242 メモ台等 全

F2－729 事務用整理収納器部品及び付属品 F2－72190 筆記具整理収納部品及び付属品 全

F2－729 事務用整理収納器部品及び付属品 F2－72191 ペンホルダー用ソケット 全

F2－7300 事務用机上整理具 F2－730 事務用整理具 一

F2－7300 事務用机上整理具 F2－7310 机上整理具 全

F2－73110 デスクマット等 F2－7311 デスクマット等 一

F2－73111 マウスパッド等 F2－7311 デスクマット等 一

F2－73111 マウスパッド等 H5－920 電子計算機等付属品 一

F2－7312 文鎮 F2－7312 文鎮 全

F2－73130 用紙立て具 F2－73130 用紙立て具 全

F2－73131 カード立て等 F2－73131 カード立て等 全

F2－7314 本立て等 F2－73140 本立て等 一

F2－73141 本立て F2－73141 本立て 全

F2－73142 ブックエンド F2－73142 ブックエンド 全

F2－73149 本立て等部品及び付属品 F2－73149 本立て等部品及び付属品 全

F2－7315 回転帳簿立て F2－7315 回転帳簿立て 全

F2－732 書見台等 F2－732 書見台等 全

F2－73300 事務用検索具 F2－7330 事務用検索具 全

F2－73300 事務用検索具 F2－7331 電話早見表 全

F2－73300 事務用検索具 F2－7332 カード検索器 全

F2－734 状差し F2－734 状差し 全

F2－735 ハンギングフォルダー用フレーム F2－735 ハンギングフォルダー用フレーム 全

F2－740 事務用品携帯具 F2－740 事務用品携帯具 全

F2－741 書画用品携帯具 F2－741 書画用品携帯具 全

F2－74200 筆記具携帯具 F2－7420 筆記具携帯具 一

F2－74210 筆入れ F2－7421 筆入れ 全

F2－74210 筆入れ F2－7421A 筆入れ（ファスナー付き） 全

F2－74210A ファスナー付き F2－7421A 筆入れ（ファスナー付き） 全

F2－7422 筆箱 F2－7422 筆箱 全

F2－7423 シャープペンシルの替え芯ケース F2－7420 筆記具携帯具 一

F2－7429 筆記具携帯具部品及び付属品 F2－7429 筆記具携帯具部品及び付属品 全

F2－74300 製図用具携帯具 F2－7430 製図用具携帯具 全

F2－74300 製図用具携帯具 F2－7431 定規ケース 全

F2－7440 書類携帯具 F2－7440 書類携帯具 全

F2－7441 携帯用書類袋等 F2－7441 携帯用書類袋等 全

F2－7442 事務用筒等 F2－7442 事務用筒等 全

F2－7443 用せんばさみ等 F2－7443 用せんばさみ等 全
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F2－74440 ブックバンド等 F2－74440 ブックバンド等 全

F2－74449 ブックバンド等部品及び付属品 F2－74449 ブックバンド等部品及び付属品 全

F2－800 事務用整理加工機器 F2－80 事務用整理加工機器 一

F2－810 事務用整理機器 F2－810 事務用整理機器 全

F2－811 事務用ラミネーター F2－811 事務用ラミネーター 全

F2－8120 ペーパーシュレッダー F2－8120 ペーパーシュレッダー 全

F2－8129 ペーパーシュレッダー部品及び付属品 F2－8129 ペーパーシュレッダー部品及び付属品 全

F2－81300 事務用開封機器 F2－8130 事務用開封機器 全

F2－81300 事務用開封機器 F2－8131 事務用開封機 全

F2－8132 ペーパーナイフ等 F2－81320 ペーパーナイフ等 全

F2－8132 ペーパーナイフ等 F2－81321 ペーパーナイフ 全

F2－8140 接着テープホルダー等 F2－8140 接着テープホルダー等 全

F2－81410 接着テープホルダー F2－8141 接着テープホルダー 全

F2－81410 接着テープホルダー F2－8141A 接着テープホルダー（卓上型） 全

F2－81410A 卓上型 F2－8141A 接着テープホルダー（卓上型） 全

F2－8142 接着テープカッター F2－8142 接着テープカッター 全

F2－8149 接着テープホルダー等部品及び付属品 F2－8149 接着テープホルダー等部品及び付属品 全

F2－815 画びょう抜き F2－815 画びょう抜き 全

F2－820 事務用切断機及び事務用穿孔機 F2－820 事務用切断機及び事務用穿孔機 全

F2－82100 事務用裁断機 F2－8210 事務用裁断機 全

F2－82100 事務用裁断機 F2－8212 電動ペーパーカッター 全

F2－82100 事務用裁断機 K0－24 製本機 一

F2－8211 ペーパーカッター等 F2－8211 ペーパーカッター 全

F2－8219 事務用裁断機部品及び付属品 F2－8219 事務用裁断機部品及び付属品 全

F2－8220 事務用穿孔機 F2－8220 事務用穿孔機 全

F2－8221 事務用パンチ F2－8221 事務用パンチ 全

F2－8222 事務用電動パンチ F2－8222 事務用電動パンチ 全

F2－8229 事務用穿孔機部品及び付属品 F2－8229 事務用穿孔機部品及び付属品 全

F2－823 千枚通し F2－823 千枚通し 全

F2－8300 事務用封かん機器及び事務用とじ機器 F2－830 事務用封かん機器及び事務用とじ機器 一

F2－8300 事務用封かん機器及び事務用とじ機器 F2－833 はと目打ち 全

F2－831 事務用封かん機等 F2－831 事務用封かん機等 全

F2－8319 事務用封かん機等部品及び付属品 F2－830 事務用封かん機器及び事務用とじ機器 一

F2－8320 ステープラー等 F2－8320 ステープラー等 全

F2－83210 ステープラー F2－8321 ステープラー 全

F2－83210 ステープラー F2－8321A ステープラー（卓上型） 全

F2－83210A 卓上型 F2－8321A ステープラー（卓上型） 全

F2－8322 電動ステープラー F2－8322 電動ステープラー 全

F2－83290 ステープラー等部品及び付属品 F2－83290 ステープラー等部品及び付属品 全

F2－83291 ステープルリムーバー F2－83291 ステープルリムーバー 全

F2－83400 書類綴じ器 F2－8340 事務用製本機 一

F2－83400 書類綴じ器 F2－8341 書類製本機 一

F3－0 その他の事務用紙製品，印刷物等 F3－0 その他の事務用紙製品，印刷物等 全

F3－10 事務用紙等 F3－10 事務用紙等 全

F3－110 事務用紙及び記入用紙 F3－110 事務用紙及び記入用紙 全

F3－1110 事務用紙 F3－1110 事務用紙 全

F3－1111 謄写版原紙 F3－1111 謄写版原紙 全

F3－1112 伝票等 F3－1112 伝票等 全

F3－11130 小切手等 F3－1113 小切手等 一

F3－11131 手形等 F3－1113 小切手等 一

F3－1114 見出し紙等 F3－1114 見出し紙等 全

F3－1115 名刺台紙 F3－1115 名刺台紙 全

F3－11200 事務処理機用カード F3－1120 事務処理用カード 全

F3－11200 事務処理機用カード F3－1121 パンチカード 全
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F3－11200 事務処理機用カード F3－1123 光学読み取り板 全

F3－1130 記入用紙 F3－1130 記入用紙 全

F3－1131 グラフ用紙 F3－1131 グラフ用紙 全

F3－1132 統計用紙 F3－1132 統計用紙 全

F3－1133 原稿用紙 F3－1133 原稿用紙 全

F3－1134 ゲーム用スコアシート F3－1134 ゲーム用スコアシート 全

F3－12 書画用紙 F3－12 書画用紙 全

F3－130 日用紙等 F3－130 日用紙等 全

F3－13100 通信紙 F3－1310 通信紙 全

F3－13100 通信紙 F3－1316 荷札 一

F3－1311 封筒用封かんシール F3－1311 封筒用封かんシール 全

F3－1312 便せん F3－1312 便せん 全

F3－1314 グリーティグカード等 F3－1314 グリーティングカード等 全

F3－1314A サンタクロース模様付き F3－1314 グリーティングカード等 一

F3－13150 はがき等 F3－13150 はがき等 全

F3－13151 はがき F3－13151 はがき 全

F3－13152 絵はがき F3－13152 絵はがき 全

F3－13170 封筒等 F3－13130 封筒等 全

F3－13170 封筒等 F3－13131 郵送用封筒 全

F3－13170 封筒等 F3－13133 折畳み封筒 全

F3－13170A 折畳み型 F3－13133 折畳み封筒 一

F3－13180 祝儀袋等 F3－13132 祝儀袋等 一

F3－13181 水引き，のし等 F3－13132 祝儀袋等 一

F3－13200 写真整理用紙 F3－1320 写真整理用紙 全

F3－13200 写真整理用紙 F3－1322 ネガカバー 全

F3－13200 写真整理用紙 F3－1323 アートコーナー 全

F3－1321 写真台紙等 F3－13210 写真台紙等 全

F3－1321 写真台紙等 F3－13211 写真台紙 全

F3－13212 アルバム用台紙 F3－13212 アルバム用台紙 全

F3－1330 色紙，賞状用紙等 F3－1330 色紙，賞状用紙等 全

F3－1331 色紙等 F3－1331 色紙等 全

F3－1332 賞状用紙 F3－1332 賞状用紙 全

F3－13400 裁縫用紙 F3－1340 裁縫用紙 全

F3－13400 裁縫用紙 F3－1341 裁縫用型紙 全

F3－20 記入帳，ファイル等 F3－20 記入帳，ファイル等 全

F3－210 記入帳等 F3－210 記入帳等 全

F3－211 ノート等 F3－211 ノート等 全

F3－212 索引帳 F3－212 索引帳 全

F3－220 整理帳 F3－220 整理帳 全

F3－221 アルバム F3－221 アルバム 全

F3－222 見本整理帳 F3－222 見本整理帳 全

F3－230 ファイル等 F3－230 ファイル等 全

F3－231 ファイル F3－231 ファイル 全

F3－232 ハンギングフォルダー F3－232 ハンギングフォルダー 全

F3－24 バインダー F3－24 バインダー 全

F3－290 記入帳，ファイル等部品及び付属品 F3－290 記入帳，ファイル等部品及び付属品 全

F3－2910 表紙等 F3－2910 表紙等 全

F3－2911 表紙 F3－2911 表紙 全

F3－2920 ブックカバー等 F3－2920 ブックカバー等 全

F3－2921 ブックケース等 F3－2921 ブックケース等 全

F3－30 印刷物 F3－30 印刷物 全

F3－310 書籍，新聞等 F3－310 書籍，新聞等 全

F3－3190 書籍，新聞等部品及び付属品 F3－3190 書籍，新聞等部品及び付属品 全

F3－3191 しおり等 F3－3191 しおり等 全
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F3－32 図表 F3－32 図表 全

F3－33 広告紙等 F3－33 広告紙等 全

F3－340 表示紙 F3－340 表示紙 全

F3－34100 札 F3－1316 荷札 一

F3－34100 札 F3－3410 札 全

F3－34100 札 F3－3412 引替え札（番号札，下足札，傘札，預かり 全

F3－34100 札 F3－3413 食券札（食券札） 全

F3－3411 プライスカード等 F3－3411 プライスカード等札 全

F3－3414 ネームプレート等 F3－3414 ネームプレート等 全

F3－3414A 着衣取付け用 F3－3414 ※着用名札 一

F3－3415 席札 F3－3415 席札 全

F3－34200 券等 F3－3420 券 全

F3－34200 券等 F3－3421 クーポン券 全

F3－343 メニュー F3－343 メニュー 全

F3－344 ステッカー F3－344 ステッカー 全

F3－40 加工紙 F3－40 加工紙 全

F3－410 装飾用加工紙 F3－410 装飾用加工紙 全

F3－411 転写紙 F3－411 転写紙 全

F3－412 装飾用シール等 F3－412 装飾用シール等 全

F3－420 化粧用加工紙，衛生用加工紙等 F3－420 化粧用加工紙，衛生用加工紙等 全

F3－421 ちり紙等 F3－421 ちり紙等 全

F3－422 脂取り紙 F3－422 脂取り紙 全

F4－00 その他の包装紙，包装用容器等 F4－0 その他の包装紙，包装容器等 全

F4－00 その他の包装紙，包装用容器等 F4－45 俵 全

F4－00 その他の包装紙，包装用容器等 F4－55 包装用たる 一

F4－01 包装用かご F4－56 包装用かご 一

F4－100 包装紙 F4－10 包装紙 全

F4－100 包装紙 F4－10A 包装紙（変形） 全

F4－100 包装紙 F4－10AA 包装紙（変形・植物模様付き） 全

F4－100 包装紙 F4－10AB 包装紙（変形・動物様付き） 全

F4－100 包装紙 F4－10AC 包装紙（変形・人物様付き） 全

F4－100 包装紙 F4－10AD 包装紙（変形・器物模様付き） 全

F4－100 包装紙 F4－10AE 包装紙（変形・風景模様付き） 全

F4－100 包装紙 F4－10AF 包装紙（変形・抽象模様付き） 全

F4－100AA 植物模様付き F4－10AA 包装紙（変形・植物模様付き） 全

F4－100AB 動物模様付き F4－10AB 包装紙（変形・動物様付き） 全

F4－100AC 人物模様付き F4－10AC 包装紙（変形・人物様付き） 全

F4－100AD 器物模様付き F4－10AD 包装紙（変形・器物模様付き） 全

F4－100AE 風景模様付き F4－10AE 包装紙（変形・風景模様付き） 全

F4－100AF 抽象模様付き F4－10AF 包装紙（変形・抽象模様付き） 全

F4－101 包装紙（矩形） F4－10B 包装紙（矩形） 全

F4－101 包装紙（矩形） F4－10BA 包装紙（矩形・植物模様付き） 全

F4－101 包装紙（矩形） F4－10BB 包装紙（矩形・動物模様付き） 全

F4－101 包装紙（矩形） F4－10BC 包装紙（矩形・人物模様付き） 全

F4－101 包装紙（矩形） F4－10BD 包装紙（矩形・器物模様付き） 全

F4－101 包装紙（矩形） F4－10BE 包装紙（矩形・風景模様付き） 全

F4－101 包装紙（矩形） F4－10BF 包装紙（矩形・抽象模様付き） 全

F4－101AA 植物模様付き F4－10BA 包装紙（矩形・植物模様付き） 全

F4－101AB 動物模様付き F4－10BB 包装紙（矩形・動物模様付き） 全

F4－101AC 人物模様付き F4－10BC 包装紙（矩形・人物模様付き） 全

F4－101AD 器物模様付き F4－10BD 包装紙（矩形・器物模様付き） 全

F4－101AE 風景模様付き F4－10BE 包装紙（矩形・風景模様付き） 全

F4－101AF 抽象模様付き F4－10BF 包装紙（矩形・抽象模様付き） 全

F4－11 包装すだれ F4－11 包装すだれ 全
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F4－200 レッテル F4－20 レッテル 全

F4－200 レッテル F4－20A レッテル（変形） 全

F4－200 レッテル F4－20AA レッテル（変形・植物模様付き） 全

F4－200 レッテル F4－20AB レッテル（変形・動物模様付き） 全

F4－200 レッテル F4－20AC レッテル（変形・人物模様付き） 全

F4－200 レッテル F4－20AD レッテル（変形・器物模様付き） 全

F4－200 レッテル F4－20AE レッテル（変形・風景模様付き） 全

F4－200 レッテル F4－20AF レッテル（変形・抽象模様付き） 全

F4－200AA 植物模様付き F4－20AA レッテル（変形・植物模様付き） 全

F4－200AB 動物模様付き F4－20AB レッテル（変形・動物模様付き） 全

F4－200AC 人物模様付き F4－20AC レッテル（変形・人物模様付き） 全

F4－200AD 器物模様付き F4－20AD レッテル（変形・器物模様付き） 全

F4－200AE 風景模様付き F4－20AE レッテル（変形・風景模様付き） 全

F4－200AF 抽象模様付き F4－20AF レッテル（変形・抽象模様付き） 全

F4－201 レッテル（矩形） F4－20B レッテル（矩形） 全

F4－201 レッテル（矩形） F4－20BA レッテル（矩形・植物模様付き） 全

F4－201 レッテル（矩形） F4－20BB レッテル（矩形・動物模様付き） 全

F4－201 レッテル（矩形） F4－20BC レッテル（矩形・人物模様付き） 全

F4－201 レッテル（矩形） F4－20BD レッテル（矩形・器物模様付き） 全

F4－201 レッテル（矩形） F4－20BE レッテル（矩形・風景模様付き） 全

F4－201 レッテル（矩形） F4－20BF レッテル（矩形・抽象模様付き） 全

F4－201AA 植物模様付き F4－20BA レッテル（矩形・植物模様付き） 全

F4－201AB 動物模様付き F4－20BB レッテル（矩形・動物模様付き） 全

F4－201AC 人物模様付き F4－20BC レッテル（矩形・人物模様付き） 全

F4－201AD 器物模様付き F4－20BD レッテル（矩形・器物模様付き） 全

F4－201AE 風景模様付き F4－20BE レッテル（矩形・風景模様付き） 全

F4－201AF 抽象模様付き F4－20BF レッテル（矩形・抽象模様付き） 全

F4－21 包装用下げ札 F4－21 包装用下げ札 全

F4－300 包装用台紙 F4－30 包装用台紙 全

F4－300 包装用台紙 F4－30A 包装用台紙（変形） 全

F4－300 包装用台紙 F4－30B 包装用台紙（矩形） 全

F4－300A 矩形 F4－30B 包装用台紙（矩形） 一

F4－31 フック付き包装用台紙 F4－31 フック付き包装用台紙 全

F4－32 容器付き包装用台紙 F4－32 容器付き包装用台紙 全

F4－33 包装用袋の口封じ紙 F4－33 包装用袋の口封じ紙 全

F4－400 包装用袋 F4－40 包装用袋 一

F4－400 包装用袋 F4－40A 包装用袋（変形） 一

F4－400 包装用袋 F4－40AA 包装用袋（変形・植物模様付き） 一

F4－400 包装用袋 F4－40AB 包装用袋（変形・動物模様付き） 一

F4－400 包装用袋 F4－40AC 包装用袋（変形・人物模様付き） 一

F4－400 包装用袋 F4－40AD 包装用袋（変形・器物模様付き） 一

F4－400 包装用袋 F4－40AE 包装用袋（変形・風景模様付き） 一

F4－400 包装用袋 F4－40AF 包装用袋（変形・抽象模様付き） 一

F4－400A 模様付き F4－40AA 包装用袋（変形・植物模様付き） 一

F4－400A 模様付き F4－40AB 包装用袋（変形・動物模様付き） 一

F4－400A 模様付き F4－40AC 包装用袋（変形・人物模様付き） 一

F4－400A 模様付き F4－40AD 包装用袋（変形・器物模様付き） 一

F4－400A 模様付き F4－40AE 包装用袋（変形・風景模様付き） 一

F4－400A 模様付き F4－40AF 包装用袋（変形・抽象模様付き） 一

F4－400AA 植物模様付き F4－40AA 包装用袋（変形・植物模様付き） 一

F4－400AB 動物模様付き F4－40AB 包装用袋（変形・動物模様付き） 一

F4－400AC 人物模様付き F4－40AC 包装用袋（変形・人物模様付き） 一

F4－400AD 器物模様付き F4－40AD 包装用袋（変形・器物模様付き） 一

F4－400AE 風景模様付き F4－40AE 包装用袋（変形・風景模様付き） 一
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F4－400AF 抽象模様付き F4－40AF 包装用袋（変形・抽象模様付き） 一

F4－400B まち付き F4－40 包装用袋 一

F4－400B まち付き F4－40A 包装用袋（変形） 一

F4－400B まち付き F4－40AA 包装用袋（変形・植物模様付き） 一

F4－400B まち付き F4－40AB 包装用袋（変形・動物模様付き） 一

F4－400B まち付き F4－40AC 包装用袋（変形・人物模様付き） 一

F4－400B まち付き F4－40AD 包装用袋（変形・器物模様付き） 一

F4－400B まち付き F4－40AE 包装用袋（変形・風景模様付き） 一

F4－400B まち付き F4－40AF 包装用袋（変形・抽象模様付き） 一

F4－401 包装用袋（矩形） F4－40 包装用袋 一

F4－401 包装用袋（矩形） F4－40B 包装用袋（矩形） 一

F4－401 包装用袋（矩形） F4－40BA 包装用袋（矩形・植物模様付き） 一

F4－401 包装用袋（矩形） F4－40BB 包装用袋（矩形・動物模様付き） 一

F4－401 包装用袋（矩形） F4－40BC 包装用袋（矩形・人物模様付き） 一

F4－401 包装用袋（矩形） F4－40BD 包装用袋（矩形・器物模様付き） 一

F4－401 包装用袋（矩形） F4－40BE 包装用袋（矩形・風景模様付き） 一

F4－401 包装用袋（矩形） F4－40BF 包装用袋（矩形・抽象模様付き） 一

F4－401A 模様付き F4－40BA 包装用袋（矩形・植物模様付き） 一

F4－401A 模様付き F4－40BB 包装用袋（矩形・動物模様付き） 一

F4－401A 模様付き F4－40BC 包装用袋（矩形・人物模様付き） 一

F4－401A 模様付き F4－40BD 包装用袋（矩形・器物模様付き） 一

F4－401A 模様付き F4－40BE 包装用袋（矩形・風景模様付き） 一

F4－401A 模様付き F4－40BF 包装用袋（矩形・抽象模様付き） 一

F4－401AA 植物模様付き F4－40BA 包装用袋（矩形・植物模様付き） 一

F4－401AB 動物模様付き F4－40BB 包装用袋（矩形・動物模様付き） 一

F4－401AC 人物模様付き F4－40BC 包装用袋（矩形・人物模様付き） 一

F4－401AD 器物模様付き F4－40BD 包装用袋（矩形・器物模様付き） 一

F4－401AE 風景模様付き F4－40BE 包装用袋（矩形・風景模様付き） 一

F4－401AF 抽象模様付き F4－40BF 包装用袋（矩形・抽象模様付き） 一

F4－401B まち付き F4－40 包装用袋 一

F4－401B まち付き F4－40B 包装用袋（矩形） 一

F4－401B まち付き F4－40BA 包装用袋（矩形・植物模様付き） 一

F4－401B まち付き F4－40BB 包装用袋（矩形・動物模様付き） 一

F4－401B まち付き F4－40BC 包装用袋（矩形・人物模様付き） 一

F4－401B まち付き F4－40BD 包装用袋（矩形・器物模様付き） 一

F4－401B まち付き F4－40BE 包装用袋（矩形・風景模様付き） 一

F4－401B まち付き F4－40BF 包装用袋（矩形・抽象模様付き） 一

F4－41 連続型包装用袋 F4－41 連続型包装用袋 全

F4－420 提げ手付き包装用袋 F4－42 提げ手付き包装用袋 全

F4－420 提げ手付き包装用袋 F4－42A 提げ手付き包装用袋（模様付き） 一

F4－420A 模様付き F4－42A 提げ手付き包装用袋（模様付き） 一

F4－43 注出口付き包装用袋 F4－43 注出口付き包装用袋 全

F4－44 包装用網袋 F4－44 包装用網袋 全

F4－46 折り畳み包装用袋 F4－40 包装用袋 一

F4－46 折り畳み包装用袋 F4－40A 包装用袋（変形） 一

F4－46 折り畳み包装用袋 F4－40AA 包装用袋（変形・植物模様付き） 一

F4－46 折り畳み包装用袋 F4－40AB 包装用袋（変形・動物模様付き） 一

F4－46 折り畳み包装用袋 F4－40AC 包装用袋（変形・人物模様付き） 一

F4－46 折り畳み包装用袋 F4－40AD 包装用袋（変形・器物模様付き） 一

F4－46 折り畳み包装用袋 F4－40AE 包装用袋（変形・風景模様付き） 一

F4－46 折り畳み包装用袋 F4－40AF 包装用袋（変形・抽象模様付き） 一

F4－46 折り畳み包装用袋 F4－40B 包装用袋（矩形） 一

F4－46 折り畳み包装用袋 F4－40BA 包装用袋（矩形・植物模様付き） 一

F4－46 折り畳み包装用袋 F4－40BB 包装用袋（矩形・動物模様付き） 一
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F4－46 折り畳み包装用袋 F4－40BC 包装用袋（矩形・人物模様付き） 一

F4－46 折り畳み包装用袋 F4－40BD 包装用袋（矩形・器物模様付き） 一

F4－46 折り畳み包装用袋 F4－40BE 包装用袋（矩形・風景模様付き） 一

F4－46 折り畳み包装用袋 F4－40BF 包装用袋（矩形・抽象模様付き） 一

F4－46A 模様付き F4－40 包装用袋 一

F4－46A 模様付き F4－40A 包装用袋（変形） 一

F4－46A 模様付き F4－40AA 包装用袋（変形・植物模様付き） 一

F4－46A 模様付き F4－40AB 包装用袋（変形・動物模様付き） 一

F4－46A 模様付き F4－40AC 包装用袋（変形・人物模様付き） 一

F4－46A 模様付き F4－40AD 包装用袋（変形・器物模様付き） 一

F4－46A 模様付き F4－40AE 包装用袋（変形・風景模様付き） 一

F4－46A 模様付き F4－40AF 包装用袋（変形・抽象模様付き） 一

F4－46A 模様付き F4－40B 包装用袋（矩形） 一

F4－46A 模様付き F4－40BA 包装用袋（矩形・植物模様付き） 一

F4－46A 模様付き F4－40BB 包装用袋（矩形・動物模様付き） 一

F4－46A 模様付き F4－40BC 包装用袋（矩形・人物模様付き） 一

F4－46A 模様付き F4－40BD 包装用袋（矩形・器物模様付き） 一

F4－46A 模様付き F4－40BE 包装用袋（矩形・風景模様付き） 一

F4－46A 模様付き F4－40BF 包装用袋（矩形・抽象模様付き） 一

F4－70 包装用容器等 F4－50 包装用容器 一

F4－70 包装用容器等 F4－510 包装用瓶 一

F4－70 包装用容器等 F4－52 包装用缶 一

F4－70 包装用容器等 F4－530 包装用箱 一

F4－70 包装用容器等 F4－54 成形包装用容器 一

F4－70 包装用容器等 F4－56 包装用かご 一

F4－70 包装用容器等 F4－570 包装用押出しチューブ 一

F4－70 包装用容器等 F4－58 包装用アンプル 一

F4－70 包装用容器等 F4－61 回転繰出し型包装用容器 一

F4－70 包装用容器等 F4－620 噴霧器付き包装用容器 一

F4－710 包装用容器 F4－50 包装用容器 一

F4－710 包装用容器 F4－50A 包装用容器（変形柱形） 全

F4－710 包装用容器 F4－50AA 包装用容器（変形柱形・模様付き） 全

F4－710 包装用容器 F4－510 包装用瓶 一

F4－710 包装用容器 F4－511 提げ手付き包装用瓶 一

F4－710 包装用容器 F4－511A 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 一

F4－710 包装用容器 F4－52 包装用缶 一

F4－710 包装用容器 F4－52A 包装用缶（変形柱形） 全

F4－710 包装用容器 F4－52AA 包装用缶（変形柱形・模様付き） 全

F4－710 包装用容器 F4－530 包装用箱 一

F4－710 包装用容器 F4－530A 包装用箱（変形柱形） 全

F4－710 包装用容器 F4－530AA 包装用箱（変形柱形・模様付き） 全

F4－710 包装用容器 F4－531 提げ手付き包装用箱 一

F4－710 包装用容器 F4－531A 提げ手付き包装用箱（変形） 全

F4－710 包装用容器 F4－531AA 提げ手付き包装用箱（変形・模様付き） 全

F4－710 包装用容器 F4－531B 提げ手付き包装用箱（直方体形） 一

F4－710 包装用容器 F4－531BA 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付 一

F4－710 包装用容器 F4－532 陳列型包装用箱 一

F4－710 包装用容器 F4－532A 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 一

F4－710 包装用容器 F4－532B 陳列型包装用箱（つり下げ型） 一

F4－710 包装用容器 F4－533 有孔型包装用箱 一

F4－710 包装用容器 F4－533A 有孔型包装用箱（変形） 全

F4－710 包装用容器 F4－533AA 有孔型包装用箱（変形・模様付き） 全

F4－710 包装用容器 F4－56 包装用かご 一

F4－710A 模様つき F4－50 包装用容器 一
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F4－710A 模様つき F4－50A 包装用容器（変形柱形） 一

F4－710A 模様つき F4－50AA 包装用容器（変形柱形・模様付き） 一

F4－710A 模様つき F4－510 包装用瓶 一

F4－710A 模様つき F4－511A 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 一

F4－710A 模様つき F4－52 包装用缶 一

F4－710A 模様つき F4－52AA 包装用缶（変形柱形・模様付き） 一

F4－710A 模様つき F4－530 包装用箱 一

F4－710A 模様つき F4－530AA 包装用箱（変形柱形・模様付き） 一

F4－710A 模様つき F4－531 提げ手付き包装用箱 一

F4－710A 模様つき F4－531AA 提げ手付き包装用箱（変形・模様付き） 一

F4－710A 模様つき F4－531BA 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付 一

F4－710A 模様つき F4－532 陳列型包装用箱 一

F4－710A 模様つき F4－532A 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 一

F4－710A 模様つき F4－533 有孔型包装用箱 一

F4－710A 模様つき F4－533AA 有孔型包装用箱（変形・模様付き） 一

F4－710BA 開口部開放 F4－50 包装用容器 一

F4－710BA 開口部開放 F4－50A 包装用容器（変形柱形） 一

F4－710BA 開口部開放 F4－50AA 包装用容器（変形柱形・模様付き） 一

F4－710BA 開口部開放 F4－510 包装用瓶 一

F4－710BA 開口部開放 F4－511 提げ手付き包装用瓶 一

F4－710BA 開口部開放 F4－511A 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 一

F4－710BA 開口部開放 F4－52 包装用缶 一

F4－710BA 開口部開放 F4－52A 包装用缶（変形柱形） 一

F4－710BA 開口部開放 F4－52AA 包装用缶（変形柱形・模様付き） 一

F4－710BA 開口部開放 F4－530 包装用箱 一

F4－710BA 開口部開放 F4－530A 包装用箱（変形柱形） 一

F4－710BA 開口部開放 F4－530AA 包装用箱（変形柱形・模様付き） 一

F4－710BA 開口部開放 F4－531 提げ手付き包装用箱 一

F4－710BA 開口部開放 F4－531A 提げ手付き包装用箱（変形） 一

F4－710BA 開口部開放 F4－531AA 提げ手付き包装用箱（変形・模様付き） 一

F4－710BA 開口部開放 F4－531B 提げ手付き包装用箱（直方体形） 一

F4－710BA 開口部開放 F4－531BA 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付 一

F4－710BA 開口部開放 F4－532 陳列型包装用箱 一

F4－710BA 開口部開放 F4－532A 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 一

F4－710BA 開口部開放 F4－533 有孔型包装用箱 一

F4－710BA 開口部開放 F4－533A 有孔型包装用箱（変形） 一

F4－710BA 開口部開放 F4－533AA 有孔型包装用箱（変形・模様付き） 一

F4－710BA 開口部開放 F4－56 包装用かご 一

F4－710BB ふた付き F4－50 包装用容器 一

F4－710BB ふた付き F4－50A 包装用容器（変形柱形） 一

F4－710BB ふた付き F4－50AA 包装用容器（変形柱形・模様付き） 一

F4－710BB ふた付き F4－510 包装用瓶 一

F4－710BB ふた付き F4－511 提げ手付き包装用瓶 一

F4－710BB ふた付き F4－511A 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 一

F4－710BB ふた付き F4－52 包装用缶 一

F4－710BB ふた付き F4－52A 包装用缶（変形柱形） 一

F4－710BB ふた付き F4－52AA 包装用缶（変形柱形・模様付き） 一

F4－710BB ふた付き F4－530 包装用箱 一

F4－710BB ふた付き F4－530A 包装用箱（変形柱形） 一

F4－710BB ふた付き F4－530AA 包装用箱（変形柱形・模様付き） 一

F4－710BB ふた付き F4－531 提げ手付き包装用箱 一

F4－710BB ふた付き F4－531A 提げ手付き包装用箱（変形） 一

F4－710BB ふた付き F4－531AA 提げ手付き包装用箱（変形・模様付き） 一

F4－710BB ふた付き F4－531B 提げ手付き包装用箱（直方体形） 一
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F4－710BB ふた付き F4－531BA 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付 一

F4－710BB ふた付き F4－532 陳列型包装用箱 一

F4－710BB ふた付き F4－532A 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 一

F4－710BB ふた付き F4－533 有孔型包装用箱 一

F4－710BB ふた付き F4－533A 有孔型包装用箱（変形） 一

F4－710BB ふた付き F4－533AA 有孔型包装用箱（変形・模様付き） 一

F4－710BB ふた付き F4－56 包装用かご 一

F4－710BBA ふた付き（蝶番式ふた） F4－50 包装用容器 一

F4－710BBA ふた付き（蝶番式ふた） F4－50A 包装用容器（変形柱形） 一

F4－710BBA ふた付き（蝶番式ふた） F4－50AA 包装用容器（変形柱形・模様付き） 一

F4－710BBA ふた付き（蝶番式ふた） F4－510 包装用瓶 一

F4－710BBA ふた付き（蝶番式ふた） F4－511 提げ手付き包装用瓶 一

F4－710BBA ふた付き（蝶番式ふた） F4－511A 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 一

F4－710BBA ふた付き（蝶番式ふた） F4－52 包装用缶 一

F4－710BBA ふた付き（蝶番式ふた） F4－52A 包装用缶（変形柱形） 一

F4－710BBA ふた付き（蝶番式ふた） F4－52AA 包装用缶（変形柱形・模様付き） 一

F4－710BBA ふた付き（蝶番式ふた） F4－530 包装用箱 一

F4－710BBA ふた付き（蝶番式ふた） F4－530A 包装用箱（変形柱形） 一

F4－710BBA ふた付き（蝶番式ふた） F4－530AA 包装用箱（変形柱形・模様付き） 一

F4－710BBA ふた付き（蝶番式ふた） F4－531 提げ手付き包装用箱 一

F4－710BBA ふた付き（蝶番式ふた） F4－531A 提げ手付き包装用箱（変形） 一

F4－710BBA ふた付き（蝶番式ふた） F4－531AA 提げ手付き包装用箱（変形・模様付き） 一

F4－710BBA ふた付き（蝶番式ふた） F4－531B 提げ手付き包装用箱（直方体形） 一

F4－710BBA ふた付き（蝶番式ふた） F4－531BA 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付 一

F4－710BBA ふた付き（蝶番式ふた） F4－532 陳列型包装用箱 一

F4－710BBA ふた付き（蝶番式ふた） F4－532A 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 一

F4－710BBA ふた付き（蝶番式ふた） F4－533 有孔型包装用箱 一

F4－710BBA ふた付き（蝶番式ふた） F4－533A 有孔型包装用箱（変形） 一

F4－710BBA ふた付き（蝶番式ふた） F4－533AA 有孔型包装用箱（変形・模様付き） 一

F4－710BBA ふた付き（蝶番式ふた） F4－56 包装用かご 一

F4－710BBB ふた付き（分離式ふた） F4－50 包装用容器 一

F4－710BBB ふた付き（分離式ふた） F4－50A 包装用容器（変形柱形） 一

F4－710BBB ふた付き（分離式ふた） F4－50AA 包装用容器（変形柱形・模様付き） 一

F4－710BBB ふた付き（分離式ふた） F4－510 包装用瓶 一

F4－710BBB ふた付き（分離式ふた） F4－511 提げ手付き包装用瓶 一

F4－710BBB ふた付き（分離式ふた） F4－511A 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 一

F4－710BBB ふた付き（分離式ふた） F4－52 包装用缶 一

F4－710BBB ふた付き（分離式ふた） F4－52A 包装用缶（変形柱形） 一

F4－710BBB ふた付き（分離式ふた） F4－52AA 包装用缶（変形柱形・模様付き） 一

F4－710BBB ふた付き（分離式ふた） F4－530 包装用箱 一

F4－710BBB ふた付き（分離式ふた） F4－530A 包装用箱（変形柱形） 一

F4－710BBB ふた付き（分離式ふた） F4－530AA 包装用箱（変形柱形・模様付き） 一

F4－710BBB ふた付き（分離式ふた） F4－531 提げ手付き包装用箱 一

F4－710BBB ふた付き（分離式ふた） F4－531A 提げ手付き包装用箱（変形） 一

F4－710BBB ふた付き（分離式ふた） F4－531AA 提げ手付き包装用箱（変形・模様付き） 一

F4－710BBB ふた付き（分離式ふた） F4－531B 提げ手付き包装用箱（直方体形） 一

F4－710BBB ふた付き（分離式ふた） F4－531BA 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付 一

F4－710BBB ふた付き（分離式ふた） F4－532 陳列型包装用箱 一

F4－710BBB ふた付き（分離式ふた） F4－532A 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 一

F4－710BBB ふた付き（分離式ふた） F4－533 有孔型包装用箱 一

F4－710BBB ふた付き（分離式ふた） F4－533A 有孔型包装用箱（変形） 一

F4－710BBB ふた付き（分離式ふた） F4－533AA 有孔型包装用箱（変形・模様付き） 一

F4－710BBB ふた付き（分離式ふた） F4－56 包装用かご 一

F4－710BBC ふた付き（スライド式） F4－50 包装用容器 一



新→旧

203/373

意匠分類記号
/Ｄターム記号

意匠分類の名称 意匠分類記号 意匠分類の名称 または 移行した物品
移行
方法

旧意匠分類新意匠分類

F4－710BBC ふた付き（スライド式） F4－50A 包装用容器（変形柱形） 一

F4－710BBC ふた付き（スライド式） F4－50AA 包装用容器（変形柱形・模様付き） 一

F4－710BBC ふた付き（スライド式） F4－510 包装用瓶 一

F4－710BBC ふた付き（スライド式） F4－52 包装用缶 一

F4－710BBC ふた付き（スライド式） F4－52A 包装用缶（変形柱形） 一

F4－710BBC ふた付き（スライド式） F4－52AA 包装用缶（変形柱形・模様付き） 一

F4－710BBC ふた付き（スライド式） F4－530 包装用箱 一

F4－710BBC ふた付き（スライド式） F4－530A 包装用箱（変形柱形） 一

F4－710BBC ふた付き（スライド式） F4－530AA 包装用箱（変形柱形・模様付き） 一

F4－710BBC ふた付き（スライド式） F4－531 提げ手付き包装用箱 一

F4－710BBC ふた付き（スライド式） F4－531A 提げ手付き包装用箱（変形） 一

F4－710BBC ふた付き（スライド式） F4－531AA 提げ手付き包装用箱（変形・模様付き） 一

F4－710BBC ふた付き（スライド式） F4－531B 提げ手付き包装用箱（直方体形） 一

F4－710BBC ふた付き（スライド式） F4－531BA 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付 一

F4－710BBC ふた付き（スライド式） F4－533 有孔型包装用箱 一

F4－710BBC ふた付き（スライド式） F4－533A 有孔型包装用箱（変形） 一

F4－710BBC ふた付き（スライド式） F4－533AA 有孔型包装用箱（変形・模様付き） 一

F4－710C 取手付き F4－50 包装用容器 一

F4－710C 取手付き F4－50A 包装用容器（変形柱形） 一

F4－710C 取手付き F4－50AA 包装用容器（変形柱形・模様付き） 一

F4－710C 取手付き F4－510 包装用瓶 一

F4－710C 取手付き F4－511 提げ手付き包装用瓶 一

F4－710C 取手付き F4－511A 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 一

F4－710C 取手付き F4－52 包装用缶 一

F4－710C 取手付き F4－52A 包装用缶（変形柱形） 一

F4－710C 取手付き F4－52AA 包装用缶（変形柱形・模様付き） 一

F4－710C 取手付き F4－530 包装用箱 一

F4－710C 取手付き F4－530A 包装用箱（変形柱形） 一

F4－710C 取手付き F4－530AA 包装用箱（変形柱形・模様付き） 一

F4－710C 取手付き F4－531 提げ手付き包装用箱 一

F4－710C 取手付き F4－531A 提げ手付き包装用箱（変形） 一

F4－710C 取手付き F4－531AA 提げ手付き包装用箱（変形・模様付き） 一

F4－710C 取手付き F4－531B 提げ手付き包装用箱（直方体形） 一

F4－710C 取手付き F4－531BA 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付 一

F4－710C 取手付き F4－532 陳列型包装用箱 一

F4－710C 取手付き F4－532A 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 一

F4－710C 取手付き F4－533 有孔型包装用箱 一

F4－710C 取手付き F4－533A 有孔型包装用箱（変形） 一

F4－710C 取手付き F4－533AA 有孔型包装用箱（変形・模様付き） 一

F4－710C 取手付き F4－56 包装用かご 一

F4－710D 窓部有り F4－50 包装用容器 一

F4－710D 窓部有り F4－50A 包装用容器（変形柱形） 一

F4－710D 窓部有り F4－50AA 包装用容器（変形柱形・模様付き） 一

F4－710D 窓部有り F4－510 包装用瓶 一

F4－710D 窓部有り F4－52 包装用缶 一

F4－710D 窓部有り F4－52A 包装用缶（変形柱形） 一

F4－710D 窓部有り F4－52AA 包装用缶（変形柱形・模様付き） 一

F4－710D 窓部有り F4－530 包装用箱 一

F4－710D 窓部有り F4－530A 包装用箱（変形柱形） 一

F4－710D 窓部有り F4－530AA 包装用箱（変形柱形・模様付き） 一

F4－710D 窓部有り F4－531 提げ手付き包装用箱 一

F4－710D 窓部有り F4－531A 提げ手付き包装用箱（変形） 一

F4－710D 窓部有り F4－531AA 提げ手付き包装用箱（変形・模様付き） 一

F4－710D 窓部有り F4－531B 提げ手付き包装用箱（直方体形） 一
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F4－710D 窓部有り F4－531BA 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付 一

F4－710D 窓部有り F4－532 陳列型包装用箱 一

F4－710D 窓部有り F4－532A 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 一

F4－710D 窓部有り F4－532B 陳列型包装用箱（つり下げ型） 一

F4－710D 窓部有り F4－533 有孔型包装用箱 一

F4－710D 窓部有り F4－533A 有孔型包装用箱（変形） 一

F4－710D 窓部有り F4－533AA 有孔型包装用箱（変形・模様付き） 一

F4－710D 窓部有り F4－56 包装用かご 一

F4－710E 折曲げ組立て式 F4－50 包装用容器 一

F4－710E 折曲げ組立て式 F4－50A 包装用容器（変形柱形） 一

F4－710E 折曲げ組立て式 F4－50AA 包装用容器（変形柱形・模様付き） 一

F4－710E 折曲げ組立て式 F4－530 包装用箱 一

F4－710E 折曲げ組立て式 F4－530A 包装用箱（変形柱形） 一

F4－710E 折曲げ組立て式 F4－530AA 包装用箱（変形柱形・模様付き） 一

F4－710E 折曲げ組立て式 F4－531 提げ手付き包装用箱 一

F4－710E 折曲げ組立て式 F4－531A 提げ手付き包装用箱（変形） 一

F4－710E 折曲げ組立て式 F4－531AA 提げ手付き包装用箱（変形・模様付き） 一

F4－710E 折曲げ組立て式 F4－531B 提げ手付き包装用箱（直方体形） 一

F4－710E 折曲げ組立て式 F4－531BA 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付 一

F4－710E 折曲げ組立て式 F4－532 陳列型包装用箱 一

F4－710E 折曲げ組立て式 F4－532A 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 一

F4－710E 折曲げ組立て式 F4－533 有孔型包装用箱 一

F4－710E 折曲げ組立て式 F4－533A 有孔型包装用箱（変形） 一

F4－710E 折曲げ組立て式 F4－533AA 有孔型包装用箱（変形・模様付き） 一

F4－710F 巻締め部有り F4－52 包装用缶 一

F4－710F 巻締め部有り F4－52A 包装用缶（変形柱形） 一

F4－710F 巻締め部有り F4－52AA 包装用缶（変形柱形・模様付き） 一

F4－710G 縦長型 F4－50 包装用容器 一

F4－710G 縦長型 F4－50A 包装用容器（変形柱形） 一

F4－710G 縦長型 F4－50AA 包装用容器（変形柱形・模様付き） 一

F4－710G 縦長型 F4－510 包装用瓶 一

F4－710G 縦長型 F4－511 提げ手付き包装用瓶 一

F4－710G 縦長型 F4－511A 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 一

F4－710G 縦長型 F4－52 包装用缶 一

F4－710G 縦長型 F4－52A 包装用缶（変形柱形） 一

F4－710G 縦長型 F4－52AA 包装用缶（変形柱形・模様付き） 一

F4－710G 縦長型 F4－530 包装用箱 一

F4－710G 縦長型 F4－530A 包装用箱（変形柱形） 一

F4－710G 縦長型 F4－530AA 包装用箱（変形柱形・模様付き） 一

F4－710G 縦長型 F4－531 提げ手付き包装用箱 一

F4－710G 縦長型 F4－531A 提げ手付き包装用箱（変形） 一

F4－710G 縦長型 F4－531AA 提げ手付き包装用箱（変形・模様付き） 一

F4－710G 縦長型 F4－531B 提げ手付き包装用箱（直方体形） 一

F4－710G 縦長型 F4－531BA 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付 一

F4－710G 縦長型 F4－532 陳列型包装用箱 一

F4－710G 縦長型 F4－532A 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 一

F4－710G 縦長型 F4－533 有孔型包装用箱 一

F4－710G 縦長型 F4－533A 有孔型包装用箱（変形） 一

F4－710G 縦長型 F4－533AA 有孔型包装用箱（変形・模様付き） 一

F4－710G 縦長型 F4－56 包装用かご 一

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－50 包装用容器 一

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－50B 包装用容器（直方体形） 全

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－50BA 包装用容器（直方体形・植物模様付き） 全

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－50BB 包装用容器（直方体形・動物模様付き） 全
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F4－711 包装用容器（直方体型） F4－50BC 包装用容器（直方体形・人物模様付き） 全

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－50BD 包装用容器（直方体形・器物模様付き） 全

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－50BE 包装用容器（直方体形・風景模様付き） 全

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－50BF 包装用容器（直方体形・抽象模様付き） 全

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－510 包装用瓶 一

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－510B 包装用瓶（広口） 全

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－510BA 包装用瓶（広口・模様付き） 全

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－510BB 包装用瓶（広口・矩形） 全

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－510BBA 包装用瓶（広口・矩形・模様付き） 全

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－511 提げ手付き包装用瓶 一

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－511A 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 一

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－52 包装用缶 一

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－52B 包装用缶（直方体形） 全

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－52D 包装用缶（上部突出型） 一

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－530 包装用箱 一

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－530B 包装用箱（直方体形） 全

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－530D 包装用箱（上部屋根型） 全

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－530E 包装用箱（模様付き） 全

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－531 提げ手付き包装用箱 一

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－531B 提げ手付き包装用箱（直方体形） 一

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－531BA 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付 一

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－532 陳列型包装用箱 一

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－532A 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 一

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－532B 陳列型包装用箱（つり下げ型） 一

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－533 有孔型包装用箱 一

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－533B 有孔型包装用箱（直方体形） 全

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－533BA 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 全

F4－711 包装用容器（直方体型） F4－56 包装用かご 一

F4－711A 模様付き F4－50 包装用容器 一

F4－711A 模様付き F4－50BA 包装用容器（直方体形・植物模様付き） 一

F4－711A 模様付き F4－50BB 包装用容器（直方体形・動物模様付き） 一

F4－711A 模様付き F4－50BC 包装用容器（直方体形・人物模様付き） 一

F4－711A 模様付き F4－50BD 包装用容器（直方体形・器物模様付き） 一

F4－711A 模様付き F4－50BE 包装用容器（直方体形・風景模様付き） 一

F4－711A 模様付き F4－50BF 包装用容器（直方体形・抽象模様付き） 一

F4－711A 模様付き F4－510 包装用瓶 一

F4－711A 模様付き F4－510BA 包装用瓶（広口・模様付き） 一

F4－711A 模様付き F4－510BBA 包装用瓶（広口・矩形・模様付き） 一

F4－711A 模様付き F4－52 包装用缶 一

F4－711A 模様付き F4－530 包装用箱 一

F4－711A 模様付き F4－530D 包装用箱（上部屋根型） 一

F4－711A 模様付き F4－530E 包装用箱（模様付き） 一

F4－711A 模様付き F4－531 提げ手付き包装用箱 一

F4－711A 模様付き F4－531BA 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付 一

F4－711A 模様付き F4－532 陳列型包装用箱 一

F4－711A 模様付き F4－532A 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 一

F4－711A 模様付き F4－532B 陳列型包装用箱（つり下げ型） 一

F4－711A 模様付き F4－533 有孔型包装用箱 一

F4－711A 模様付き F4－533BA 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 一

F4－711AA 植物模様付き F4－50 包装用容器 一

F4－711AA 植物模様付き F4－50BA 包装用容器（直方体形・植物模様付き） 一

F4－711AA 植物模様付き F4－510 包装用瓶 一

F4－711AA 植物模様付き F4－510BA 包装用瓶（広口・模様付き） 一

F4－711AA 植物模様付き F4－510BBA 包装用瓶（広口・矩形・模様付き） 一
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F4－711AA 植物模様付き F4－52 包装用缶 一

F4－711AA 植物模様付き F4－530 包装用箱 一

F4－711AA 植物模様付き F4－530D 包装用箱（上部屋根型） 一

F4－711AA 植物模様付き F4－530E 包装用箱（模様付き） 一

F4－711AA 植物模様付き F4－531 提げ手付き包装用箱 一

F4－711AA 植物模様付き F4－531BA 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付 一

F4－711AA 植物模様付き F4－532 陳列型包装用箱 一

F4－711AA 植物模様付き F4－532A 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 一

F4－711AA 植物模様付き F4－532B 陳列型包装用箱（つり下げ型） 一

F4－711AA 植物模様付き F4－533 有孔型包装用箱 一

F4－711AA 植物模様付き F4－533BA 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 一

F4－711AB 動物模様付き F4－50 包装用容器 一

F4－711AB 動物模様付き F4－50BB 包装用容器（直方体形・動物模様付き） 一

F4－711AB 動物模様付き F4－510 包装用瓶 一

F4－711AB 動物模様付き F4－510BA 包装用瓶（広口・模様付き） 一

F4－711AB 動物模様付き F4－510BBA 包装用瓶（広口・矩形・模様付き） 一

F4－711AB 動物模様付き F4－52 包装用缶 一

F4－711AB 動物模様付き F4－530 包装用箱 一

F4－711AB 動物模様付き F4－530D 包装用箱（上部屋根型） 一

F4－711AB 動物模様付き F4－530E 包装用箱（模様付き） 一

F4－711AB 動物模様付き F4－531 提げ手付き包装用箱 一

F4－711AB 動物模様付き F4－531BA 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付 一

F4－711AB 動物模様付き F4－532 陳列型包装用箱 一

F4－711AB 動物模様付き F4－532A 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 一

F4－711AB 動物模様付き F4－532B 陳列型包装用箱（つり下げ型） 一

F4－711AB 動物模様付き F4－533 有孔型包装用箱 一

F4－711AB 動物模様付き F4－533BA 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 一

F4－711AC 人物模様付き F4－50 包装用容器 一

F4－711AC 人物模様付き F4－50BC 包装用容器（直方体形・人物模様付き） 一

F4－711AC 人物模様付き F4－510 包装用瓶 一

F4－711AC 人物模様付き F4－510BA 包装用瓶（広口・模様付き） 一

F4－711AC 人物模様付き F4－510BBA 包装用瓶（広口・矩形・模様付き） 一

F4－711AC 人物模様付き F4－52 包装用缶 一

F4－711AC 人物模様付き F4－530 包装用箱 一

F4－711AC 人物模様付き F4－530D 包装用箱（上部屋根型） 一

F4－711AC 人物模様付き F4－530E 包装用箱（模様付き） 一

F4－711AC 人物模様付き F4－531 提げ手付き包装用箱 一

F4－711AC 人物模様付き F4－531BA 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付 一

F4－711AC 人物模様付き F4－532 陳列型包装用箱 一

F4－711AC 人物模様付き F4－532A 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 一

F4－711AC 人物模様付き F4－532B 陳列型包装用箱（つり下げ型） 一

F4－711AC 人物模様付き F4－533 有孔型包装用箱 一

F4－711AC 人物模様付き F4－533BA 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 一

F4－711AD 器物模様付き F4－50 包装用容器 一

F4－711AD 器物模様付き F4－50BD 包装用容器（直方体形・器物模様付き） 一

F4－711AD 器物模様付き F4－510 包装用瓶 一

F4－711AD 器物模様付き F4－510BA 包装用瓶（広口・模様付き） 一

F4－711AD 器物模様付き F4－510BBA 包装用瓶（広口・矩形・模様付き） 一

F4－711AD 器物模様付き F4－52 包装用缶 一

F4－711AD 器物模様付き F4－530 包装用箱 一

F4－711AD 器物模様付き F4－530D 包装用箱（上部屋根型） 一

F4－711AD 器物模様付き F4－530E 包装用箱（模様付き） 一

F4－711AD 器物模様付き F4－531 提げ手付き包装用箱 一

F4－711AD 器物模様付き F4－531BA 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付 一
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F4－711AD 器物模様付き F4－532 陳列型包装用箱 一

F4－711AD 器物模様付き F4－532A 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 一

F4－711AD 器物模様付き F4－532B 陳列型包装用箱（つり下げ型） 一

F4－711AD 器物模様付き F4－533 有孔型包装用箱 一

F4－711AD 器物模様付き F4－533BA 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 一

F4－711AE 風景模様付き F4－50 包装用容器 一

F4－711AE 風景模様付き F4－50BE 包装用容器（直方体形・風景模様付き） 一

F4－711AE 風景模様付き F4－510 包装用瓶 一

F4－711AE 風景模様付き F4－510BA 包装用瓶（広口・模様付き） 一

F4－711AE 風景模様付き F4－510BBA 包装用瓶（広口・矩形・模様付き） 一

F4－711AE 風景模様付き F4－52 包装用缶 一

F4－711AE 風景模様付き F4－530 包装用箱 一

F4－711AE 風景模様付き F4－530D 包装用箱（上部屋根型） 一

F4－711AE 風景模様付き F4－530E 包装用箱（模様付き） 一

F4－711AE 風景模様付き F4－531 提げ手付き包装用箱 一

F4－711AE 風景模様付き F4－531BA 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付 一

F4－711AE 風景模様付き F4－532 陳列型包装用箱 一

F4－711AE 風景模様付き F4－532A 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 一

F4－711AE 風景模様付き F4－532B 陳列型包装用箱（つり下げ型） 一

F4－711AE 風景模様付き F4－533 有孔型包装用箱 一

F4－711AE 風景模様付き F4－533BA 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 一

F4－711AF 抽象模様付き F4－50 包装用容器 一

F4－711AF 抽象模様付き F4－50BF 包装用容器（直方体形・抽象模様付き） 一

F4－711AF 抽象模様付き F4－510 包装用瓶 一

F4－711AF 抽象模様付き F4－510BA 包装用瓶（広口・模様付き） 一

F4－711AF 抽象模様付き F4－510BBA 包装用瓶（広口・矩形・模様付き） 一

F4－711AF 抽象模様付き F4－52 包装用缶 一

F4－711AF 抽象模様付き F4－530 包装用箱 一

F4－711AF 抽象模様付き F4－530D 包装用箱（上部屋根型） 一

F4－711AF 抽象模様付き F4－530E 包装用箱（模様付き） 一

F4－711AF 抽象模様付き F4－531 提げ手付き包装用箱 一

F4－711AF 抽象模様付き F4－531BA 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付 一

F4－711AF 抽象模様付き F4－532 陳列型包装用箱 一

F4－711AF 抽象模様付き F4－532A 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 一

F4－711AF 抽象模様付き F4－532B 陳列型包装用箱（つり下げ型） 一

F4－711AF 抽象模様付き F4－533 有孔型包装用箱 一

F4－711AF 抽象模様付き F4－533BA 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 一

F4－711BA 開口部開放 F4－50 包装用容器 一

F4－711BA 開口部開放 F4－50B 包装用容器（直方体形） 一

F4－711BA 開口部開放 F4－50BA 包装用容器（直方体形・植物模様付き） 一

F4－711BA 開口部開放 F4－50BB 包装用容器（直方体形・動物模様付き） 一

F4－711BA 開口部開放 F4－50BC 包装用容器（直方体形・人物模様付き） 一

F4－711BA 開口部開放 F4－50BD 包装用容器（直方体形・器物模様付き） 一

F4－711BA 開口部開放 F4－50BE 包装用容器（直方体形・風景模様付き） 一

F4－711BA 開口部開放 F4－50BF 包装用容器（直方体形・抽象模様付き） 一

F4－711BA 開口部開放 F4－510 包装用瓶 一

F4－711BA 開口部開放 F4－510B 包装用瓶（広口） 一

F4－711BA 開口部開放 F4－510BA 包装用瓶（広口・模様付き） 一

F4－711BA 開口部開放 F4－510BB 包装用瓶（広口・矩形） 一

F4－711BA 開口部開放 F4－510BBA 包装用瓶（広口・矩形・模様付き） 一

F4－711BA 開口部開放 F4－511 提げ手付き包装用瓶 一

F4－711BA 開口部開放 F4－511A 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 一

F4－711BA 開口部開放 F4－52 包装用缶 一

F4－711BA 開口部開放 F4－52B 包装用缶（直方体形） 一
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F4－711BA 開口部開放 F4－52D 包装用缶（上部突出型） 一

F4－711BA 開口部開放 F4－530 包装用箱 一

F4－711BA 開口部開放 F4－530B 包装用箱（直方体形） 一

F4－711BA 開口部開放 F4－530D 包装用箱（上部屋根型） 一

F4－711BA 開口部開放 F4－530E 包装用箱（模様付き） 一

F4－711BA 開口部開放 F4－531 提げ手付き包装用箱 一

F4－711BA 開口部開放 F4－531B 提げ手付き包装用箱（直方体形） 一

F4－711BA 開口部開放 F4－531BA 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付 一

F4－711BA 開口部開放 F4－532 陳列型包装用箱 一

F4－711BA 開口部開放 F4－532A 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 一

F4－711BA 開口部開放 F4－532B 陳列型包装用箱（つり下げ型） 一

F4－711BA 開口部開放 F4－533 有孔型包装用箱 一

F4－711BA 開口部開放 F4－533B 有孔型包装用箱（直方体形） 一

F4－711BA 開口部開放 F4－533BA 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 一

F4－711BA 開口部開放 F4－56 包装用かご 一

F4－711BB ふた付き F4－50 包装用容器 一

F4－711BB ふた付き F4－50B 包装用容器（直方体形） 一

F4－711BB ふた付き F4－50BA 包装用容器（直方体形・植物模様付き） 一

F4－711BB ふた付き F4－50BB 包装用容器（直方体形・動物模様付き） 一

F4－711BB ふた付き F4－50BC 包装用容器（直方体形・人物模様付き） 一

F4－711BB ふた付き F4－50BD 包装用容器（直方体形・器物模様付き） 一

F4－711BB ふた付き F4－50BE 包装用容器（直方体形・風景模様付き） 一

F4－711BB ふた付き F4－50BF 包装用容器（直方体形・抽象模様付き） 一

F4－711BB ふた付き F4－510 包装用瓶 一

F4－711BB ふた付き F4－510B 包装用瓶（広口） 一

F4－711BB ふた付き F4－510BA 包装用瓶（広口・模様付き） 一

F4－711BB ふた付き F4－510BB 包装用瓶（広口・矩形） 一

F4－711BB ふた付き F4－510BBA 包装用瓶（広口・矩形・模様付き） 一

F4－711BB ふた付き F4－511 提げ手付き包装用瓶 一

F4－711BB ふた付き F4－511A 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 一

F4－711BB ふた付き F4－52 包装用缶 一

F4－711BB ふた付き F4－52B 包装用缶（直方体形） 一

F4－711BB ふた付き F4－52D 包装用缶（上部突出型） 一

F4－711BB ふた付き F4－530 包装用箱 一

F4－711BB ふた付き F4－530B 包装用箱（直方体形） 一

F4－711BB ふた付き F4－530D 包装用箱（上部屋根型） 一

F4－711BB ふた付き F4－530E 包装用箱（模様付き） 一

F4－711BB ふた付き F4－531 提げ手付き包装用箱 一

F4－711BB ふた付き F4－531B 提げ手付き包装用箱（直方体形） 一

F4－711BB ふた付き F4－531BA 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付 一

F4－711BB ふた付き F4－532 陳列型包装用箱 一

F4－711BB ふた付き F4－532A 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 一

F4－711BB ふた付き F4－532B 陳列型包装用箱（つり下げ型） 一

F4－711BB ふた付き F4－533 有孔型包装用箱 一

F4－711BB ふた付き F4－533B 有孔型包装用箱（直方体形） 一

F4－711BB ふた付き F4－533BA 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 一

F4－711BB ふた付き F4－56 包装用かご 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－50 包装用容器 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－50B 包装用容器（直方体形） 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－50BA 包装用容器（直方体形・植物模様付き） 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－50BB 包装用容器（直方体形・動物模様付き） 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－50BC 包装用容器（直方体形・人物模様付き） 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－50BD 包装用容器（直方体形・器物模様付き） 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－50BE 包装用容器（直方体形・風景模様付き） 一
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F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－50BF 包装用容器（直方体形・抽象模様付き） 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－510 包装用瓶 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－510B 包装用瓶（広口） 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－510BA 包装用瓶（広口・模様付き） 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－510BB 包装用瓶（広口・矩形） 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－510BBA 包装用瓶（広口・矩形・模様付き） 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－511 提げ手付き包装用瓶 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－511A 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－52 包装用缶 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－52B 包装用缶（直方体形） 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－52D 包装用缶（上部突出型） 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－530 包装用箱 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－530B 包装用箱（直方体形） 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－530D 包装用箱（上部屋根型） 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－530E 包装用箱（模様付き） 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－531 提げ手付き包装用箱 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－531B 提げ手付き包装用箱（直方体形） 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－531BA 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－532 陳列型包装用箱 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－532A 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－532B 陳列型包装用箱（つり下げ型） 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－533 有孔型包装用箱 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－533B 有孔型包装用箱（直方体形） 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－533BA 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 一

F4－711BBA ふた付き（蝶番式） F4－56 包装用かご 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－50 包装用容器 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－50B 包装用容器（直方体形） 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－50BA 包装用容器（直方体形・植物模様付き） 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－50BB 包装用容器（直方体形・動物模様付き） 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－50BC 包装用容器（直方体形・人物模様付き） 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－50BD 包装用容器（直方体形・器物模様付き） 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－50BE 包装用容器（直方体形・風景模様付き） 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－50BF 包装用容器（直方体形・抽象模様付き） 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－510 包装用瓶 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－510B 包装用瓶（広口） 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－510BA 包装用瓶（広口・模様付き） 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－510BB 包装用瓶（広口・矩形） 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－510BBA 包装用瓶（広口・矩形・模様付き） 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－511 提げ手付き包装用瓶 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－511A 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－52 包装用缶 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－52B 包装用缶（直方体形） 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－52D 包装用缶（上部突出型） 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－530 包装用箱 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－530B 包装用箱（直方体形） 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－530D 包装用箱（上部屋根型） 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－530E 包装用箱（模様付き） 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－531 提げ手付き包装用箱 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－531B 提げ手付き包装用箱（直方体形） 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－531BA 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－532 陳列型包装用箱 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－532A 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－532B 陳列型包装用箱（つり下げ型） 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－533 有孔型包装用箱 一
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F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－533B 有孔型包装用箱（直方体形） 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－533BA 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 一

F4－711BBB ふた付き（分離式） F4－56 包装用かご 一

F4－711BBC ふた付き（スライド式） F4－50 包装用容器 一

F4－711BBC ふた付き（スライド式） F4－50B 包装用容器（直方体形） 一

F4－711BBC ふた付き（スライド式） F4－50BA 包装用容器（直方体形・植物模様付き） 一

F4－711BBC ふた付き（スライド式） F4－50BB 包装用容器（直方体形・動物模様付き） 一

F4－711BBC ふた付き（スライド式） F4－50BC 包装用容器（直方体形・人物模様付き） 一

F4－711BBC ふた付き（スライド式） F4－50BD 包装用容器（直方体形・器物模様付き） 一

F4－711BBC ふた付き（スライド式） F4－50BE 包装用容器（直方体形・風景模様付き） 一

F4－711BBC ふた付き（スライド式） F4－50BF 包装用容器（直方体形・抽象模様付き） 一

F4－711BBC ふた付き（スライド式） F4－530 包装用箱 一

F4－711BBC ふた付き（スライド式） F4－530B 包装用箱（直方体形） 一

F4－711BBC ふた付き（スライド式） F4－530D 包装用箱（上部屋根型） 一

F4－711BBC ふた付き（スライド式） F4－530E 包装用箱（模様付き） 一

F4－711BBC ふた付き（スライド式） F4－532 陳列型包装用箱 一

F4－711BBC ふた付き（スライド式） F4－532A 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 一

F4－711BBC ふた付き（スライド式） F4－533 有孔型包装用箱 一

F4－711BBC ふた付き（スライド式） F4－533B 有孔型包装用箱（直方体形） 一

F4－711BBC ふた付き（スライド式） F4－533BA 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 一

F4－711C 取手付き F4－50 包装用容器 一

F4－711C 取手付き F4－50B 包装用容器（直方体形） 一

F4－711C 取手付き F4－50BA 包装用容器（直方体形・植物模様付き） 一

F4－711C 取手付き F4－50BB 包装用容器（直方体形・動物模様付き） 一

F4－711C 取手付き F4－50BC 包装用容器（直方体形・人物模様付き） 一

F4－711C 取手付き F4－50BD 包装用容器（直方体形・器物模様付き） 一

F4－711C 取手付き F4－50BE 包装用容器（直方体形・風景模様付き） 一

F4－711C 取手付き F4－50BF 包装用容器（直方体形・抽象模様付き） 一

F4－711C 取手付き F4－510 包装用瓶 一

F4－711C 取手付き F4－510B 包装用瓶（広口） 一

F4－711C 取手付き F4－510BA 包装用瓶（広口・模様付き） 一

F4－711C 取手付き F4－510BB 包装用瓶（広口・矩形） 一

F4－711C 取手付き F4－510BBA 包装用瓶（広口・矩形・模様付き） 一

F4－711C 取手付き F4－511 提げ手付き包装用瓶 一

F4－711C 取手付き F4－511A 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 一

F4－711C 取手付き F4－52 包装用缶 一

F4－711C 取手付き F4－52B 包装用缶（直方体形） 一

F4－711C 取手付き F4－52D 包装用缶（上部突出型） 一

F4－711C 取手付き F4－530 包装用箱 一

F4－711C 取手付き F4－530B 包装用箱（直方体形） 一

F4－711C 取手付き F4－530D 包装用箱（上部屋根型） 一

F4－711C 取手付き F4－530E 包装用箱（模様付き） 一

F4－711C 取手付き F4－531 提げ手付き包装用箱 一

F4－711C 取手付き F4－531B 提げ手付き包装用箱（直方体形） 一

F4－711C 取手付き F4－531BA 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付 一

F4－711C 取手付き F4－533 有孔型包装用箱 一

F4－711C 取手付き F4－533B 有孔型包装用箱（直方体形） 一

F4－711C 取手付き F4－533BA 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 一

F4－711C 取手付き F4－56 包装用かご 一

F4－711D 窓部有り F4－50 包装用容器 一

F4－711D 窓部有り F4－50B 包装用容器（直方体形） 一

F4－711D 窓部有り F4－50BA 包装用容器（直方体形・植物模様付き） 一

F4－711D 窓部有り F4－50BB 包装用容器（直方体形・動物模様付き） 一

F4－711D 窓部有り F4－50BC 包装用容器（直方体形・人物模様付き） 一
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F4－711D 窓部有り F4－50BD 包装用容器（直方体形・器物模様付き） 一

F4－711D 窓部有り F4－50BE 包装用容器（直方体形・風景模様付き） 一

F4－711D 窓部有り F4－50BF 包装用容器（直方体形・抽象模様付き） 一

F4－711D 窓部有り F4－52 包装用缶 一

F4－711D 窓部有り F4－52B 包装用缶（直方体形） 一

F4－711D 窓部有り F4－530 包装用箱 一

F4－711D 窓部有り F4－530B 包装用箱（直方体形） 一

F4－711D 窓部有り F4－530D 包装用箱（上部屋根型） 一

F4－711D 窓部有り F4－530E 包装用箱（模様付き） 一

F4－711D 窓部有り F4－531 提げ手付き包装用箱 一

F4－711D 窓部有り F4－531B 提げ手付き包装用箱（直方体形） 一

F4－711D 窓部有り F4－531BA 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付 一

F4－711D 窓部有り F4－532B 陳列型包装用箱（つり下げ型） 一

F4－711D 窓部有り F4－533 有孔型包装用箱 一

F4－711D 窓部有り F4－533B 有孔型包装用箱（直方体形） 一

F4－711D 窓部有り F4－533BA 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 一

F4－711E 折曲げ組立て式 F4－50B 包装用容器（直方体形） 一

F4－711E 折曲げ組立て式 F4－50BA 包装用容器（直方体形・植物模様付き） 一

F4－711E 折曲げ組立て式 F4－50BB 包装用容器（直方体形・動物模様付き） 一

F4－711E 折曲げ組立て式 F4－50BC 包装用容器（直方体形・人物模様付き） 一

F4－711E 折曲げ組立て式 F4－50BD 包装用容器（直方体形・器物模様付き） 一

F4－711E 折曲げ組立て式 F4－50BE 包装用容器（直方体形・風景模様付き） 一

F4－711E 折曲げ組立て式 F4－50BF 包装用容器（直方体形・抽象模様付き） 一

F4－711E 折曲げ組立て式 F4－530 包装用箱 一

F4－711E 折曲げ組立て式 F4－530B 包装用箱（直方体形） 一

F4－711E 折曲げ組立て式 F4－530E 包装用箱（模様付き） 一

F4－711E 折曲げ組立て式 F4－531 提げ手付き包装用箱 一

F4－711E 折曲げ組立て式 F4－531B 提げ手付き包装用箱（直方体形） 一

F4－711E 折曲げ組立て式 F4－531BA 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付 一

F4－711E 折曲げ組立て式 F4－532 陳列型包装用箱 一

F4－711E 折曲げ組立て式 F4－532A 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 一

F4－711E 折曲げ組立て式 F4－533 有孔型包装用箱 一

F4－711E 折曲げ組立て式 F4－533B 有孔型包装用箱（直方体形） 一

F4－711E 折曲げ組立て式 F4－533BA 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 一

F4－711F 巻締め部有り F4－52 包装用缶 一

F4－711F 巻締め部有り F4－52B 包装用缶（直方体形） 一

F4－711F 巻締め部有り F4－52D 包装用缶（上部突出型） 一

F4－711G 縦長型 F4－50 包装用容器 一

F4－711G 縦長型 F4－50B 包装用容器（直方体形） 一

F4－711G 縦長型 F4－50BA 包装用容器（直方体形・植物模様付き） 一

F4－711G 縦長型 F4－50BB 包装用容器（直方体形・動物模様付き） 一

F4－711G 縦長型 F4－50BC 包装用容器（直方体形・人物模様付き） 一

F4－711G 縦長型 F4－50BD 包装用容器（直方体形・器物模様付き） 一

F4－711G 縦長型 F4－50BE 包装用容器（直方体形・風景模様付き） 一

F4－711G 縦長型 F4－50BF 包装用容器（直方体形・抽象模様付き） 一

F4－711G 縦長型 F4－510 包装用瓶 一

F4－711G 縦長型 F4－510B 包装用瓶（広口） 一

F4－711G 縦長型 F4－510BA 包装用瓶（広口・模様付き） 一

F4－711G 縦長型 F4－510BB 包装用瓶（広口・矩形） 一

F4－711G 縦長型 F4－510BBA 包装用瓶（広口・矩形・模様付き） 一

F4－711G 縦長型 F4－511 提げ手付き包装用瓶 一

F4－711G 縦長型 F4－511A 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 一

F4－711G 縦長型 F4－52 包装用缶 一

F4－711G 縦長型 F4－52B 包装用缶（直方体形） 一



新→旧

212/373

意匠分類記号
/Ｄターム記号

意匠分類の名称 意匠分類記号 意匠分類の名称 または 移行した物品
移行
方法

旧意匠分類新意匠分類

F4－711G 縦長型 F4－52D 包装用缶（上部突出型） 一

F4－711G 縦長型 F4－530 包装用箱 一

F4－711G 縦長型 F4－530B 包装用箱（直方体形） 一

F4－711G 縦長型 F4－530D 包装用箱（上部屋根型） 一

F4－711G 縦長型 F4－530E 包装用箱（模様付き） 一

F4－711G 縦長型 F4－531 提げ手付き包装用箱 一

F4－711G 縦長型 F4－531B 提げ手付き包装用箱（直方体形） 一

F4－711G 縦長型 F4－531BA 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付 一

F4－711G 縦長型 F4－532 陳列型包装用箱 一

F4－711G 縦長型 F4－532A 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 一

F4－711G 縦長型 F4－532B 陳列型包装用箱（つり下げ型） 一

F4－711G 縦長型 F4－533 有孔型包装用箱 一

F4－711G 縦長型 F4－533B 有孔型包装用箱（直方体形） 一

F4－711G 縦長型 F4－533BA 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 一

F4－711G 縦長型 F4－56 包装用かご 一

F4－711H 上部屋根型 F4－50 包装用容器 一

F4－711H 上部屋根型 F4－530 包装用箱 一

F4－711H 上部屋根型 F4－530D 包装用箱（上部屋根型） 一

F4－711H 上部屋根型 F4－530E 包装用箱（模様付き） 一

F4－711H 上部屋根型 F4－531 提げ手付き包装用箱 一

F4－711H 上部屋根型 F4－531B 提げ手付き包装用箱（直方体形） 一

F4－711H 上部屋根型 F4－531BA 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付 一

F4－712 包装用容器（円柱型） F4－50C 包装用容器（円柱型） 全

F4－712 包装用容器（円柱型） F4－50CA 包装用容器（円柱型・植物模様付き） 全

F4－712 包装用容器（円柱型） F4－50CB 包装用容器（円柱型・動物模様付き） 全

F4－712 包装用容器（円柱型） F4－50CC 包装用容器（円柱型・人物模様付き） 全

F4－712 包装用容器（円柱型） F4－50CD 包装用容器（円柱型・器物模様付き） 全

F4－712 包装用容器（円柱型） F4－50CE 包装用容器（円柱型・風景模様付き） 全

F4－712 包装用容器（円柱型） F4－50CF 包装用容器（円柱型・抽象模様付き） 全

F4－712 包装用容器（円柱型） F4－510 包装用瓶 一

F4－712 包装用容器（円柱型） F4－510BC 包装用瓶（広口・円形） 全

F4－712 包装用容器（円柱型） F4－510BCA 包装用瓶（広口・円形・模様付き） 全

F4－712 包装用容器（円柱型） F4－510BD 包装用瓶（広口・コップ型） 全

F4－712 包装用容器（円柱型） F4－510BDA 包装用瓶（広口・コップ型・模様付き） 全

F4－712 包装用容器（円柱型） F4－52 包装用缶 一

F4－712 包装用容器（円柱型） F4－52C 包装用缶（円柱形） 全

F4－712 包装用容器（円柱型） F4－530C 包装用箱（円柱形） 全

F4－712 包装用容器（円柱型） F4－55 包装用たる 一

F4－712 包装用容器（円柱型） F4－56 包装用かご 一

F4－712A 模様付き F4－50C 包装用容器（円柱型） 一

F4－712A 模様付き F4－50CA 包装用容器（円柱型・植物模様付き） 一

F4－712A 模様付き F4－50CB 包装用容器（円柱型・動物模様付き） 一

F4－712A 模様付き F4－50CC 包装用容器（円柱型・人物模様付き） 一

F4－712A 模様付き F4－50CD 包装用容器（円柱型・器物模様付き） 一

F4－712A 模様付き F4－50CE 包装用容器（円柱型・風景模様付き） 一

F4－712A 模様付き F4－50CF 包装用容器（円柱型・抽象模様付き） 一

F4－712A 模様付き F4－510 包装用瓶 一

F4－712A 模様付き F4－510BC 包装用瓶（広口・円形） 一

F4－712A 模様付き F4－510BCA 包装用瓶（広口・円形・模様付き） 一

F4－712A 模様付き F4－510BD 包装用瓶（広口・コップ型） 一

F4－712A 模様付き F4－510BDA 包装用瓶（広口・コップ型・模様付き） 一

F4－712A 模様付き F4－52 包装用缶 一

F4－712A 模様付き F4－52C 包装用缶（円柱形） 一

F4－712A 模様付き F4－530C 包装用箱（円柱形） 一
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F4－712AA 植物模様付き F4－50CA 包装用容器（円柱型・植物模様付き） 全

F4－712AA 植物模様付き F4－510BCA 包装用瓶（広口・円形・模様付き） 一

F4－712AA 植物模様付き F4－510BDA 包装用瓶（広口・コップ型・模様付き） 一

F4－712AA 植物模様付き F4－52C 包装用缶（円柱形） 一

F4－712AA 植物模様付き F4－530C 包装用箱（円柱形） 一

F4－712AB 動物模様付き F4－50CB 包装用容器（円柱型・動物模様付き） 全

F4－712AB 動物模様付き F4－510BCA 包装用瓶（広口・円形・模様付き） 一

F4－712AB 動物模様付き F4－510BDA 包装用瓶（広口・コップ型・模様付き） 一

F4－712AB 動物模様付き F4－52C 包装用缶（円柱形） 一

F4－712AB 動物模様付き F4－530C 包装用箱（円柱形） 一

F4－712AC 人物模様付き F4－50CC 包装用容器（円柱型・人物模様付き） 全

F4－712AC 人物模様付き F4－510BCA 包装用瓶（広口・円形・模様付き） 一

F4－712AC 人物模様付き F4－510BDA 包装用瓶（広口・コップ型・模様付き） 一

F4－712AC 人物模様付き F4－52C 包装用缶（円柱形） 一

F4－712AC 人物模様付き F4－530C 包装用箱（円柱形） 一

F4－712AD 器物模様付き F4－50CD 包装用容器（円柱型・器物模様付き） 全

F4－712AD 器物模様付き F4－510BCA 包装用瓶（広口・円形・模様付き） 一

F4－712AD 器物模様付き F4－510BDA 包装用瓶（広口・コップ型・模様付き） 一

F4－712AD 器物模様付き F4－52C 包装用缶（円柱形） 一

F4－712AD 器物模様付き F4－530C 包装用箱（円柱形） 一

F4－712AE 風景模様付き F4－50CE 包装用容器（円柱型・風景模様付き） 全

F4－712AE 風景模様付き F4－510BCA 包装用瓶（広口・円形・模様付き） 一

F4－712AE 風景模様付き F4－510BDA 包装用瓶（広口・コップ型・模様付き） 一

F4－712AE 風景模様付き F4－52C 包装用缶（円柱形） 一

F4－712AE 風景模様付き F4－530C 包装用箱（円柱形） 一

F4－712AF 抽象模様付き F4－50CF 包装用容器（円柱型・抽象模様付き） 全

F4－712AF 抽象模様付き F4－510BCA 包装用瓶（広口・円形・模様付き） 一

F4－712AF 抽象模様付き F4－510BDA 包装用瓶（広口・コップ型・模様付き） 一

F4－712AF 抽象模様付き F4－52C 包装用缶（円柱形） 一

F4－712AF 抽象模様付き F4－530C 包装用箱（円柱形） 一

F4－712BA 開口部開放 F4－50C 包装用容器（円柱型） 一

F4－712BA 開口部開放 F4－50CA 包装用容器（円柱型・植物模様付き） 一

F4－712BA 開口部開放 F4－50CB 包装用容器（円柱型・動物模様付き） 一

F4－712BA 開口部開放 F4－50CC 包装用容器（円柱型・人物模様付き） 一

F4－712BA 開口部開放 F4－50CD 包装用容器（円柱型・器物模様付き） 一

F4－712BA 開口部開放 F4－50CE 包装用容器（円柱型・風景模様付き） 一

F4－712BA 開口部開放 F4－50CF 包装用容器（円柱型・抽象模様付き） 一

F4－712BA 開口部開放 F4－510 包装用瓶 一

F4－712BA 開口部開放 F4－510BC 包装用瓶（広口・円形） 一

F4－712BA 開口部開放 F4－510BCA 包装用瓶（広口・円形・模様付き） 一

F4－712BA 開口部開放 F4－510BD 包装用瓶（広口・コップ型） 一

F4－712BA 開口部開放 F4－510BDA 包装用瓶（広口・コップ型・模様付き） 一

F4－712BA 開口部開放 F4－52 包装用缶 一

F4－712BA 開口部開放 F4－52C 包装用缶（円柱形） 一

F4－712BA 開口部開放 F4－530C 包装用箱（円柱形） 一

F4－712BA 開口部開放 F4－55 包装用たる 一

F4－712BA 開口部開放 F4－56 包装用かご 一

F4－712BB ふた付き F4－50C 包装用容器（円柱型） 一

F4－712BB ふた付き F4－50CA 包装用容器（円柱型・植物模様付き） 一

F4－712BB ふた付き F4－50CB 包装用容器（円柱型・動物模様付き） 一

F4－712BB ふた付き F4－50CC 包装用容器（円柱型・人物模様付き） 一

F4－712BB ふた付き F4－50CD 包装用容器（円柱型・器物模様付き） 一

F4－712BB ふた付き F4－50CE 包装用容器（円柱型・風景模様付き） 一

F4－712BB ふた付き F4－50CF 包装用容器（円柱型・抽象模様付き） 一
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F4－712BB ふた付き F4－510 包装用瓶 一

F4－712BB ふた付き F4－510BC 包装用瓶（広口・円形） 一

F4－712BB ふた付き F4－510BCA 包装用瓶（広口・円形・模様付き） 一

F4－712BB ふた付き F4－510BD 包装用瓶（広口・コップ型） 一

F4－712BB ふた付き F4－510BDA 包装用瓶（広口・コップ型・模様付き） 一

F4－712BB ふた付き F4－52 包装用缶 一

F4－712BB ふた付き F4－52C 包装用缶（円柱形） 一

F4－712BB ふた付き F4－530C 包装用箱（円柱形） 一

F4－712BB ふた付き F4－55 包装用たる 一

F4－712BB ふた付き F4－56 包装用かご 一

F4－712BBA ふた付き（蝶番式） F4－50C 包装用容器（円柱型） 一

F4－712BBA ふた付き（蝶番式） F4－50CA 包装用容器（円柱型・植物模様付き） 一

F4－712BBA ふた付き（蝶番式） F4－50CB 包装用容器（円柱型・動物模様付き） 一

F4－712BBA ふた付き（蝶番式） F4－50CC 包装用容器（円柱型・人物模様付き） 一

F4－712BBA ふた付き（蝶番式） F4－50CD 包装用容器（円柱型・器物模様付き） 一

F4－712BBA ふた付き（蝶番式） F4－50CE 包装用容器（円柱型・風景模様付き） 一

F4－712BBA ふた付き（蝶番式） F4－50CF 包装用容器（円柱型・抽象模様付き） 一

F4－712BBA ふた付き（蝶番式） F4－510 包装用瓶 一

F4－712BBA ふた付き（蝶番式） F4－510BC 包装用瓶（広口・円形） 一

F4－712BBA ふた付き（蝶番式） F4－510BCA 包装用瓶（広口・円形・模様付き） 一

F4－712BBA ふた付き（蝶番式） F4－510BD 包装用瓶（広口・コップ型） 一

F4－712BBA ふた付き（蝶番式） F4－510BDA 包装用瓶（広口・コップ型・模様付き） 一

F4－712BBA ふた付き（蝶番式） F4－52 包装用缶 一

F4－712BBA ふた付き（蝶番式） F4－52C 包装用缶（円柱形） 一

F4－712BBA ふた付き（蝶番式） F4－530C 包装用箱（円柱形） 一

F4－712BBA ふた付き（蝶番式） F4－55 包装用たる 一

F4－712BBA ふた付き（蝶番式） F4－56 包装用かご 一

F4－712BBB ふた付き（分離式） F4－50C 包装用容器（円柱型） 一

F4－712BBB ふた付き（分離式） F4－50CA 包装用容器（円柱型・植物模様付き） 一

F4－712BBB ふた付き（分離式） F4－50CB 包装用容器（円柱型・動物模様付き） 一

F4－712BBB ふた付き（分離式） F4－50CC 包装用容器（円柱型・人物模様付き） 一

F4－712BBB ふた付き（分離式） F4－50CD 包装用容器（円柱型・器物模様付き） 一

F4－712BBB ふた付き（分離式） F4－50CE 包装用容器（円柱型・風景模様付き） 一

F4－712BBB ふた付き（分離式） F4－50CF 包装用容器（円柱型・抽象模様付き） 一

F4－712BBB ふた付き（分離式） F4－510 包装用瓶 一

F4－712BBB ふた付き（分離式） F4－510BC 包装用瓶（広口・円形） 一

F4－712BBB ふた付き（分離式） F4－510BCA 包装用瓶（広口・円形・模様付き） 一

F4－712BBB ふた付き（分離式） F4－510BD 包装用瓶（広口・コップ型） 一

F4－712BBB ふた付き（分離式） F4－510BDA 包装用瓶（広口・コップ型・模様付き） 一

F4－712BBB ふた付き（分離式） F4－52 包装用缶 一

F4－712BBB ふた付き（分離式） F4－52C 包装用缶（円柱形） 一

F4－712BBB ふた付き（分離式） F4－530C 包装用箱（円柱形） 一

F4－712BBB ふた付き（分離式） F4－55 包装用たる 一

F4－712BBB ふた付き（分離式） F4－56 包装用かご 一

F4－712BBC ふた付き（プルトップ式） F4－50C 包装用容器（円柱型） 一

F4－712BBC ふた付き（プルトップ式） F4－50CA 包装用容器（円柱型・植物模様付き） 一

F4－712BBC ふた付き（プルトップ式） F4－50CB 包装用容器（円柱型・動物模様付き） 一

F4－712BBC ふた付き（プルトップ式） F4－50CC 包装用容器（円柱型・人物模様付き） 一

F4－712BBC ふた付き（プルトップ式） F4－50CD 包装用容器（円柱型・器物模様付き） 一

F4－712BBC ふた付き（プルトップ式） F4－50CE 包装用容器（円柱型・風景模様付き） 一

F4－712BBC ふた付き（プルトップ式） F4－50CF 包装用容器（円柱型・抽象模様付き） 一

F4－712BBC ふた付き（プルトップ式） F4－510 包装用瓶 一

F4－712BBC ふた付き（プルトップ式） F4－510BC 包装用瓶（広口・円形） 一

F4－712BBC ふた付き（プルトップ式） F4－510BCA 包装用瓶（広口・円形・模様付き） 一



新→旧

215/373

意匠分類記号
/Ｄターム記号

意匠分類の名称 意匠分類記号 意匠分類の名称 または 移行した物品
移行
方法

旧意匠分類新意匠分類

F4－712BBC ふた付き（プルトップ式） F4－510BD 包装用瓶（広口・コップ型） 一

F4－712BBC ふた付き（プルトップ式） F4－510BDA 包装用瓶（広口・コップ型・模様付き） 一

F4－712BBC ふた付き（プルトップ式） F4－52 包装用缶 一

F4－712BBC ふた付き（プルトップ式） F4－52C 包装用缶（円柱形） 一

F4－712BBC ふた付き（プルトップ式） F4－530C 包装用箱（円柱形） 一

F4－712BBC ふた付き（プルトップ式） F4－55 包装用たる 一

F4－712BBC ふた付き（プルトップ式） F4－56 包装用かご 一

F4－712C 取手付き F4－50C 包装用容器（円柱型） 一

F4－712C 取手付き F4－50CA 包装用容器（円柱型・植物模様付き） 一

F4－712C 取手付き F4－50CB 包装用容器（円柱型・動物模様付き） 一

F4－712C 取手付き F4－50CC 包装用容器（円柱型・人物模様付き） 一

F4－712C 取手付き F4－50CD 包装用容器（円柱型・器物模様付き） 一

F4－712C 取手付き F4－50CE 包装用容器（円柱型・風景模様付き） 一

F4－712C 取手付き F4－50CF 包装用容器（円柱型・抽象模様付き） 一

F4－712C 取手付き F4－510 包装用瓶 一

F4－712C 取手付き F4－510BC 包装用瓶（広口・円形） 一

F4－712C 取手付き F4－510BCA 包装用瓶（広口・円形・模様付き） 一

F4－712C 取手付き F4－510BD 包装用瓶（広口・コップ型） 一

F4－712C 取手付き F4－510BDA 包装用瓶（広口・コップ型・模様付き） 一

F4－712C 取手付き F4－52 包装用缶 一

F4－712C 取手付き F4－52C 包装用缶（円柱形） 一

F4－712C 取手付き F4－530C 包装用箱（円柱形） 一

F4－712E 折曲げ組立て式 F4－50C 包装用容器（円柱型） 一

F4－712E 折曲げ組立て式 F4－50CA 包装用容器（円柱型・植物模様付き） 一

F4－712E 折曲げ組立て式 F4－50CB 包装用容器（円柱型・動物模様付き） 一

F4－712E 折曲げ組立て式 F4－50CC 包装用容器（円柱型・人物模様付き） 一

F4－712E 折曲げ組立て式 F4－50CD 包装用容器（円柱型・器物模様付き） 一

F4－712E 折曲げ組立て式 F4－50CE 包装用容器（円柱型・風景模様付き） 一

F4－712E 折曲げ組立て式 F4－50CF 包装用容器（円柱型・抽象模様付き） 一

F4－712E 折曲げ組立て式 F4－530C 包装用箱（円柱形） 一

F4－712F 巻締め部有り F4－50C 包装用容器（円柱型） 一

F4－712F 巻締め部有り F4－50CA 包装用容器（円柱型・植物模様付き） 一

F4－712F 巻締め部有り F4－50CB 包装用容器（円柱型・動物模様付き） 一

F4－712F 巻締め部有り F4－50CC 包装用容器（円柱型・人物模様付き） 一

F4－712F 巻締め部有り F4－50CD 包装用容器（円柱型・器物模様付き） 一

F4－712F 巻締め部有り F4－50CE 包装用容器（円柱型・風景模様付き） 一

F4－712F 巻締め部有り F4－50CF 包装用容器（円柱型・抽象模様付き） 一

F4－712F 巻締め部有り F4－510 包装用瓶 一

F4－712F 巻締め部有り F4－510BC 包装用瓶（広口・円形） 一

F4－712F 巻締め部有り F4－510BCA 包装用瓶（広口・円形・模様付き） 一

F4－712F 巻締め部有り F4－510BD 包装用瓶（広口・コップ型） 一

F4－712F 巻締め部有り F4－510BDA 包装用瓶（広口・コップ型・模様付き） 一

F4－712F 巻締め部有り F4－52 包装用缶 一

F4－712F 巻締め部有り F4－52C 包装用缶（円柱形） 一

F4－712F 巻締め部有り F4－530C 包装用箱（円柱形） 一

F4－712FA 巻締め部有り（本体周側面凹凸型） F4－50C 包装用容器（円柱型） 一

F4－712FA 巻締め部有り（本体周側面凹凸型） F4－50CA 包装用容器（円柱型・植物模様付き） 一

F4－712FA 巻締め部有り（本体周側面凹凸型） F4－50CB 包装用容器（円柱型・動物模様付き） 一

F4－712FA 巻締め部有り（本体周側面凹凸型） F4－50CC 包装用容器（円柱型・人物模様付き） 一

F4－712FA 巻締め部有り（本体周側面凹凸型） F4－50CD 包装用容器（円柱型・器物模様付き） 一

F4－712FA 巻締め部有り（本体周側面凹凸型） F4－50CE 包装用容器（円柱型・風景模様付き） 一

F4－712FA 巻締め部有り（本体周側面凹凸型） F4－50CF 包装用容器（円柱型・抽象模様付き） 一

F4－712FA 巻締め部有り（本体周側面凹凸型） F4－510 包装用瓶 一

F4－712FA 巻締め部有り（本体周側面凹凸型） F4－510BC 包装用瓶（広口・円形） 一
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F4－712FA 巻締め部有り（本体周側面凹凸型） F4－510BCA 包装用瓶（広口・円形・模様付き） 一

F4－712FA 巻締め部有り（本体周側面凹凸型） F4－510BD 包装用瓶（広口・コップ型） 一

F4－712FA 巻締め部有り（本体周側面凹凸型） F4－510BDA 包装用瓶（広口・コップ型・模様付き） 一

F4－712FA 巻締め部有り（本体周側面凹凸型） F4－52 包装用缶 一

F4－712FA 巻締め部有り（本体周側面凹凸型） F4－52C 包装用缶（円柱形） 一

F4－712FA 巻締め部有り（本体周側面凹凸型） F4－530C 包装用箱（円柱形） 一

F4－712G 縦長型 F4－50C 包装用容器（円柱型） 一

F4－712G 縦長型 F4－50CA 包装用容器（円柱型・植物模様付き） 一

F4－712G 縦長型 F4－50CB 包装用容器（円柱型・動物模様付き） 一

F4－712G 縦長型 F4－50CC 包装用容器（円柱型・人物模様付き） 一

F4－712G 縦長型 F4－50CD 包装用容器（円柱型・器物模様付き） 一

F4－712G 縦長型 F4－50CE 包装用容器（円柱型・風景模様付き） 一

F4－712G 縦長型 F4－50CF 包装用容器（円柱型・抽象模様付き） 一

F4－712G 縦長型 F4－510 包装用瓶 一

F4－712G 縦長型 F4－510BC 包装用瓶（広口・円形） 一

F4－712G 縦長型 F4－510BCA 包装用瓶（広口・円形・模様付き） 一

F4－712G 縦長型 F4－510BD 包装用瓶（広口・コップ型） 一

F4－712G 縦長型 F4－510BDA 包装用瓶（広口・コップ型・模様付き） 一

F4－712G 縦長型 F4－52 包装用缶 一

F4－712G 縦長型 F4－52C 包装用缶（円柱形） 一

F4－712G 縦長型 F4－530C 包装用箱（円柱形） 一

F4－713 包装用容器（カップ型） F4－50E 包装用容器（カップ型） 全

F4－713 包装用容器（カップ型） F4－50EA 包装用容器（円錐台カップ型） 全

F4－713 包装用容器（カップ型） F4－50EAA 包装用容器（円錐台カップ型・模様付） 全

F4－713 包装用容器（カップ型） F4－54 成形包装用容器 一

F4－713 包装用容器（カップ型） F4－54A 成形包装用容器（凹部規則配列型） 一

F4－713 包装用容器（カップ型） F4－54B 成形包装用容器（矩形） 一

F4－713A 模様付き F4－50E 包装用容器（カップ型） 一

F4－713A 模様付き F4－50EA 包装用容器（円錐台カップ型） 一

F4－713A 模様付き F4－50EAA 包装用容器（円錐台カップ型・模様付） 一

F4－713A 模様付き F4－54 成形包装用容器 一

F4－713A 模様付き F4－54A 成形包装用容器（凹部規則配列型） 一

F4－713A 模様付き F4－54B 成形包装用容器（矩形） 一

F4－713BB ふた付き F4－50E 包装用容器（カップ型） 一

F4－713BB ふた付き F4－50EA 包装用容器（円錐台カップ型） 一

F4－713BB ふた付き F4－50EAA 包装用容器（円錐台カップ型・模様付） 一

F4－713BB ふた付き F4－54 成形包装用容器 一

F4－713BB ふた付き F4－54A 成形包装用容器（凹部規則配列型） 一

F4－713BB ふた付き F4－54B 成形包装用容器（矩形） 一

F4－713C 取手付き F4－50E 包装用容器（カップ型） 一

F4－713C 取手付き F4－50EA 包装用容器（円錐台カップ型） 一

F4－713C 取手付き F4－50EAA 包装用容器（円錐台カップ型・模様付） 一

F4－713C 取手付き F4－54 成形包装用容器 一

F4－713C 取手付き F4－54A 成形包装用容器（凹部規則配列型） 一

F4－713C 取手付き F4－54B 成形包装用容器（矩形） 一

F4－713J 円錐台型 F4－50EA 包装用容器（円錐台カップ型） 一

F4－713J 円錐台型 F4－50EAA 包装用容器（円錐台カップ型・模様付） 一

F4－713J 円錐台型 F4－54 成形包装用容器 一

F4－713K 浅底型 F4－50E 包装用容器（カップ型） 一

F4－713K 浅底型 F4－50EA 包装用容器（円錐台カップ型） 一

F4－713K 浅底型 F4－50EAA 包装用容器（円錐台カップ型・模様付） 一

F4－713K 浅底型 F4－54 成形包装用容器 一

F4－713K 浅底型 F4－54A 成形包装用容器（凹部規則配列型） 一

F4－713K 浅底型 F4－54B 成形包装用容器（矩形） 一
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F4－7140 包装用容器（トレー型） F4－50 包装用容器 一

F4－7140 包装用容器（トレー型） F4－52 包装用缶 一

F4－7140 包装用容器（トレー型） F4－530 包装用箱 一

F4－7140 包装用容器（トレー型） F4－54 成形包装用容器 一

F4－7140 包装用容器（トレー型） F4－54A 成形包装用容器（凹部規則配列型） 一

F4－7140 包装用容器（トレー型） F4－54B 成形包装用容器（矩形） 一

F4－7140 包装用容器（トレー型） F4－56 包装用かご 一

F4－7140A 模様付き F4－50 包装用容器 一

F4－7140A 模様付き F4－52 包装用缶 一

F4－7140A 模様付き F4－530 包装用箱 一

F4－7140A 模様付き F4－54 成形包装用容器 一

F4－7140A 模様付き F4－54A 成形包装用容器（凹部規則配列型） 一

F4－7140A 模様付き F4－54B 成形包装用容器（矩形） 一

F4－7140A 模様付き F4－56 包装用かご 一

F4－7140BB ふた付き F4－50 包装用容器 一

F4－7140BB ふた付き F4－52 包装用缶 一

F4－7140BB ふた付き F4－530 包装用箱 一

F4－7140BB ふた付き F4－54 成形包装用容器 一

F4－7140BB ふた付き F4－54A 成形包装用容器（凹部規則配列型） 一

F4－7140BB ふた付き F4－54B 成形包装用容器（矩形） 一

F4－7140BB ふた付き F4－56 包装用かご 一

F4－7141 包装用容器（トレー型・内部仕切り有り） F4－50 包装用容器 一

F4－7141 包装用容器（トレー型・内部仕切り有り） F4－52 包装用缶 一

F4－7141 包装用容器（トレー型・内部仕切り有り） F4－530 包装用箱 一

F4－7141 包装用容器（トレー型・内部仕切り有り） F4－54 成形包装用容器 一

F4－7141 包装用容器（トレー型・内部仕切り有り） F4－54A 成形包装用容器（凹部規則配列型） 一

F4－7141 包装用容器（トレー型・内部仕切り有り） F4－54B 成形包装用容器（矩形） 一

F4－7141 包装用容器（トレー型・内部仕切り有り） F4－56 包装用かご 一

F4－7141A 模様付き F4－50 包装用容器 一

F4－7141A 模様付き F4－52 包装用缶 一

F4－7141A 模様付き F4－530 包装用箱 一

F4－7141A 模様付き F4－54 成形包装用容器 一

F4－7141A 模様付き F4－54A 成形包装用容器（凹部規則配列型） 一

F4－7141A 模様付き F4－54B 成形包装用容器（矩形） 一

F4－7141A 模様付き F4－56 包装用かご 一

F4－7141BB ふた付き F4－50 包装用容器 一

F4－7141BB ふた付き F4－52 包装用缶 一

F4－7141BB ふた付き F4－530 包装用箱 一

F4－7141BB ふた付き F4－54 成形包装用容器 一

F4－7141BB ふた付き F4－54A 成形包装用容器（凹部規則配列型） 一

F4－7141BB ふた付き F4－54B 成形包装用容器（矩形） 一

F4－7141BB ふた付き F4－56 包装用かご 一

F4－7142 包装用容器（トレー型・内部仕切り規則配 F4－50 包装用容器 一

F4－7142 包装用容器（トレー型・内部仕切り規則配 F4－52 包装用缶 一

F4－7142 包装用容器（トレー型・内部仕切り規則配 F4－530 包装用箱 一

F4－7142 包装用容器（トレー型・内部仕切り規則配 F4－54 成形包装用容器 一

F4－7142 包装用容器（トレー型・内部仕切り規則配 F4－54A 成形包装用容器（凹部規則配列型） 一

F4－7142 包装用容器（トレー型・内部仕切り規則配 F4－54B 成形包装用容器（矩形） 一

F4－7142 包装用容器（トレー型・内部仕切り規則配 F4－56 包装用かご 一

F4－7142A 模様付き F4－50 包装用容器 一

F4－7142A 模様付き F4－52 包装用缶 一

F4－7142A 模様付き F4－530 包装用箱 一

F4－7142A 模様付き F4－54 成形包装用容器 一

F4－7142A 模様付き F4－54A 成形包装用容器（凹部規則配列型） 一
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F4－7142A 模様付き F4－54B 成形包装用容器（矩形） 一

F4－7142A 模様付き F4－56 包装用かご 一

F4－7142BB ふた付き F4－50 包装用容器 一

F4－7142BB ふた付き F4－52 包装用缶 一

F4－7142BB ふた付き F4－530 包装用箱 一

F4－7142BB ふた付き F4－54 成形包装用容器 一

F4－7142BB ふた付き F4－54A 成形包装用容器（凹部規則配列型） 一

F4－7142BB ふた付き F4－54B 成形包装用容器（矩形） 一

F4－7142BB ふた付き F4－56 包装用かご 一

F4－7143 包装用容器（トレー型・平面視円形型） F4－50 包装用容器 一

F4－7143 包装用容器（トレー型・平面視円形型） F4－52 包装用缶 一

F4－7143 包装用容器（トレー型・平面視円形型） F4－54 成形包装用容器 一

F4－7143 包装用容器（トレー型・平面視円形型） F4－54A 成形包装用容器（凹部規則配列型） 一

F4－7143 包装用容器（トレー型・平面視円形型） F4－56 包装用かご 一

F4－7143A 模様付き F4－50 包装用容器 一

F4－7143A 模様付き F4－52 包装用缶 一

F4－7143A 模様付き F4－54 成形包装用容器 一

F4－7143A 模様付き F4－54A 成形包装用容器（凹部規則配列型） 一

F4－7143A 模様付き F4－56 包装用かご 一

F4－7143BB ふた付き F4－50 包装用容器 一

F4－7143BB ふた付き F4－52 包装用缶 一

F4－7143BB ふた付き F4－54 成形包装用容器 一

F4－7143BB ふた付き F4－54A 成形包装用容器（凹部規則配列型） 一

F4－7143BB ふた付き F4－56 包装用かご 一

F4－715 包装用容器（卵容器型） F4－50G 包装用容器（卵容器型） 全

F4－716 包装用容器（ソフトクリーム容器型） F4－50F 包装用容器（ソフトクリーム容器型） 全

F4－717 包装用容器（アンプル型） F4－50 包装用容器 一

F4－717 包装用容器（アンプル型） F4－58 包装用アンプル 一

F4－718 包装用容器（具象型） F4－50D 包装用容器（具象型） 全

F4－718 包装用容器（具象型） F4－50DA 包装用容器（具象型・植物） 全

F4－718 包装用容器（具象型） F4－50DB 包装用容器（具象型・動物） 全

F4－718 包装用容器（具象型） F4－50DC 包装用容器（具象型・人物） 全

F4－718 包装用容器（具象型） F4－50DD 包装用容器（具象型・器物） 全

F4－718 包装用容器（具象型） F4－50DDA 包装用容器（具象型・建築物） 全

F4－718 包装用容器（具象型） F4－50DDB 包装用容器（具象型・乗物） 全

F4－718LA 植物型 F4－50DA 包装用容器（具象型・植物） 全

F4－718LB 動物型 F4－50DB 包装用容器（具象型・動物） 全

F4－718LC 人物型 F4－50DC 包装用容器（具象型・人物） 全

F4－718LD 器物型 F4－50DD 包装用容器（具象型・器物） 全

F4－718LD 器物型 F4－50DDA 包装用容器（具象型・建築物） 全

F4－718LD 器物型 F4－50DDB 包装用容器（具象型・乗物） 全

F4－72 包装用容器（吊り下げ型） F4－532 陳列型包装用箱 一

F4－72 包装用容器（吊り下げ型） F4－532B 陳列型包装用箱（つり下げ型） 一

F4－72A 模様付き F4－532 陳列型包装用箱 一

F4－72A 模様付き F4－532B 陳列型包装用箱（つり下げ型） 一

F4－730 包装用容器（細口突出型） F4－510 包装用瓶 一

F4－730 包装用容器（細口突出型） F4－510A 包装用瓶（細口） 全

F4－730 包装用容器（細口突出型） F4－510AA 包装用瓶（細口・模様付き） 一

F4－730 包装用容器（細口突出型） F4－510AB 包装用瓶（細口・矩形） 全

F4－730 包装用容器（細口突出型） F4－510ABA 包装用瓶（細口・矩形・模様付き） 全

F4－730 包装用容器（細口突出型） F4－52D 包装用缶（上部突出型） 一

F4－730 包装用容器（細口突出型） F4－530 包装用箱 一

F4－730A 模様付き F4－510 包装用瓶 一

F4－730A 模様付き F4－510AA 包装用瓶（細口・模様付き） 一
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F4－730A 模様付き F4－510ABA 包装用瓶（細口・矩形・模様付き） 一

F4－730A 模様付き F4－52D 包装用缶（上部突出型） 一

F4－730BB ふた付き F4－510 包装用瓶 一

F4－730BB ふた付き F4－510A 包装用瓶（細口） 一

F4－730BB ふた付き F4－510AA 包装用瓶（細口・模様付き） 一

F4－730BB ふた付き F4－510AB 包装用瓶（細口・矩形） 一

F4－730BB ふた付き F4－510ABA 包装用瓶（細口・矩形・模様付き） 一

F4－730BB ふた付き F4－52D 包装用缶（上部突出型） 一

F4－730BB ふた付き F4－530 包装用箱 一

F4－730M 上下分割構成型 F4－510 包装用瓶 一

F4－730M 上下分割構成型 F4－510A 包装用瓶（細口） 一

F4－730M 上下分割構成型 F4－510AA 包装用瓶（細口・模様付き） 一

F4－730M 上下分割構成型 F4－510AB 包装用瓶（細口・矩形） 一

F4－730M 上下分割構成型 F4－510ABA 包装用瓶（細口・矩形・模様付き） 一

F4－730M 上下分割構成型 F4－52D 包装用缶（上部突出型） 一

F4－730M 上下分割構成型 F4－530 包装用箱 一

F4－730N 側面形状左右対称型 F4－510 包装用瓶 一

F4－730N 側面形状左右対称型 F4－510A 包装用瓶（細口） 一

F4－730N 側面形状左右対称型 F4－510AA 包装用瓶（細口・模様付き） 一

F4－730N 側面形状左右対称型 F4－510AB 包装用瓶（細口・矩形） 一

F4－730N 側面形状左右対称型 F4－510ABA 包装用瓶（細口・矩形・模様付き） 一

F4－730N 側面形状左右対称型 F4－52D 包装用缶（上部突出型） 一

F4－730N 側面形状左右対称型 F4－530 包装用箱 一

F4－730P 四側面同形型 F4－510 包装用瓶 一

F4－730P 四側面同形型 F4－510A 包装用瓶（細口） 一

F4－730P 四側面同形型 F4－510AA 包装用瓶（細口・模様付き） 一

F4－730P 四側面同形型 F4－510AB 包装用瓶（細口・矩形） 一

F4－730P 四側面同形型 F4－510ABA 包装用瓶（細口・矩形・模様付き） 一

F4－730P 四側面同形型 F4－52D 包装用缶（上部突出型） 一

F4－730P 四側面同形型 F4－530 包装用箱 一

F4－731 包装用容器（細口突出型・円柱） F4－510AC 包装用瓶（細口・円形） 全

F4－731 包装用容器（細口突出型・円柱） F4－510ACA 包装用瓶（細口・円形・模様付き） 全

F4－731 包装用容器（細口突出型・円柱） F4－52D 包装用缶（上部突出型） 一

F4－731A 模様付き F4－510AC 包装用瓶（細口・円形） 一

F4－731A 模様付き F4－510ACA 包装用瓶（細口・円形・模様付き） 全

F4－731A 模様付き F4－52D 包装用缶（上部突出型） 一

F4－731BB ふた付き F4－510AC 包装用瓶（細口・円形） 一

F4－731BB ふた付き F4－510ACA 包装用瓶（細口・円形・模様付き） 一

F4－731BB ふた付き F4－52D 包装用缶（上部突出型） 一

F4－731F 巻締め部有り F4－52D 包装用缶（上部突出型） 一

F4－731R 縦軸回転体型 F4－510AC 包装用瓶（細口・円形） 一

F4－731R 縦軸回転体型 F4－510ACA 包装用瓶（細口・円形・模様付き） 一

F4－731R 縦軸回転体型 F4－52D 包装用缶（上部突出型） 一

F4－732 包装用容器（細口突出型・偏平） F4－510 包装用瓶 一

F4－732 包装用容器（細口突出型・偏平） F4－510AA 包装用瓶（細口・模様付き） 一

F4－732 包装用容器（細口突出型・偏平） F4－510AD 包装用瓶（細口・偏平） 全

F4－732 包装用容器（細口突出型・偏平） F4－510ADA 包装用瓶（細口・偏平・模様付き） 全

F4－732 包装用容器（細口突出型・偏平） F4－52D 包装用缶（上部突出型） 一

F4－732 包装用容器（細口突出型・偏平） F4－530 包装用箱 一

F4－732A 模様付き F4－510 包装用瓶 一

F4－732A 模様付き F4－510ADA 包装用瓶（細口・偏平・模様付き） 全

F4－732A 模様付き F4－52D 包装用缶（上部突出型） 一

F4－732A 模様付き F4－530 包装用箱 一

F4－732BB ふた付き F4－510 包装用瓶 一
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F4－732BB ふた付き F4－510AD 包装用瓶（細口・偏平） 一

F4－732BB ふた付き F4－510ADA 包装用瓶（細口・偏平・模様付き） 一

F4－732BB ふた付き F4－52D 包装用缶（上部突出型） 一

F4－732BB ふた付き F4－530 包装用箱 一

F4－732N 側面形状左右対称型 F4－510 包装用瓶 一

F4－732N 側面形状左右対称型 F4－510AD 包装用瓶（細口・偏平） 一

F4－732N 側面形状左右対称型 F4－510ADA 包装用瓶（細口・偏平・模様付き） 一

F4－732N 側面形状左右対称型 F4－52D 包装用缶（上部突出型） 一

F4－732N 側面形状左右対称型 F4－530 包装用箱 一

F4－733 包装用容器（細口突出型・取手付き） F4－511 提げ手付き包装用瓶 一

F4－733 包装用容器（細口突出型・取手付き） F4－511A 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 一

F4－733A 模様付き F4－511A 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 一

F4－733BB ふた付き F4－511 提げ手付き包装用瓶 一

F4－733BB ふた付き F4－511A 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 一

F4－740 包装用容器（吐出具付型） B7－012 香水用スプレー 全

F4－740 包装用容器（吐出具付型） F4－620 噴霧器付き包装用容器 一

F4－740 包装用容器（吐出具付型） F4－621 噴霧器付き包装用缶 全

F4－740 包装用容器（吐出具付型） F4－621A 噴霧器付き包装用缶（模様付き） 全

F4－740A 模様付き B7－012 香水用スプレー 一

F4－740A 模様付き F4－620 噴霧器付き包装用容器 一

F4－740A 模様付き F4－621 噴霧器付き包装用缶 一

F4－740A 模様付き F4－621A 噴霧器付き包装用缶（模様付き） 一

F4－740F 巻締め部有り F4－621 噴霧器付き包装用缶 全

F4－740F 巻締め部有り F4－621A 噴霧器付き包装用缶（模様付き） 全

F4－740S 押し下げポンプ型 B7－012 香水用スプレー 一

F4－740S 押し下げポンプ型 F4－620 噴霧器付き包装用容器 一

F4－749 包装用容器（吐出具付型）部品及び付属 F4－629 噴霧器付き包装用容器部品及び付属品 全

F4－749 包装用容器（吐出具付型）部品及び付属 F4－9120 吐出具付きふた 一

F4－749 包装用容器（吐出具付型）部品及び付属 F4－9122 包装用容器の注出口 一

F4－749 包装用容器（吐出具付型）部品及び付属 F4－9123 包装用容器の定量注出具 一

F4－750 包装用容器（塗布具付き型） F4－5120 塗布具付き包装用瓶 全

F4－750 包装用容器（塗布具付き型） F4－5121 塗布用はけ付き包装用瓶 全

F4－750A 模様付き F4－5120 塗布具付き包装用瓶 一

F4－750A 模様付き F4－5121 塗布用はけ付き包装用瓶 一

F4－750T 塗布具内蔵型 F4－5120 塗布具付き包装用瓶 一

F4－750T 塗布具内蔵型 F4－5121 塗布用はけ付き包装用瓶 一

F4－759 包装用容器（塗布具付き型）部品及び付
属品

F4－9120 包装用容器のふた 一

F4－76 包装用容器（回転繰り出し型） F4－61 回転繰出し型包装用容器 一

F4－770 包装用容器（押出しチューブ型） F4－570 包装用押出しチューブ 一

F4－770A 模様付き F4－570 包装用押出しチューブ 一

F4－779 包装用容器（押出しチューブ型）附属品 F4－579 包装用押出しチューブ付属品 全

F4－90 包装紙，包装用容器等部品及び付属品 F4－90 包装紙，包装用容器等部品及び付属品 全

F4－910 包装紙，包装用容器等部品 F4－910 包装紙，包装用容器等部品 全

F4－91100 包装用枠 F4－9110 包装用枠 全

F4－91100 包装用枠 F4－9110A 包装用枠（凹部配列型） 全

F4－91100 包装用枠 F4－9110AA 包装用枠（凹部規則配列型） 全

F4－91100 包装用枠 F4－9110AB 包装用枠（凹部配列型・発泡樹脂製） 全

F4－91100 包装用枠 F4－9111 包装用中仕切り板 全

F4－9112 包装用外枠 F4－91120 包装用枠 全

F4－9112 包装用外枠 F4－91120A 包装用外枠（安全かみそり枠型） 全

F4－91122 包装用容器の連結具 F4－63 瓶キャリヤー 全

F4－91122 包装用容器の連結具 F4－63A 瓶キャリヤー（紙製） 全

F4－91122 包装用容器の連結具 F4－91121 包装用容器の連結具 全
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F4－91122 包装用容器の連結具 F4－91121A 包装用容器の連結具（紙製） 全

F4－91122A 紙製 F4－63A 瓶キャリヤー（紙製） 全

F4－91122A 紙製 F4－91121A 包装用容器の連結具（紙製） 全

F4－9112A 安全かみそり枠型 F4－91120A 包装用外枠（安全かみそり枠型） 全

F4－91130 ワイシャツ包装用枠 F4－91130 ワイシャツ包装用枠 全

F4－91131 ワイシャツ包装用襟枠 F4－91131 ワイシャツ包装用襟枠 全

F4－9114 包装用巻き芯 F4－9114 包装用巻き芯 全

F4－91200 包装用容器のふた F4－9120 包装用容器のふた 一

F4－91200 包装用容器のふた F4－9120A 包装用容器のふた（平板型） 全

F4－91200 包装用容器のふた F4－9120B 包装用容器のふた（缶の押しぶた型） 全

F4－91200 包装用容器のふた F4－9124 包装用缶の天板 全

F4－91200A 模様付き F4－9120 包装用容器のふた 一

F4－91200B 平面視円形型 F4－9120 包装用容器のふた 一

F4－91200CA 薄板成形型 F4－9120 包装用容器のふた 一

F4－91200CB プルトップ型 F4－9124 包装用缶の天板 一

F4－91200CC 平板型 F4－9120A 包装用容器のふた（平板型） 全

F4－9121 包装用容器の栓 F4－9121 包装用容器の栓 全

F4－91220 包装用容器の注出口 F4－9122 包装用容器の注出口 一

F4－91220 包装用容器の注出口 F4－9123 包装用容器の定量注出具 一

F4－91220AA ふた付き F4－9122 包装用容器の注出口 一

F4－91220AB 蝶番式ふた付き F4－9122 包装用容器の注出口 一

F4－9129 包装用容器のふた部品及び付属品 F4－9129 包装用容器のふた部品及び付属品 全

F4－920 包装紙，包装用容器等付属品 F4－920 包装紙，包装用容器等付属品 全

F4－921 包装用緩衝具 F4－921 包装用緩衝具 全

F4－922 包装用結束具 F4－922 包装用結束具 全

F4－923 包装用提げ手 F4－923 包装用提げ手 全

F4－924 包装用つり下げ具 F4－924 包装用つり下げ具 全

F4－925 包装用飾り具 F4－925 包装用飾り具 全

F5－00 その他の広告用具，表示具及び商品陳
列用具

F5－0 その他の広告用具，表示用具及び商品
陳列用具

全

F5－00 その他の広告用具，表示具及び商品陳
列用具

F5－12 アドバルーン 全

F5－100 広告用具及び表示用具 F5－10 広告用具及び表示用具 全

F5－100 広告用具及び表示用具 F5－10B 広告用具及び表示用具（建造物取付け 一

F5－100 広告用具及び表示用具 F5－10C 広告用具及び表示用具（床置型及び路
面設置型）

一

F5－100AA 全体形状板体型 F5－10 広告用具及び表示用具 一

F5－100AA 全体形状板体型 F5－10B 広告用具及び表示用具（建造物取付け
型）

一

F5－100AA 全体形状板体型 F5－10C 広告用具及び表示用具（床置型及び路
面設置型）

一

F5－100AB 表示部のみ板体型 F5－10 広告用具及び表示用具 一

F5－100AB 表示部のみ板体型 F5－10B 広告用具及び表示用具（建造物取付け
型）

一

F5－100AB 表示部のみ板体型 F5－10C 広告用具及び表示用具（床置型及び路
面設置型）

一

F5－100B 電光式 F5－10 広告用具及び表示用具 一

F5－100B 電光式 F5－10B 広告用具及び表示用具（建造物取付け
型）

一

F5－100B 電光式 F5－10C 広告用具及び表示用具（床置型及び路
面設置型）

一

F5－100BA 電光式・ドットマトリクス型 F5－10 広告用具及び表示用具 一

F5－100BA 電光式・ドットマトリクス型 F5－10B 広告用具及び表示用具（建造物取付け
型）

一

F5－100BA 電光式・ドットマトリクス型 F5－10C 広告用具及び表示用具（床置型及び路
面設置型）

一

F5－100C 具体的表示有り F5－10 広告用具及び表示用具 一

F5－100C 具体的表示有り F5－10B 広告用具及び表示用具（建造物取付け
型）

一

F5－100C 具体的表示有り F5－10C 広告用具及び表示用具（床置型及び路
面設置型）

一
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F5－101 広告用具及び表示用具（床置型及び路
上設置型）

F5－10C 広告用具及び表示用具（床置型及び路
面設置型）

一

F5－101AB 表示部のみ板体型 F5－10C 広告用具及び表示用具（床置型及び路
面設置型）

一

F5－101B 電光式 F5－10C 広告用具及び表示用具（床置型及び路
面設置型）

一

F5－101BA 電光式・ドットマトリクス型 F5－10C 広告用具及び表示用具（床置型及び路
面設置型）

一

F5－101C 具体的表示有り F5－10C 広告用具及び表示用具（床置型及び路
面設置型）

一

F5－102 広告用具及び表示具（生物型） F5－10A 広告用具及び表示用具（生物型） 全

F5－14 非常口表示器 F5－10B 広告用具及び表示用具（建造物取付け
型）

一

F5－15 自動車用標識灯 F5－11 自動車用標識灯 全

F5－16 旗 F5－13 旗 全

F5－190 広告用具及び表示用具部品及び付属品 F5－190 表示用具部品及び付属品 全

F5－191 表示用具用枠材 F5－191 表示器用枠材 全

F5－20 商品陳列用具等 F5－20 商品陳列用具等 全

F5－210 商品陳列用具 F5－210 商品陳列用具 全

F5－2101 商品陳列用具（卓上型） F5－210A 商品陳列用具（卓上型） 全

F5－2102 商品陳列用具（吊り下げ型） F5－210B 商品陳列用具（吊り下げ型） 全

F5－2103 商品陳列用具（床置載置台型） F5－210C 商品陳列用具（床置き陳列面単一台型） 全

F5－2103AA 家具調型 F5－210C 商品陳列用具（床置き陳列面単一台型） 一

F5－2103AB 陳列面凹型 F5－210C 商品陳列用具（床置き陳列面単一台型） 一

F5－2104 商品陳列用具（床置棚型） F5－210D 商品陳列用具（床置棚型） 全

F5－2104AA 家具調型 F5－210D 商品陳列用具（床置棚型） 一

F5－2104AC 支柱パイプ型 F5－210D 商品陳列用具（床置棚型） 全

F5－2105 商品陳列かご F5－210E 商品陳列用具（床置かご型） 全

F5－211 商品陳列機 F5－211 商品陳列機 全

F5－2120 衣料品陳列用具 F5－212 衣料品陳列用具 全

F5－2120 衣料品陳列用具 F5－213 かつら陳列用具 全

F5－2121 衣料品陳列用具（マネキン型） F5－212B 衣料品陳列用具（マネキン型） 全

F5－21900 商品陳列用具部品及び付属品 F5－2190 商品陳列用具部品および付属品 一

F5－2191 商品陳列用仕切り板 F5－2191 商品陳列用仕切り板 全

F5－220 商品陳列ケース F5－220 商品陳列ケース 全

F5－221 商品陳列ケース（卓上型） F5－220A 商品陳列ケース（卓上型） 全

F5－222 商品陳列ケース（床置型） F5－220B 商品陳列ケース（床置き型） 全

F5－229 商品陳列ケース部品及び付属品 F5－229 商品陳列ケース部品及び付属品 全

F5－230 冷蔵用ショーケース及び温蔵用ショー
ケース

F5－230 冷蔵用ショーケース及び温蔵用ショー
ケース

全

F5－231 冷蔵用ショーケース F5－231 冷蔵ショーケース 全

F5－2311 冷蔵用ショーケース（卓上用） F5－231A 冷蔵ショーケース（卓上型） 全

F5－2312 冷蔵用ショーケース（床置上面出入れ
オープン型）

F5－231B 冷蔵用ショーケース（床置上面出入れ
オープン型）

全

F5－2313 冷蔵用ショーケース（直方体上面透明出
入れ型）

F5－231C 冷蔵用ショーケース（直方体上面透明出
入れ型）

全

F5－23140 冷蔵用ショーケース（直方体前面透明型） F5－231D 冷蔵用ショーケース（直方体前面透明型） 全

F5－23141 冷蔵用ショーケース（直方体前面透明・引
違い戸型）

F5－231DA 冷蔵用ショーケース（直方体前面透明・引
違い戸型）

全

F5－23142 冷蔵用ショーケース（直方体前面透明・開
き戸型）

F5－231DB 冷蔵用ショーケース（直方体前面透明・開
き戸型）

全

F5－2315 冷蔵用ショーケース（棚付きオープン
ショーケース型）

F5－231E 冷蔵用ショーケース（棚付きオープン
ショーケース型）

全

F5－2316 冷蔵用ショーケース（角柱四方側面透明
型）

F5－231F 冷蔵用ショーケース（角柱四方側面透明
型）

全

F5－2320 温蔵用ショーケース F5－232 温蔵用ショーケース 全

F5－2320 温蔵用ショーケース F5－232A 温蔵用ショーケース（卓上型） 全

F5－2320A 卓上型 F5－232A 温蔵用ショーケース（卓上型） 全

F5－239 冷蔵用ショーケース及び温蔵用ショー
ケース部品及び付属品

F5－239 冷蔵用ショーケース及び温蔵用ショー
ケース部品及び付属品

全
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F5－290 商品陳列用具等部品及び付属品 F5－290 商品販売用具部品及び付属品 全

F5－2910 商品陳列ケース構成部材 F5－2910 ショーケース構成部材 全

G0－00 Ｇ１～Ｇ４に属さないその他の運輸又は運
搬機械雑

G0－0 Ｇ１～Ｇ４に属さないその他の運輸又は運
搬機械雑

全

G0－00 Ｇ１～Ｇ４に属さないその他の運輸又は運
搬機械雑

G1－4 索道用機器 全

G1－000 その他の運搬，昇降又は貨物取扱用機
械器具

G1－00 その他の運搬，昇降又は貨物取扱用機
械器具

一

G1－000 その他の運搬，昇降又は貨物取扱用機
械器具

G1－01 背負い具 全

G1－000 その他の運搬，昇降又は貨物取扱用機
械器具

G1－03 滑車 全

G1－020 車両用渡り板 G1－020 車両用渡り板 全

G1－02900 車両用渡り板部品及び付属品 G1－0290 車両用渡り板部品及び付属品 全

G1－02900 車両用渡り板部品及び付属品 G1－0291 車両用渡り板構成部材 全

G1－040 荷崩れ防止具等 G1－00 その他の運搬，昇降又は貨物取扱用機
械器具

一

G1－040 荷崩れ防止具等 G1－04 ロープ用緊張具 全

G1－050 運搬物つり上げ具 G1－05 運搬物つり上げ具 一

G1－10 エレベーター，エスカレーター及びコンベ
ヤー

G1－10 エレベーター，エスカレーター及びコンベ
ヤー

全

G1－110 エレベーター G1－110 エレベーター 全

G1－119 エレベーター部品及び付属品 G1－119 エレベーター部品及び付属品 全

G1－120 エスカレーター G1－120 エスカレーター 全

G1－12900 エスカレーター部品及び付属品 G1－1290 エスカレーター部品及び付属品 全

G1－12900 エスカレーター部品及び付属品 G1－1291 エスカレーター構成部材 全

G1－1900 エレベーター，エスカレーター及びコンベ
ヤー部品及び付属品

G1－190 エレベーター，エスカレーター及びコンベ
ヤー部品及び付属品

全

G1－1900 エレベーター，エスカレーター及びコンベ
ヤー部品及び付属品

G1－193 コンベヤー用トロリー 全

G1－1900 エレベーター，エスカレーター及びコンベ
ヤー部品及び付属品

G1－194 コンベヤー用搬送つめ 全

G1－191 空気コンベヤー部品付属品 G1－191 空気コンベヤー部品及び付属品 全

G1－192 コンベヤー用キャリヤーローラー G1－192 コンベヤー用キャリヤローラー 全

G1－200 巻き上げ機等チェーンブロック G1－20 巻き上げ機等 全

G1－200 巻き上げ機等チェーンブロック G1－22 チェーンブロック 全

G1－210 クレーン G1－210 クレーン 全

G1－219 クレーン部品及び付属品 G1－219 クレーン部品及び付属品 全

G1－29 巻き上げ機等部品及び付属品 G1－29 巻き上げ機等部品及び付属品 全

G1－300 ジャッキ，リフト等 G1－30 ジャッキ等 全

G1－300 ジャッキ，リフト等 G1－31 動力ジャッキ 全

G1－300 ジャッキ，リフト等 G1－32 手動ジャッキ 全

G1－3900 ジャッキ等部品及び付属品 G1－390 ジャッキ等部品及び付属品 全

G1－3900 ジャッキ等部品及び付属品 G1－391 ジャッキ部品及び付属品 全

G1－500 運搬用容器等 G1－50 運搬用容器 一

G1－500 運搬用容器等 G1－50A 運搬用容器（浅底型） 一

G1－500 運搬用容器等 G1－50B 運搬用容器（深底型） 一

G1－500 運搬用容器等 G1－510 輸送用パレット 一

G1－500 運搬用容器等 G1－510A 輸送用パレット（平型） 一

G1－500 運搬用容器等 G1－510B 輸送用パレット（枠付き型） 一

G1－500 運搬用容器等 G1－520 コンテナー 一

G1－500 運搬用容器等 G1－520A コンテナー（箱型） 一

G1－501 運搬用容器 G1－50 運搬用容器 一

G1－501 運搬用容器 G1－50A 運搬用容器（浅底型） 一

G1－501 運搬用容器 G1－50B 運搬用容器（深底型） 一

G1－501AA 浅底箱型 G1－50A 運搬用容器（浅底型） 一

G1－501AB 深底箱型 G1－50B 運搬用容器（深底型） 一
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G1－501B 折り畳み型 G1－50 運搬用容器 一

G1－501B 折り畳み型 G1－50A 運搬用容器（浅底型） 一

G1－501B 折り畳み型 G1－50B 運搬用容器（深底型） 一

G1－501C 蓋有り G1－50 運搬用容器 一

G1－501C 蓋有り G1－50A 運搬用容器（浅底型） 一

G1－501C 蓋有り G1－50B 運搬用容器（深底型） 一

G1－501D 取っ手有り G1－50 運搬用容器 一

G1－501D 取っ手有り G1－50A 運搬用容器（浅底型） 一

G1－501D 取っ手有り G1－50B 運搬用容器（深底型） 一

G1－502 運搬用容器（瓶用） G1－521 瓶コンテナー 全

G1－5100 輸送用パレット G1－510 輸送用パレット 一

G1－5100 輸送用パレット G1－510A 輸送用パレット（平型） 一

G1－5100 輸送用パレット G1－510B 輸送用パレット（枠付き型） 一

G1－5100AA 平型 G1－510A 輸送用パレット（平型） 一

G1－5100AB 枠付き平型 G1－510B 輸送用パレット（枠付き型） 一

G1－5190 輸送用パレット部品及び付属品 G1－5190 輸送用パレット部品及び付属品 全

G1－5191 輸送用パレット構成部材 G1－5191 輸送用パレット構成部材 全

G1－5200 コンテナー G1－520 コンテナー 一

G1－5200 コンテナー G1－520A コンテナー（箱型） 一

G1－5200A 箱型 G1－520A コンテナー（箱型） 一

G1－522 可搬型タンク G1－522 可搬型タンク 全

G1－5230 輸送用ボンベ G1－5230 輸送用ボンベ 全

G1－5239 輸送用ボンベ部品及び付属品 G1－5239 輸送用ボンベ部品及び付属品 全

G1－52900 コンテナー部品及び付属品 G1－5290 コンテナー部品及び付属品 全

G1－52900A コンテナー用ハンドル G1－5290 コンテナー部品及び付属品 一

G1－5291 コンテナー構成部材 G1－5291 コンテナー構成部材 全

G1－53 運搬用網及びシート G1－53 運搬用網 全

G1－54 運搬用リール G1－50 ※運搬用リール 一

G1－54 運搬用リール K0－00 ※線材の巻き取り用リール 一

G1－59 運搬用容器等部品及び付属品 G1－59 運搬用容器部品及び付属品 全

G1－60 運搬用レール G1－60 運搬用レール 全

G1－69 運搬用レール部品及び付属品 G1－69 運搬用レール部品及び付属品 全

G2－0 その他の車両 G2－0 その他の車両 全

G2－10 軌条走行車両 G2－10 軌条走行車両 全

G2－11 鉄道車両 G2－11 鉄道車両 全

G2－19 軌条走行車両部品及び付属品 G2－19 軌条走行車両部品及び付属品 全

G2－200 その他の自動車 G2－20 自動車 全

G2－200 その他の自動車 G2－211 バス 全

G2－200 その他の自動車 G2－212 ゴーカート及びバギー 全

G2－200 その他の自動車 G2－213 ゴルフ用乗用自動車 全

G2－200 その他の自動車 G2－220 トラック等 全

G2－200 その他の自動車 G2－221 特殊小型貨物自動車 全

G2－200 その他の自動車 G2－230 特殊自動車 一

G2－200 その他の自動車 G2－231 トラクター 全

G2－200 その他の自動車 G2－232 フォークリフトトラック 全

G2－200 その他の自動車 G2－233 雪上自動車 全

G2－200 その他の自動車 G2－30 自動二輪車 一

G2－200 その他の自動車 J7－71 ※電動車いす 一

G2－200AA バス G2－211 バス 全

G2－200AB トラクター G2－231 トラクター 全

G2－200AC フォークリフト G2－232 フォークリフトトラック 全

G2－200AD 一人用電動車型 G2－231 ※ゴルフ用乗用自動車 一

G2－200AD 一人用電動車型 G2－30 自動二輪車 一

G2－200AD 一人用電動車型 J7－71 ※電動車いす 一
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G2－200DA 独立したキャビン有り G2－230 特殊自動車 一

G2－200DA 独立したキャビン有り G2－231 トラクター 一

G2－200DA 独立したキャビン有り G2－232 フォークリフトトラック 一

G2－200DB キャノピー有り G2－20 自動車 一

G2－200DB キャノピー有り G2－220 トラック等 一

G2－200DB キャノピー有り G2－231 トラクター 一

G2－200DB キャノピー有り G2－232 フォークリフトトラック 一

G2－200E 貨物自動車本体 G2－20 自動車 一

G2－200E 貨物自動車本体 G2－220 トラック等 一

G2－200FA 上部開放型荷台付き G2－20 自動車 一

G2－200FA 上部開放型荷台付き G2－220 トラック等 一

G2－200FA 上部開放型荷台付き G2－221 特殊小型貨物自動車 一

G2－200FB 密閉型荷台付き G2－20 自動車 一

G2－200FB 密閉型荷台付き G2－220 トラック等 一

G2－200FB 密閉型荷台付き G2－221 特殊小型貨物自動車 一

G2－200G クレーン付き G2－230 クレーン車 一

G2－2100 乗用自動車等 G2－210 乗用自動車等 全

G2－2100 乗用自動車等 G2－210A 乗用自動車等（ワンボックス型） 全

G2－2100AA セダン型 G2－210 乗用自動車等 一

G2－2100AA セダン型 G2－210A 乗用自動車等（ワンボックス型） 一

G2－2100AB ２枚扉 G2－210 乗用自動車等 一

G2－2100AB ２枚扉 G2－210A 乗用自動車等（ワンボックス型） 一

G2－2100C 屋根無し又は開閉するもの G2－210 乗用自動車等 一

G2－2100C 屋根無し又は開閉するもの G2－210A 乗用自動車等（ワンボックス型） 一

G2－29000 自動車部品及び付属品 G2－2900 自動車部品及び付属品 一

G2－29000 自動車部品及び付属品 G2－2901 自動車用車体カバー 全

G2－29000 自動車部品及び付属品 G2－2903 自動車用悪路脱出器 全

G2－2902 自動車用車輪止め G2－2902 自動車用車輪止め 全

G2－29040 自動車用日よけ及び自動車用霜よけ G2－29040 自動車用日よけ及び自動車用霜よけ 全

G2－29041 自動車用サイドバイザー G2－29041 自動車用サイドバイザー 全

G2－2905 自動車用錠 G2－2905 自動車用錠 全

G2－2906 自動車用ドア等開閉機構部品 G2－2906 自動車用ドア開閉機構部品 全

G2－29100 自動車用車体構成大型部品 G2－2910 自動車用車体構成大型部品 一

G2－29100 自動車用車体構成大型部品 G2－2912 自動車用窓ガラス 全

G2－29100AA ボディ部品 G2－2910 ボディ部品 一

G2－29100AB キャビン G2－2910 キャビン 一

G2－29100AC キャノピー G2－2910 キャノピー 一

G2－29110 自動車用バンパー G2－2910 自動車用車体構成大型部品 一

G2－29110 自動車用バンパー G2－2911 自動車用バンパー 全

G2－29110AA フロントバンパー G2－2911 フロントバンパー 一

G2－29110AB リアバンパー G2－2911 リアバンパー 一

G2－2913 自動車用ラジエターグリル G2－2913 自動車用ラジエターグリル 全

G2－2914 自動車用荷台 G2－2914 自動車用荷台 全

G2－292 自動車駆動部品又は自動車用走行関係
部品

G2－292 自動車駆動部品又は自動車用走行関係
部品

全

G2－29300 自動車用運転操作関係部品及び付属品 G2－2930 自動車用運転操作関係部品及び付属品 一

G2－29300 自動車用運転操作関係部品及び付属品 H2－61DAD 制御用機器又は操作用機器（取付け型
及び壁埋込み型，車載型）

一

G2－29300A 操作用機器 G2－2930 自動車用運転操作関係部品及び付属品 一

G2－29300A 操作用機器 H2－61DAD 制御用機器又は操作用機器（取付け型
及び壁埋込み型，車載型）

一

G2－29301 一組の自動車用ペダルセット G2－2930 ※一組の自動車用ペダルセット 一

G2－2931 自動車用ステアリングホイール G2－2931 自動車用ステアリングホイール 全

G2－2932 自動車用シフトレバー及び自動車用シフ
トレバーノブ

G2－2932 自動車用シフトレバー及び自動車用シフ
トレバーノブ

全
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G2－29330 自動車用インストルメントパネル等 G2－2933 自動車用インストルメントパネル 全

G2－29330 自動車用インストルメントパネル等 G2－2934 自動車用情報表示器 全

G2－29330 自動車用インストルメントパネル等 H2－61DAD 制御用機器又は操作用機器（取付け型
及び壁埋込み型，車載型）

一

G2－29330 自動車用インストルメントパネル等 J1－311 車両用速さ計等 一

G2－29330A 操作機器等 G2－2933 自動車用インストルメントパネル 一

G2－29330A 操作機器等 H2－61DAD 制御用機器又は操作用機器（取付け型
及び壁埋込み型，車載型）

一

G2－29330B 計測機器，情報表示器等 G2－2933 自動車用インストルメントパネル 一

G2－29330B 計測機器，情報表示器等 G2－2934 自動車用情報表示器 一

G2－29330B 計測機器，情報表示器等 J1－311 車両用速さ計等 一

G2－2940 自動車用保安部品及び付属品 G2－2940 自動車用保安部品及び付属品 全

G2－2941 自動車用ウィンドワイパー等 G2－2941 自動車用ウィンドワイパー等 全

G2－2942 自動車用コントロールポール G2－2942 自動車用コントロールポール 全

G2－2943 自動車用シートベルト G2－2943 自動車用シートベルト 全

G2－29500 自動車用外装部品及び付属品 G2－2950 自動車用外装部品及び付属品 全

G2－29500 自動車用外装部品及び付属品 G2－2951 自動車用泥よけ 全

G2－29500 自動車用外装部品及び付属品 G2－2955 自動車用ドア保護具 全

G2－2952 自動車用ナンバープレート取付け枠 G2－2952 自動車用ナンバープレート取付け枠 全

G2－29530 自動車用エアースポイラー G2－2953 自動車用エアースポイラー 一

G2－29531 一組の自動車用エアースポイラーセット G2－2953 ※一組の自転車用エアースポイラー
セット

一

G2－2954 自動車用ルーフキャリヤー等 G2－2954 自動車用ルーフキャリヤー等 全

G2－29600 自動車用内装部品及び付属品 G2－2960 自動車用内装部品及び付属品 全

G2－29600 自動車用内装部品及び付属品 G2－2962 自動車用ステアリングホイールカバー 全

G2－2961 自動車用コンソール G2－2961 自動車用コンソール 全

G2－2970 自動車用照明器具 D3－710 車両用照明器具 一

G2－2970 自動車用照明器具 D3－7110 自動車用照明灯 一

G2－2970 自動車用照明器具 D3－7111 自動車用尾灯 一

G2－2971 自動車用前照灯 D3－7110 自動車用照明灯 一

G2－2971 自動車用前照灯 D3－7110A 自動車用照明灯（露出型） 全

G2－2971A 露出型 D3－7110A 自動車用照明灯（露出型） 全

G2－2972 自動車用尾灯 D3－7111 自動車用尾灯 一

G2－2973 自動車用方向指示灯 D3－7110 自動車用照明灯 一

G2－2974 自動車用室内灯 D3－7110 自動車用照明灯 一

G2－2975 自動車用室内灯（天井灯のみ） D3－710 車両用照明器具 一

G2－2975 自動車用室内灯（天井灯のみ） D3－7110 自動車用照明灯 一

G2－2979 自動車用照明器具部品及び付属品 D3－7190 車両用照明器具部品及び付属品 一

G2－29791 自動車照明器具用レンズ D3－7190 車両用照明器具部品及び付属品 一

G2－29791 自動車照明器具用レンズ D3－7191 車両照明器具用レンズ 一

G2－300 自動二輪車等 G2－30 自動二輪車 一

G2－300 自動二輪車等 G2－30A 自動二輪車（高速巡航型） 全

G2－300 自動二輪車等 G2－30B 自動二輪車（オフロード型） 全

G2－300 自動二輪車等 G2－30C 自動二輪車等（バギー騎乗型） 全

G2－300 自動二輪車等 G2－30D 自動二輪車（スクーター型） 全

G2－300AA オフロード型 G2－30B 自動二輪車（オフロード型） 全

G2－300AB スクーター型 G2－30D 自動二輪車（スクーター型） 全

G2－300AC 高速巡航型（カウリング付き） G2－30A 自動二輪車（高速巡航型） 一

G2－300AD 高速巡航型（カウリング無し） G2－30A 自動二輪車（高速巡航型） 一

G2－300AE バギー騎乗型 G2－30C 自動二輪車等（バギー騎乗型） 全

G2－3900 自動二輪車等部品及び付属品 G2－390 自動二輪車等部品及び付属品 一

G2－3900 自動二輪車等部品及び付属品 G2－391 自動二輪車用風防 一

G2－3900 自動二輪車等部品及び付属品 G2－392 自動二輪車用スタンド 全

G2－3900 自動二輪車等部品及び付属品 G2－3930 自動二輪車用ハンドル及び自動二輪車
用ブレーキレバー

全
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G2－3900 自動二輪車等部品及び付属品 G2－3931 自動二輪車用ハンドルグリップ 全

G2－3900 自動二輪車等部品及び付属品 G2－3932 自動二輪車用ハンドルカバー 全

G2－3900 自動二輪車等部品及び付属品 G2－394 自動二輪車用サドル又は自動二輪車用
シート

全

G2－3901 一組の自動二輪車用フェンダーセット G2－390 ※一組の自動二輪車用フェンダーセッ 一

G2－3902 一組の自動二輪車用カウルセット G2－391 ※一組の自動二輪車用カウルセット 一

G2－39500 自動二輪車用荷物運搬具 G2－3950 自動二輪車用荷物運搬具 全

G2－39500 自動二輪車用荷物運搬具 G2－3951 自動二輪車用荷台 全

G2－396 自動二輪車用燃料タンク G2－396 自動二輪車用燃料タンク 全

G2－3970 自動二輪車用照明器具 D3－710 車両用照明器具 一

G2－3971 自動二輪車用前照灯 D3－710 車両用照明器具 一

G2－3971A フロントライト円又は楕円型 D3－710 車両用照明器具 一

G2－3972 自動二輪車用尾灯 D3－710 車両用照明器具 一

G2－3973 自動二輪車用方向指示灯 D3－710 車両用照明器具 一

G2－3979 自動二輪車用照明器具部品及び付属品 D3－7190 車両用照明器具部品及び付属品 一

G2－39791 自動二輪車照明器具用レンズ D3－7191 車両照明器具用レンズ 一

G2－400 自転車 G2－30 補助動力機付き自転車 一

G2－400 自転車 G2－40 自転車 全

G2－400A 補助動力機付き自転車 G2－30 補助動力機付き自転車 一

G2－490 自転車部品及び付属品 G2－490 自転車部品及び付属品 全

G2－49100 自転車外装器具 G2－4910 自転車用フレーム等 全

G2－49100 自転車外装器具 G2－4911 自転車用ハブ 全

G2－49100 自転車外装器具 G2－4912 自転車用ドレスガード 全

G2－49100 自転車外装器具 G2－4913 自転車用泥よけ 全

G2－49100 自転車外装器具 G2－4914 自転車用チェーンケース 全

G2－49100 自転車外装器具 G2－4915 自転車用スタンド 全

G2－49200 自転車用ハンドル器具 G2－4920 自転車用ハンドル及び自転車用ハンドル
ポスト

全

G2－49200 自転車用ハンドル器具 G2－4921 自転車用ハンドルグリップ 全

G2－49200 自転車用ハンドル器具 G2－4922 自転車用ハンドルカバー 全

G2－49300 自転車用サドル器具 G2－4930 自転車用サドル及び自転車用サドルポス 全

G2－49300 自転車用サドル器具 G2－4931 自転車用サドルカバー 全

G2－49400 自転車用荷物運搬用具 G2－4940 自転車用荷物運搬用具 全

G2－49400 自転車用荷物運搬用具 G2－4941 自転車用キャリヤー 全

G2－4942 自転車用小児補助席 G2－4942 自転車用小児補助席 全

G2－49500 自転車用動力関係部品及び付属品 G2－4950 自転車用動力関係部品付属品 全

G2－49500 自転車用動力関係部品及び付属品 G2－4951 自転車用外装変速機 全

G2－49500 自転車用動力関係部品及び付属品 G2－4952 自転車用ギヤクランク 全

G2－49500 自転車用動力関係部品及び付属品 G2－4953 自転車用ペダル 全

G2－49500 自転車用動力関係部品及び付属品 G2－4954 自転車用ブレーキ 全

G2－49500 自転車用動力関係部品及び付属品 G2－4955 自転車用レバー 全

G2－496 自転車用錠 G2－496 自転車用錠 全

G2－4970 自転車用照明灯 D3－7120 自転車用照明灯 全

G2－4970 自転車用照明灯 D3－7120A 自転車用照明灯（特殊型） 全

G2－4970 自転車用照明灯 D3－7121 自転車用尾灯 全

G2－49790 自転車用照明器具及び付属品 D3－7190 車両用照明器具部品及び付属品 一

G2－49791 自転車照明用レンズ D3－7191 車両照明器具用レンズ 一

G2－500 運搬車 F2－730 ※書籍運搬台 一

G2－500 運搬車 G2－50 運搬車 一

G2－500 運搬車 G2－50A 運搬車（ケージ型） 全

G2－500 運搬車 G2－50B 運搬車（台車型） 全

G2－500 運搬車 G2－53 ゴルフ用具運搬車 全

G2－500 運搬車 G2－54 リヤカー 全

G2－500AA ケージ型 G2－50A 運搬車（ケージ型） 全



新→旧

228/373

意匠分類記号
/Ｄターム記号

意匠分類の名称 意匠分類記号 意匠分類の名称 または 移行した物品
移行
方法

旧意匠分類新意匠分類

G2－500AB 台車型 G2－50B 運搬車（台車型） 全

G2－500AC 密閉容器型 G2－50 運搬車 一

G2－510 乳母車 G2－510 乳母車 全

G2－519 乳母車部品及び付属品 G2－519 乳母車部品及び付属品 全

G2－52 買い物用手押し車 G2－52 買い物用手押し車 全

G2－55 昇降機付運搬車 G2－55 昇降機付運搬車 全

G2－56 一輪運搬車 G2－56 一輪運搬車 全

G2－57 配膳車 G2－50 ※配膳車 一

G2－59 運搬車部品及び付属品 G2－59 運搬車部品及び付属品 全

G2－600 トレーラー G2－60 トレーラー 全

G2－600 トレーラー G2－610 キャンピングトレーラー 全

G2－690 トレーラー部品及び付属品 G2－611 車両用搭載家屋 全

G2－690 トレーラー部品及び付属品 G2－69 トレーラー部品及び付属品 全

G2－9000 車両部品及び付属品 G2－900 車両部品及び付属品 全

G2－9000 車両部品及び付属品 G2－908 車両用方向指示器 全

G2－9000 車両部品及び付属品 G2－910 車両用車輪及びクローラ 一

G2－9010 車両用バックミラー G2－901 車両用バックミラー 全

G2－9010 車両用バックミラー G2－901A 車輌用バックミラー（砲弾型） 全

G2－902 車両用マフラー G2－902 車両用マフラー 全

G2－9030 車両用タイヤ防滑具 G2－9030 車両用タイヤ防滑具 全

G2－9039 車両用タイヤ防滑具部品及び付属品 G2－9039 車両用タイヤ防滑具部品及び付属品 全

G2－904 車両用装飾具 G2－904 車両用装飾具 全

G2－905 車両用反射器 G2－905 車両用反射器 全

G2－906 車両用警音器 G2－906 車両用警音器 全

G2－907 車両用ブレーキ G2－907 車両用ブレーキ 全

G2－91100 車両用車輪 G2－910 車両用車輪及びクローラ 一

G2－91100 車両用車輪 G2－9110 車両用車輪 全

G2－9111 自動車用車輪 G2－9111 自動車用車輪 全

G2－9111AA 放射状 G2－9111 自動車用車輪 一

G2－9111AB うず巻き状 G2－9111 自動車用車輪 一

G2－9111AC ディスク状 G2－9111 自動車用車輪 一

G2－9111AD メッシュ状 G2－9111 自動車用車輪 一

G2－91190 車両用車輪部品及び付属品 G2－91190 車両用車輪部品及び付属品 全

G2－91191 自動車用タイヤ G2－91191 自動車用タイヤ 全

G2－91191AA 左右線対称型 G2－91191 自動車用タイヤ 一

G2－91191AB 左右点対称型 G2－91191 自動車用タイヤ 一

G2－91191AC 左右非対称型 G2－91191 自動車用タイヤ 一

G2－91191B 周溝無し G2－91191 自動車用タイヤ 一

G2－91191C 側面部に模様有り G2－91191 自動車用タイヤ 一

G2－91192 自転車用タイヤ及び自動二輪車用タイヤ G2－91192 自転車用タイヤ及び自動二輪車用タイヤ 全

G2－91193 車両用ホイールキャップ等 G2－91193 車両用ホイールキャップ等 全

G2－912 クローラー及びクローラー用覆板 G2－910 車両用車輪及びクローラ 一

G2－912 クローラー及びクローラー用覆板 G2－912 クローラー及びクローラー覆板 全

G2－920 車両用構成部材 G2－920 車両用構成部材 全

G2－921 車両用モール材 G2－921 車両用モール材 全

G2－922 車両用あおり板材 G2－922 車両用あおり板材 全

G2－930 車両用照明器具 D3－70 輸送機関用照明器具 全

G2－930 車両用照明器具 D3－710 車両用照明器具 一

G2－939 車両用照明器具部品及び付属品 D3－7190 車両用照明器具部品及び付属品 一

G3－00 その他の船舶 G3－0 その他の船舶 全

G3－00 その他の船舶 G3－20 特殊用途船 一

G3－10 モーターボート等 G3－1 漁船 全

G3－10 モーターボート等 G3－21 モーターボート 全

G3－200 帆船及びゴムボート等 G3－20 特殊用途船 一
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G3－200 帆船及びゴムボート等 G3－22 帆艇 全

G3－200 帆船及びゴムボート等 G3－23 ローボート 全

G3－200 帆船及びゴムボート等 G3－24 ゴムボート 全

G3－200 帆船及びゴムボート等 G3－3 遊戯用ボート 全

G3－900 船舶部品及び付属品 G3－90 船舶部品及び付属品 全

G3－900 船舶部品及び付属品 G3－92 操だ機 全

G3－900 船舶部品及び付属品 G3－94 船舶用防舷材 全

G3－91 船舶用推進機 G3－91 船舶用推進機 全

G3－93 船舶係止用具 G3－93 船舶係止用具 全

G3－950 船舶用照明器具 D3－72 船舶用照明器具 全

G3－9590 船舶用照明器具部品及び付属品 D3－7190 船舶用照明器具 一

G3－9591 船舶照明器具用レンズ D3－7190 船舶用照明器具 一

G4－0 その他の航空機 G4－0 その他の航空機 全

G4－1 航空機及び機械構成品 G4－1 航空機及び機械構成品 全

G4－2 航空機用装備品及び航空用地上設備用 G4－2 航空機用装備品及び航空用地上設備用 全

H0－00 Ｈ１～７に属さないその他の電気電子機
械器具及び通信機械器具雑

H0－0 Ｈ１～Ｈ５に属さないその他の電気電子機
械器具及び通信機械器具雑

一

H0－10 放射線発生器等 H0－10 放射線発生器等 全

H0－11 レーザー発生器等 H0－11 レーザー発生器 全

H1－000 その他の基本的電気素子等 H1－00 その他の基本的電気素子 一

H1－01 電磁石 H1－01 電磁石 全

H1－020 電気電子機器用放熱器 H1－02 電気電子機器用放熱器 一

H1－029 電気電子機器用放熱器部品及び付属品 H1－02 電気電子機器用放熱器 一

H1－030 電気電子機器用筺体等 H1－03 電気電子機器用筺体等 一

H1－04 電気電子機器用つまみ及び取手 H1－04 電気電子機器用つまみ及び取手 全

H1－05 電気電子機器用ちょうつがい等 H1－03 ※電気電子機器用ちょうつがい 一

H1－06 発熱体 H1－00 その他の基本的電気素子 一

H1－10 電線，電気ケーブル等 H1－10 電線，電気ケーブル等 全

H1－1100 電線又は電気ケーブル H1－110 電線又は電気ケーブル 全

H1－1100 電線又は電気ケーブル H1－110A 電線又は電気ケーブル（分岐型） 全

H1－1100A 分岐型 H1－110A 電線又は電気ケーブル（分岐型） 全

H1－119 電線又は電気ケーブル付属品 H1－119 電線又は電気ケーブル付属品 全

H1－1191 ノイズフィルター，ノイズフィルター用部品
及び付属品

H1－439 電子回路用コイル等部品及び付属品 一

H1－120 ブスバー等 H1－120 ブスバー等 全

H1－121 配電軌道 H1－121 配電軌道 全

H1－122 ブスバー接続器，配電軌道接続器等 H1－122 ブスバー接続器，配電軌道接続器等 全

H1－129 ブスバー等付属品 H1－129 ブスバー等付属品 全

H1－20 電気絶縁器具 H1－20 電気絶縁器具 全

H1－210 がいし H1－210 がいし 全

H1－219 がいし付属品 H1－219 がいし付属品 全

H1－220 絶縁防護器具 H1－220 絶縁防護器具 全

H1－221 架線防護カバー H1－221 架線防護カバー 全

H1－222 接続部用絶縁カバー，器具用絶縁カバー H1－222 接続部用絶縁カバー，器具用絶縁カバー 全

H1－223 絶縁ブッシング H1－223 絶縁ブッシング 全

H1－229 絶縁防護器具部品及び付属品 H1－229 絶縁防護器具部品及び付属品 全

H1－300 電気接続器等 H1－30 電気接続器 全

H1－300 電気接続器等 H1－360 集電器 全

H1－300 電気接続器等 H1－361 配電軌道用プラグ 全

H1－301 光ファイバー用小型接続器等 H0－30 光ファイバー用小型接続器等 全

H1－302 光ファイバー用コネクタープラグ H0－31 光ファイバー用コネクタープラグ 全

H1－303 光ファイバー用光電変換コネクター H0－32 光ファイバー用光電変換コネクター 全

H1－310 直接的電気接続器具 H1－310 直接的電気接続器具 全

H1－311 電気接続スリーブ H1－311 電気接続スリーブ 全
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H1－312 電気接続用端末キャップ H1－312 電気接続用端末キャップ 全

H1－313 締付け接続器 H1－313 締付け接続器 全

H1－314 接地棒等 H1－314 接地棒等 全

H1－3200 端子金具，接触子等 H1－320 端子金具，接触子等 一

H1－3200 端子金具，接触子等 H1－322 接触子 一

H1－3200A その他 H1－320 端子金具，接触子等 一

H1－3200A その他 H1－322 接触子 一

H1－3200B 圧接型 H1－320 端子金具，接触子等 一

H1－3200B 圧接型 H1－322 接触子 一

H1－3200C 接触子 H1－320 端子金具，接触子等 一

H1－3200C 接触子 H1－322 接触子 一

H1－3200D ハウジング内蔵薄板型接触子 H1－320 端子金具，接触子等 一

H1－3200D ハウジング内蔵薄板型接触子 H1－322 接触子 一

H1－3201 コード先端取付け型端子金具，接触子等 H1－320 端子金具，接触子等 一

H1－3201 コード先端取付け型端子金具，接触子等 H1－321 電線用端子又は電気ケーブル用端子 全

H1－3201 コード先端取付け型端子金具，接触子等 H1－321A 電線用端子又は電気ケーブル用端子（先
端フォーク型及び先端円孔型）

全

H1－3201 コード先端取付け型端子金具，接触子等 H1－321B 電線用端子又は電気ケーブル用端子（ク
リップ型）

全

H1－3201 コード先端取付け型端子金具，接触子等 H1－322 接触子 一

H1－3201 コード先端取付け型端子金具，接触子等 H1－322A 接触子（一端電線取付け型） 全

H1－3201 コード先端取付け型端子金具，接触子等 H1－322AA 接触子（一端電線取付け型・雄端子型） 全

H1－3201A その他 H1－320 端子金具，接触子等 一

H1－3201A その他 H1－321 電線用端子又は電気ケーブル用端子 一

H1－3201A その他 H1－322 接触子 一

H1－3201A その他 H1－322A 接触子（一端電線取付け型） 一

H1－3201B 先端フォーク型及び先端円孔型 H1－321A 電線用端子又は電気ケーブル用端子（先
端フォーク型及び先端円孔型）

全

H1－3201C クリップ型 H1－320 端子金具，接触子等 一

H1－3201C クリップ型 H1－321B 電線用端子又は電気ケーブル用端子（ク
リップ型）

一

H1－3201D 雌型接触子 H1－320 端子金具，接触子等 一

H1－3201D 雌型接触子 H1－321 電線用端子又は電気ケーブル用端子 一

H1－3201D 雌型接触子 H1－322A 接触子（一端電線取付け型） 一

H1－3201E 雄型接触子 H1－320 端子金具，接触子等 一

H1－3201E 雄型接触子 H1－322AA 接触子（一端電線取付け型・雄端子型） 全

H1－3300 端子盤等 H1－330 端子盤等 全

H1－3300 端子盤等 H1－331 つまみ等付きターミナル 全

H1－3300 端子盤等 H1－332 端子盤 全

H1－3300 端子盤等 H1－332A 端子盤（ねじ端子型） 全

H1－3300 端子盤等 H1－332AA 端子盤（ねじ端子一列型） 全

H1－3300 端子盤等 H1－332B 端子盤（タブ端子・ラッピング端子型） 全

H1－3300 端子盤等 H1－332C 端子盤（連接ユニット型） 全

H1－3300A その他（Ｂ～Ｆのいずれにも該当しないも
）

H1－330 端子盤等 一

H1－3300A その他（Ｂ～Ｆのいずれにも該当しないも
）

H1－332 端子盤 一

H1－3300B タブ端子又はラッピング端子型 H1－332B 端子盤（タブ端子・ラッピング端子型） 全

H1－3300C ねじ端子型 H1－330 端子盤等 一

H1－3300C ねじ端子型 H1－332 端子盤 一

H1－3300C ねじ端子型 H1－332A 端子盤（ねじ端子型） 全

H1－3300C ねじ端子型 H1－332AA 端子盤（ねじ端子一列型） 全

H1－3300D つまみ端子型 H1－330 端子盤等 一

H1－3300D つまみ端子型 H1－331 つまみ等付きターミナル 一

H1－3300D つまみ端子型 H1－332 端子盤 一

H1－3300E レバー固定型 H1－330 端子盤等 一

H1－3300E レバー固定型 H1－332 端子盤 一
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H1－3300F 連接ユニット型 H1－332C 端子盤（連接ユニット型） 全

H1－333 ジョイントボックス等 H1－333 ジョイントボックス等 全

H1－3400 コネクター H1－340 コネクター 一

H1－3401 雌雄組み合わせ型コネクター H1－340 コネクター 一

H1－3401 雌雄組み合わせ型コネクター H1－3420 ２極コネクター及び３極コネクター 一

H1－3401 雌雄組み合わせ型コネクター H1－3430A 多極コネクター（雌雄組み合わせ型） 全

H1－3401 雌雄組み合わせ型コネクター H1－3430AA 多極コネクター（雌雄組み合わせ型・両者
角形接せん）

全

H1－3401A 両者接続面角形 H1－3420 ２極コネクター及び３極コネクター 一

H1－3401A 両者接続面角形 H1－3430AA 多極コネクター（雌雄組み合わせ型・両者
角形接せん）

全

H1－3401B 両者接続面丸形 H1－3420 ２極コネクター及び３極コネクター 一

H1－3401B 両者接続面丸形 H1－3430A 多極コネクター（雌雄組み合わせ型） 一

H1－3402 壁床等埋込型コネクター H1－340 コネクター 一

H1－3402 壁床等埋込型コネクター H1－3422 電源プラグ受け 一

H1－3402 壁床等埋込型コネクター H1－3422C 電源プラグ受け（プレート付き） 全

H1－3402 壁床等埋込型コネクター H1－3422D 電源プラグ受け（取付け金具付き埋込み 全

H1－3402 壁床等埋込型コネクター H1－3422E 電源プラグ受け（埋込み型） 全

H1－3402 壁床等埋込型コネクター H1－3422G 電源プラグ受け（床設置型） 全

H1－3402 壁床等埋込型コネクター H1－3426 同軸コネクター 一

H1－3402A その他（ＡＡ～ＡＣ除く） H1－340 コネクター 一

H1－3402AA フラッシプレート付き H1－340 コネクター 一

H1－3402AA フラッシプレート付き H1－3422C 電源プラグ受け（プレート付き） 全

H1－3402AA フラッシプレート付き H1－3426 同軸コネクター 一

H1－3402AB フラッシプレート取付け金具露出型 H1－340 コネクター 一

H1－3402AB フラッシプレート取付け金具露出型 H1－3422D 電源プラグ受け（取付け金具付き埋込み 全

H1－3402AB フラッシプレート取付け金具露出型 H1－3426 同軸コネクター 一

H1－3402AC 床埋込型 H1－340 コネクター 一

H1－3402AC 床埋込型 H1－3422G 電源プラグ受け（床設置型） 全

H1－3402B 電源コネクター有り H1－3422C 電源プラグ受け（プレート付き） 全

H1－3402B 電源コネクター有り H1－3422D 電源プラグ受け（取付け金具付き埋込み 全

H1－3402B 電源コネクター有り H1－3422E 電源プラグ受け（埋込み型） 全

H1－3402B 電源コネクター有り H1－3422G 電源プラグ受け（床設置型） 全

H1－3402C 同軸コネクター有り H1－340 コネクター 一

H1－3402C 同軸コネクター有り H1－3426 同軸コネクター 一

H1－3402D モジュラーコネクター有り H1－340 コネクター 一

H1－3402D モジュラーコネクター有り H1－3422E 電源プラグ受け（埋込型） 一

H1－341 単極コネクター H1－341 単極コネクター 全

H1－34200 ２極コネクター又は３極コネクター H1－3420 ２極コネクター及び３極コネクター 一

H1－34210 電源プラグ H1－3421 電源プラグ 全

H1－34210 電源プラグ H1－3421A 電源プラグ（角形） 全

H1－34210 電源プラグ H1－3421B 電源プラグ（丸形） 全

H1－34210 電源プラグ H1－3421C 電源プラグ（三極型） 全

H1－34210 電源プラグ H1－3421D 電源プラグ（端子内蔵型） 全

H1－34210A 平行端子露出型（接続面丸形） H1－3421B 電源プラグ（丸形） 全

H1－34210B 平行端子露出型（接続面角形） H1－3421A 電源プラグ（角形） 全

H1－34210C 三極型 H1－3421C 電源プラグ（三極型） 全

H1－34210D 端子内蔵機器差込型 H1－3421D 電源プラグ（端子内蔵型） 全

H1－34220 電源プラグ受け H1－3422 電源プラグ受け 一

H1－34220 電源プラグ受け H1－3422A 電源プラグ受け（露出使用型） 全

H1－34220 電源プラグ受け H1－3422B 電源プラグ受け（差し込み型） 全

H1－34220 電源プラグ受け H1－3422F 電源プラグ受け（機器取付け型） 全

H1－34220 電源プラグ受け H2－411 ケーブルドラム等 一

H1－34220A テーブルタップ型 H1－3422A 電源プラグ受け（露出使用型） 全
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H1－34220B コードリール付き H2－411 ケーブルドラム等 一

H1－34220C 差し込み型 H1－3422B 電源プラグ受け（差し込み型） 全

H1－34220D 基板取付け型 H1－3422F 電源プラグ受け（機器取付け型） 全

H1－3423 引掛けシーリング H1－3423 引掛けシーリング 全

H1－3424 単頭プラグ又はピンプラグ H1－3424 単頭プラグ 全

H1－34250 ジャック又はピンジャック H1－3425 ジャック 全

H1－34250 ジャック又はピンジャック H1－3425A ジャック（挿入孔単一型） 全

H1－34250A 挿入孔単一型 H1－3425A ジャック（挿入孔単一型） 全

H1－34260 同軸コネクター H1－3426 同軸コネクター 一

H1－3427 モジュラーコネクター等 H1－340 コネクター 一

H1－3427A ボックス型 H1－340 コネクター 一

H1－34300 多極コネクター H1－3430 多極コネクター 一

H1－34300 多極コネクター H1－3431 多極コネクター接せん 一

H1－34300 多極コネクター H1－3432 多極コネクター接せん座 一

H1－3433 コード先端取付け型多極コネクター H1－3430 多極コネクター 一

H1－3433 コード先端取付け型多極コネクター H1－3431 多極コネクター接せん 一

H1－3433 コード先端取付け型多極コネクター H1－3431A 多極コネクター接せん（角型） 全

H1－3433 コード先端取付け型多極コネクター H1－3431AA 多極コネクター接せん（角型・ロック機構
付き）

全

H1－3433 コード先端取付け型多極コネクター H1－3431AAA 多極コネクター接せん（角型・雄型ロック
機構付き）

全

H1－3433 コード先端取付け型多極コネクター H1－3431AAB 多極コネクター接せん（角型・ロック機構
及び係止手段付き）

全

H1－3433 コード先端取付け型多極コネクター H1－3431B 多極コネクター接せん（丸型） 全

H1－3433A その他（ＡＡ～ＡＢ除く） H1－3430 多極コネクター 一

H1－3433A その他（ＡＡ～ＡＢ除く） H1－3431 多極コネクター接せん 一

H1－3433AA 接続面角型 H1－3431A 多極コネクター接せん（角型） 全

H1－3433AA 接続面角型 H1－3431AA 多極コネクター接せん（角型・ロック機構
付き）

全

H1－3433AA 接続面角型 H1－3431AAA 多極コネクター接せん（角型・雄型ロック
機構付き）

全

H1－3433AA 接続面角型 H1－3431AAB 多極コネクター接せん（角型・ロック機構
及び係止手段付き）

全

H1－3433AB 接続面丸型 H1－3431B 多極コネクター接せん（丸型） 全

H1－3433C ロック機構付き H1－3431AA 多極コネクター接せん（角型・ロック機構
付き）

全

H1－3433C ロック機構付き H1－3431AAA 多極コネクター接せん（角型・雄型ロック
機構付き）

全

H1－3433C ロック機構付き H1－3431AAB 多極コネクター接せん（角型・ロック機構
及び係止手段付き）

全

H1－3433C ロック機構付き H1－3431B 多極コネクター接せん（丸型） 一

H1－3434 基板取付け型多極コネクター H1－3430 多極コネクター 一

H1－3434 基板取付け型多極コネクター H1－3432 多極コネクター接せん座 一

H1－3434 基板取付け型多極コネクター H1－3432A 多極コネクター接せん座（角型） 一

H1－3434 基板取付け型多極コネクター H1－3432AA 多極コネクター接せん座（角型・印刷配線
板取付け型）

一

H1－3434 基板取付け型多極コネクター H1－3432AB 多極コネクター接せん座（角型・印刷配線
板ビス取付け型）

一

H1－3434 基板取付け型多極コネクター H1－3432B 多極コネクター接せん座（丸型） 一

H1－3434A その他（ＡＡ～ＡＢ除く） H1－3430 多極コネクター 一

H1－3434A その他（ＡＡ～ＡＢ除く） H1－3432 多極コネクター接せん座 一

H1－3434AA 接続面角型 H1－3432 多極コネクター接せん座 一

H1－3434AA 接続面角型 H1－3432A 多極コネクター接せん座（角型） 一

H1－3434AA 接続面角型 H1－3432AA 多極コネクター接せん座（角型・印刷配線
板取付け型）

一

H1－3434AA 接続面角型 H1－3432AB 多極コネクター接せん座（角型・印刷配線
板ビス取付け型）

一

H1－3434AB 接続面丸型 H1－3432 多極コネクター接せん座 一
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H1－3434AB 接続面丸型 H1－3432B 多極コネクター接せん座（丸型） 一

H1－3434B その他（ＢＡ～ＢＢ除く） H1－3432 多極コネクター接せん座 一

H1－3434B その他（ＢＡ～ＢＢ除く） H1－3432A 多極コネクター接せん座（角型） 一

H1－3434B その他（ＢＡ～ＢＢ除く） H1－3432AA 多極コネクター接せん座（角型・印刷配線
板取付け型）

一

H1－3434B その他（ＢＡ～ＢＢ除く） H1－3432AB 多極コネクター接せん座（角型・印刷配線
板ビス取付け型）

一

H1－3434B その他（ＢＡ～ＢＢ除く） H1－3432B 多極コネクター接せん座（丸型） 一

H1－3434BA 平行型 H1－3432 多極コネクター接せん座 一

H1－3434BA 平行型 H1－3432A 多極コネクター接せん座（角型） 一

H1－3434BA 平行型 H1－3432AA 多極コネクター接せん座（角型・印刷配線
板取付け型）

一

H1－3434BA 平行型 H1－3432AB 多極コネクター接せん座（角型・印刷配線
板ビス取付け型）

一

H1－3434BA 平行型 H1－3432B 多極コネクター接せん座（丸型） 一

H1－3434BB 垂直型 H1－3432 多極コネクター接せん座 一

H1－3434BB 垂直型 H1－3432A 多極コネクター接せん座（角型） 一

H1－3434BB 垂直型 H1－3432AA 多極コネクター接せん座（角型・印刷配線
板取付け型）

一

H1－3434BB 垂直型 H1－3432AB 多極コネクター接せん座（角型・印刷配線
板ビス取付け型）

一

H1－3434BB 垂直型 H1－3432B 多極コネクター接せん座（丸型） 一

H1－3434C ロック機構付き H1－3432 多極コネクター接せん座 一

H1－3434C ロック機構付き H1－3432A 多極コネクター接せん座（角型） 一

H1－3434C ロック機構付き H1－3432AA 多極コネクター接せん座（角型・印刷配線
板取付け型）

一

H1－3434C ロック機構付き H1－3432AB 多極コネクター接せん座（角型・印刷配線
板ビス取付け型）

一

H1－3434C ロック機構付き H1－3432B 多極コネクター接せん座（丸型） 一

H1－3440 ソケット H1－3440 ソケット 全

H1－34410 電球用ソケット等 H1－3441 電球用ソケット等 全

H1－34410 電球用ソケット等 H1－3441A 電球用ソケット等（らせん口金型） 全

H1－34410A らせん口金型 H1－3441A 電球用ソケット等（らせん口金型） 全

H1－3442 蛍光ランプ用ソケット H1－3442 蛍光ランプ用ソケット 全

H1－3443 電子管用ソケット H1－3443 電子管用ソケット 全

H1－3444 機器用ソケット及び素子用ソケット H1－3444 機器用ソケット及び素子用ソケット 全

H1－3445 リレー用ソケット H1－3445 リレー用ソケット 全

H1－350 共働的接続器具 H1－3432 多極コネクター接せん座 一

H1－350 共働的接続器具 H1－3432A 多極コネクター接せん座（角型） 一

H1－350 共働的接続器具 H1－3432AA 多極コネクター接せん座（角型・印刷配線
板取付け型）

一

H1－350 共働的接続器具 H1－3432AB 多極コネクター接せん座（角型・印刷配線
板ビス取付け型）

一

H1－350 共働的接続器具 H1－3432B 多極コネクター接せん座（丸型） 一

H1－350 共働的接続器具 H1－35 共働的接続器具 一

H1－351 コード付き共働的接続コネクター H1－35 共働的接続器具 一

H1－351A その他 H1－35 共働的接続器具 一

H1－351B ２極又は３極コネクター付き H1－35 共働的接続器具 一

H1－351BA 同軸コネクター付き H1－35 共働的接続器具 一

H1－351BB モジュラーコネクター付き H1－35 共働的接続器具 一

H1－351C 多極コネクター付き H1－35 共働的接続器具 一

H1－351D 複数コネクター型 H1－35 共働的接続器具 一

H1－352 圧接型コネクター H1－3432 多極コネクター接せん座 一

H1－352 圧接型コネクター H1－3432A 多極コネクター接せん座（角型） 一

H1－352 圧接型コネクター H1－3432AA 多極コネクター接せん座（角型・印刷配線
板取付け型）

一

H1－352 圧接型コネクター H1－3432AB 多極コネクター接せん座（角型・印刷配線
板ビス取付け型）

一
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H1－352 圧接型コネクター H1－3432B 多極コネクター接せん座（丸型） 一

H1－352 圧接型コネクター H1－35 共働的接続器具 一

H1－390 電気接続器部品及び付属品 H1－390 電気接続器部品及び付属品 全

H1－391 電気コネクター保持ケース H1－391 電気コネクター保持ケース 全

H1－400 電子回路用素子体 H1－40 コンデンサー，抵抗器，電子回路用コイル 全

H1－400 電子回路用素子体 H1－70 電子回路用構成体 一

H1－410 コンデンサー H1－410 コンデンサー 全

H1－411 固定コンデンサー H1－411 固定コンデンサー 全

H1－41200 可変コンデンサー，トリマーコンデンサー H1－4120 可変コンデンサー 全

H1－41200 可変コンデンサー，トリマーコンデンサー H1－4121 トリマーコンデンサー 全

H1－419 コンデンサー部品及び付属品 H1－419 コンデンサー部品及び付属品 全

H1－420 抵抗器 H1－420 抵抗器 全

H1－421 固定抵抗器 H1－421 固定抵抗器 全

H1－422 可変抵抗器 H1－422 可変抵抗器 全

H1－422D 回転型 H1－422 可変抵抗器 一

H1－422E スライド型 H1－422 可変抵抗器 一

H1－429 抵抗器部品及び付属品 H1－429 抵抗器部品及び付属品 全

H1－4300 電子回路用コイル等 H1－430 電子回路用コイル等 一

H1－4390 電子回路用コイル等部品及び付属品 H1－439 電子回路用コイル等部品及び付属品 一

H1－44 水晶発振器等 H1－430 ※水晶発振器，水晶振動子 一

H1－44 水晶発振器等 H1－439 ※水晶発振器等部品及び付属品 一

H1－450 ダイオード，バリスタ，サイリスタ，トランジ
スタ

H1－70 電子回路用構成体 一

H1－451 集積回路素子 H1－70 電子回路用構成体 一

H1－451A １側面端子配列型 H1－70 電子回路用構成体 一

H1－451B ２側面端子配列型 H1－70 電子回路用構成体 一

H1－451C ４側面端子配列型 H1－70 電子回路用構成体 一

H1－451D 裏面端子配列型 H1－70 電子回路用構成体 一

H1－452 光電変換素子等 H1－71 光電変換素子等 一

H1－453 圧電変換素子 H1－71 光電変換素子等 一

H1－460 回路用基板 H1－730 回路用基板 全

H1－469 回路用基板部品及び付属品 H1－739 回路用基板部品及び付属品 全

H1－470 電子管 H1－740 電子管 全

H1－479 電子管部品及び付属品 H1－749 電子管部品及び付属品 全

H1－48 表示盤，表示管等 H1－721 表示盤，表示管等 一

H1－489 表示盤，表示管等部品及び付属品 H1－729 表示部用構成体部品及び付属品 一

H1－49 電子回路用構成体部品及び付属品 H1－79 電子回路用構成体部品及び付属品 一

H1－50 開閉器及び遮断器 H1－50 開閉器及び遮断器 全

H1－510 電力用開閉及び電力用遮断器 H1－510 電力用開閉器及び電力用遮断器 全

H1－5110 高圧開閉器及び電力用遮断器 H1－511 高圧開閉器及び電力用遮断器 全

H1－5110 高圧開閉器及び電力用遮断器 H1－511A 高圧開閉器及び電力用遮断器（柱上型） 全

H1－5110A 柱上型 H1－511A 高圧開閉器及び電力用遮断器（柱上型） 全

H1－512 断路器等 H1－512 断路器等 全

H1－513 カットアウトスイッチ H1－513 カットアウトスイッチ 全

H1－514 配線用遮断器等 H1－514 配線用遮断器等 全

H1－519 電力用開閉器及び電力用遮断器部品及
び付属品

H1－519 電力用開閉器及び電力用遮断器部品付
属品

全

H1－520 屋内電路用開閉器及び電動器用開閉器 H1－520 屋内電路用開閉器及び電動機用開閉器 全

H1－521 箱開閉器 H1－521 箱開閉器 全

H1－522 ナイフスイッチ H1－522 ナイフスイッチ 全

H1－523 足踏みスイッチ等 H1－523 足踏みスイッチ等 全

H1－524 タイムスイッチ H1－524 タイムスイッチ 全

H1－529 屋内電路用開閉器及び電動機用開閉器
部品及び付属品

H1－529 屋内電路用開閉器及び電動機用開閉器
部品付属品

全

H1－5300 配線用開閉器 H1－530 配線用開閉器 全
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H1－5300 配線用開閉器 H1－530A 配線用開閉器（押しボタン型） 全

H1－5300 配線用開閉器 H1－530B 配線用開閉器（シーソー型） 全

H1－5300 配線用開閉器 H1－530C 配線用開閉器（起倒型） 全

H1－5300 配線用開閉器 H1－530D 配線用開閉器（引きひも型） 全

H1－5300 配線用開閉器 H1－530E 配線用開閉器（中間型及びペンダント型） 全

H1－5300 配線用開閉器 H1－530F 配線用開閉器（埋込み型） 全

H1－5300A その他（ＡＡ～ＡＣ除く） H1－530 配線用開閉器 一

H1－5300A その他（ＡＡ～ＡＣ除く） H1－530C 配線用開閉器（起倒型） 全

H1－5300A その他（ＡＡ～ＡＣ除く） H1－530E 配線用開閉器（中間型及びペンダント型） 一

H1－5300A その他（ＡＡ～ＡＣ除く） H1－530F 配線用開閉器（埋込み型） 一

H1－5300AA 押しボタン型 H1－530 配線用開閉器 一

H1－5300AA 押しボタン型 H1－530A 配線用開閉器（押しボタン型） 全

H1－5300AA 押しボタン型 H1－530E 配線用開閉器（中間型及びペンダント型） 一

H1－5300AA 押しボタン型 H1－530F 配線用開閉器（埋込み型） 一

H1－5300AB シーソー型 H1－530 配線用開閉器 一

H1－5300AB シーソー型 H1－530B 配線用開閉器（シーソー型） 全

H1－5300AB シーソー型 H1－530E 配線用開閉器（中間型及びペンダント型） 一

H1－5300AB シーソー型 H1－530F 配線用開閉器（埋込み型） 一

H1－5300AC 引きひも型 H1－530 配線用開閉器 一

H1－5300AC 引きひも型 H1－530D 配線用開閉器（引きひも型） 全

H1－5300AC 引きひも型 H1－530E 配線用開閉器（中間型及びペンダント型） 一

H1－5300AC 引きひも型 H1－530F 配線用開閉器（埋込み型） 一

H1－5300B 中間型スイッチ，ペンダントスイッチ H1－530 配線用開閉器 全

H1－5300B 中間型スイッチ，ペンダントスイッチ H1－530A 配線用開閉器（押しボタン型） 全

H1－5300B 中間型スイッチ，ペンダントスイッチ H1－530B 配線用開閉器（シーソー型） 全

H1－5300B 中間型スイッチ，ペンダントスイッチ H1－530C 配線用開閉器（起倒型） 全

H1－5300B 中間型スイッチ，ペンダントスイッチ H1－530D 配線用開閉器（引きひも型） 全

H1－5300B 中間型スイッチ，ペンダントスイッチ H1－530E 配線用開閉器（中間型及びペンダント型） 一

H1－5300C フラッシプレート付き H1－530A 配線用開閉器（押しボタン型） 一

H1－5300C フラッシプレート付き H1－530B 配線用開閉器（シーソー型） 一

H1－5300C フラッシプレート付き H1－530C 配線用開閉器（起倒型） 一

H1－5300C フラッシプレート付き H1－530D 配線用開閉器（引きひも型） 一

H1－5300D フラッシプレート取付け金具露出型 H1－530F 配線用開閉器（埋込み型） 一

H1－5300E 他機能付き H1－530 配線用開閉器 一

H1－539 配線用開閉器部品及び付属品 H1－539 配線用開閉器部品及び付属品 全

H1－5400 制御用操作スイッチ H1－540 制御用操作スイッチ 全

H1－5400 制御用操作スイッチ H1－540A 制御用操作スイッチ（ボタン型） 全

H1－5400 制御用操作スイッチ H1－540AA 制御用操作スイッチ（小型ボタン型） 全

H1－5400 制御用操作スイッチ H1－540B 制御用操作スイッチ（シーソー型） 全

H1－5400 制御用操作スイッチ H1－540C 制御用操作スイッチ（起倒型） 全

H1－5400 制御用操作スイッチ H1－540D 制御用操作スイッチ（回転型） 全

H1－5400 制御用操作スイッチ H1－540E 制御用操作スイッチ（スライド型） 全

H1－5400 制御用操作スイッチ H1－540F 制御用操作スイッチ（トリガー型） 全

H1－5400 制御用操作スイッチ H1－540G 制御用操作スイッチ（デジタル型） 全

H1－5400A ボタン型 H1－540A 制御用操作スイッチ（ボタン型） 全

H1－5400A ボタン型 H1－540AA 制御用操作スイッチ（小型ボタン型） 全

H1－5400B シーソー型 H1－540B 制御用操作スイッチ（シーソー型） 全

H1－5400C 起倒型 H1－540C 制御用操作スイッチ（起倒型） 全

H1－5400D 回転型 H1－540D 制御用操作スイッチ（回転型） 全

H1－5400E スライド型 H1－540E 制御用操作スイッチ（スライド型） 全

H1－5400F 多方向スイッチ H1－540A 制御用操作スイッチ（ボタン型） 一

H1－5400F 多方向スイッチ H1－540AA 制御用操作スイッチ（小型ボタン型） 一

H1－549 制御用操作スイッチ部品及び付属品 H1－549 制御用操作スイッチ部品及び付属品 全

H1－5500 検出スイッチ，検出器及び感知器 H1－550 検出スイッチ又は検出器 一
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H1－5500 検出スイッチ，検出器及び感知器 H1－560 感知器等 全

H1－5500A 天井，壁取付け型 H1－550 検出スイッチ又は検出器 一

H1－5500A 天井，壁取付け型 H1－560 感知器等 一

H1－551 マイクロスイッチ H1－551 マイクロスイッチ 全

H1－552 リミットスイッチ H1－552 リミットスイッチ 全

H1－553 近接スイッチ又は近接検出器 H1－553 近接スイッチ又は近接検出器 全

H1－5540 光電スイッチ又は光電検出器 H1－554 光電スイッチ又は光電検出器 全

H1－5540 光電スイッチ又は光電検出器 H1－562 自動点滅器 全

H1－5540A 天井，壁取付け型 H1－554 光電スイッチ又は光電検出器 一

H1－5540A 天井，壁取付け型 H1－562 自動点滅器 一

H1－5550 超音波スイッチ，超音波検出器等 H1－555 超音波スイッチ，超音波検出器等 一

H1－556 レベルスイッチ又はレベル検出器 H1－556 レベルスイッチレベル検出器 全

H1－557 圧力スイッチ又は圧力検出器 H1－557 圧力スイッチ又は圧力検出器 全

H1－558 温度スイッチ又は温度検出器 H1－558 温度スイッチ又は温度検出器 全

H1－5590 検出スイッチ，検出器及び感知器部品及
び付属品

H1－559 検出スイッチ又は検出器部品及び付属品 全

H1－5590 検出スイッチ，検出器及び感知器部品及
び付属品

H1－569 感知器等部品及び付属品 全

H1－590 開閉器及び遮断器部品及び付属品 H1－590 開閉器及び遮断機部品及び付属品 全

H1－591 ヒューズリング H1－591 ヒューズリング 全

H1－592 ヒューズホルダー H1－592 ヒューズホルダー 全

H1－60 継電器等 H1－60 継電器 全

H1－610 継電器，プロセス用調節計等 H1－61 継電器，プロセス用調節計等 全

H1－610 継電器，プロセス用調節計等 H1－61A 継電器，プロセス用調節計等（ケース付 全

H1－610 継電器，プロセス用調節計等 H1－61B 継電器，プロセス用調節計等（ダイヤル 全

H1－610 継電器，プロセス用調節計等 H1－61C 継電器，プロセス用調節計等（デジタル 全

H1－610A ケース付き（Ｂ，Ｃ除く） H1－61A 継電器，プロセス用調節計等（ケース付 全

H1－610B ダイヤル型 H1－61B 継電器，プロセス用調節計等（ダイヤル 全

H1－610C デジタル型 H1－61C 継電器，プロセス用調節計等（デジタル 全

H1－62 電磁接触器 H1－62 電磁接触器 全

H1－69 継電器等部品及び付属品 H1－69 継電器等部品及び付属品 全

H1－700 発光ダイオード及び電球等 D3－10 電球及び放電ランプ 一

H1－701 装飾用発光ダイオード及び電球等 D3－112 ※装飾用白熱電球，クリスマス用装飾
電球

全

H1－701 装飾用発光ダイオード及び電球等 D3－1130 特殊用途電球 一

H1－75 発光ダイオード等 D3－10 電球及び放電ランプ 一

H1－75 発光ダイオード等 D3－110 電球 一

H1－75 発光ダイオード等 D3－1130 特殊用途電球 一

H1－75 発光ダイオード等 H1－71 光電変換素子等 一

H1－75 発光ダイオード等 H1－720 表示部用構成体 全

H1－75 発光ダイオード等 H1－721 表示盤，表示管等 一

H1－759 発光ダイオード等部品及び付属品 D3－1190 電球部品及び付属品 一

H1－759 発光ダイオード等部品及び付属品 D3－11920 装飾用電球用部品及び付属品 一

H1－759 発光ダイオード等部品及び付属品 H1－729 表示部用構成体部品及び付属品 一

H1－759 発光ダイオード等部品及び付属品 H1－79 電子回路用構成体部品及び付属品 一

H1－75A 単体 D3－10 電球及び放電ランプ 一

H1－75A 単体 D3－110 電球 一

H1－75A 単体 D3－1130 特殊用途電球 一

H1－75A 単体 H1－71 光電変換素子等 一

H1－75A 単体 H1－720 表示部用構成体 一

H1－75A 単体 H1－721 表示盤，表示管等 一

H1－75B 複数（ＢＡ～ＢＢ除く） D3－10 電球及び放電ランプ 一

H1－75B 複数（ＢＡ～ＢＢ除く） D3－110 電球 一

H1－75B 複数（ＢＡ～ＢＢ除く） D3－1130 特殊用途電球 一

H1－75B 複数（ＢＡ～ＢＢ除く） H1－71 光電変換素子等 一
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H1－75B 複数（ＢＡ～ＢＢ除く） H1－720 表示部用構成体 一

H1－75B 複数（ＢＡ～ＢＢ除く） H1－721 表示盤，表示管等 一

H1－75BA グローブ型 D3－10 電球及び放電ランプ 一

H1－75BA グローブ型 D3－110 電球 一

H1－75BA グローブ型 D3－1130 特殊用途電球 一

H1－75BA グローブ型 H1－71 光電変換素子等 一

H1－75BA グローブ型 H1－720 表示部用構成体 一

H1－75BA グローブ型 H1－721 表示盤，表示管等 一

H1－75BB 円錐型 D3－10 電球及び放電ランプ 一

H1－75BB 円錐型 D3－110 電球 一

H1－75BB 円錐型 D3－1130 特殊用途電球 一

H1－75BB 円錐型 H1－71 光電変換素子等 一

H1－75BB 円錐型 H1－720 表示部用構成体 一

H1－75BB 円錐型 H1－721 表示盤，表示管等 一

H1－75BC 棒型 D3－10 電球及び放電ランプ 一

H1－75BC 棒型 D3－110 電球 一

H1－75BC 棒型 D3－1130 特殊用途電球 一

H1－75BC 棒型 H1－71 光電変換素子等 一

H1－75BC 棒型 H1－720 表示部用構成体 一

H1－75BC 棒型 H1－721 表示盤，表示管等 一

H1－75BD 板型 D3－10 電球及び放電ランプ 一

H1－75BD 板型 D3－110 電球 一

H1－75BD 板型 D3－1130 特殊用途電球 一

H1－75BD 板型 H1－71 光電変換素子等 一

H1－75BD 板型 H1－720 表示部用構成体 一

H1－75BD 板型 H1－721 表示盤，表示管等 一

H1－76 電球等 D3－10 電球及び放電ランプ 一

H1－76 電球等 D3－110 電球 一

H1－76 電球等 D3－111 白熱電球 全

H1－76 電球等 D3－1130 特殊用途電球 一

H1－76 電球等 D3－1131 表示灯用電球 全

H1－76 電球等 D3－120 放電ランプ 全

H1－76 電球等 D3－121 蛍光ランプ 全

H1－76 電球等 D3－122 水銀ランプ 全

H1－76 電球等 D3－123 グロースターター 全

H1－769 電球等部品 D3－1190 電球部品及び付属品 一

H1－769 電球等部品 D3－11920 装飾用電球用部品及び付属品 一

H1－769 電球等部品 D3－11921 装飾電球用笠 全

H1－769 電球等部品 D3－129 放電ランプ部品及び付属品 全

H1－76A グローブ型 D3－10 電球及び放電ランプ 一

H1－76A グローブ型 D3－111 白熱電球 一

H1－76A グローブ型 D3－1130 特殊用途電球 一

H1－76A グローブ型 D3－120 放電ランプ 一

H1－76A グローブ型 D3－121 蛍光ランプ 一

H1－76A グローブ型 D3－122 水銀ランプ 一

H1－76B 円錐型 D3－10 電球及び放電ランプ 一

H1－76B 円錐型 D3－111 白熱電球 一

H1－76B 円錐型 D3－1130 特殊用途電球 一

H1－76B 円錐型 D3－120 放電ランプ 一

H1－76B 円錐型 D3－121 蛍光ランプ 一

H1－76B 円錐型 D3－122 水銀ランプ 一

H1－76C パイロットランプ型 D3－1131 表示灯用電球 全

H1－76D 管型 D3－10 電球及び放電ランプ 一

H1－76D 管型 D3－110 電球 一
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H1－76D 管型 D3－1130 特殊用途電球 一

H1－76D 管型 D3－120 放電ランプ 一

H1－76D 管型 D3－121 蛍光ランプ 一

H1－76D 管型 D3－122 水銀ランプ 一

H1－800 電池，乾電池，蓄電池等 H1－80 電池 一

H1－800 電池，乾電池，蓄電池等 H1－81 乾電池 一

H1－800 電池，乾電池，蓄電池等 H1－82 蓄電池 一

H1－800A その他（Ａ～ＡＥ除く） H1－80 電池 一

H1－800A その他（Ａ～ＡＥ除く） H1－81 乾電池 一

H1－800A その他（Ａ～ＡＥ除く） H1－82 蓄電池 一

H1－800AA 単純円柱型 H1－80 電池 一

H1－800AA 単純円柱型 H1－81 乾電池 一

H1－800AA 単純円柱型 H1－82 蓄電池 一

H1－800AB ボタン型 H1－80 電池 一

H1－800AB ボタン型 H1－81 乾電池 一

H1－800AB ボタン型 H1－82 蓄電池 一

H1－800AC 薄板矩形型 H1－80 電池 一

H1－800AC 薄板矩形型 H1－81 乾電池 一

H1－800AC 薄板矩形型 H1－82 蓄電池 一

H1－800AD 機器脱着型 H1－80 電池 一

H1－800AD 機器脱着型 H1－81 乾電池 一

H1－800AD 機器脱着型 H1－82 蓄電池 一

H1－800AE 車載型 H1－80 電池 一

H1－800AE 車載型 H1－81 乾電池 一

H1－800AE 車載型 H1－82 蓄電池 一

H1－800B 模様有り H1－80 電池 一

H1－800B 模様有り H1－81 乾電池 一

H1－800B 模様有り H1－82 蓄電池 一

H1－83 太陽電池 H1－83 太陽電池 全

H1－84 車両用蓄電池 H1－80 電池 一

H1－84 車両用蓄電池 H1－81 乾電池 一

H1－84 車両用蓄電池 H1－82 蓄電池 一

H1－890 電池，乾電池，蓄電池等部品及び付属品 H1－890 電池部品及び付属品 全

H1－891 電池ケース H1－891 電池ケース 全

H2－0 その他の回転電気機械，配電機械器具 H2－0 その他の回転電気機械，電機械器具又
は制御機械器具等

全

H2－10 回転電気機械 H2－10 回転電気機械 全

H2－10A 小型振動発生器 H2－10 回転電気機械 一

H2－110 発電機 H2－110 発電機 全

H2－111 エンジン発電機 H2－111 エンジン発電機 全

H2－1200 電動機 H2－120 電動機 全

H2－1200 電動機 H2－120A 電動機（汎用型） 全

H2－1200 電動機 H2－121 ブレーキモーター及びクラッチモーター 全

H2－1200A 汎用型 H2－120A 電動機（汎用型） 全

H2－122 ギヤードモーター H2－122 ギヤードモーター 全

H2－13 調相機及び回転変流機 H2－13 調相機及び回転変流機 全

H2－19 回転電気機械部品及び付属品 H2－19 回転電気機械部品及び付属品 全

H2－20 電力用変換器及び電源用変換器 H2－20 電力用変換器及び電源用変換器 全

H2－210 整流器 H2－210 整流器 全

H2－211 交直流変換器 H2－211 交直流変換器 全

H2－2120 充電器 H2－212 充電器 全

H2－2120 充電器 H3－320 電話機用関連機器 一

H2－2120 充電器 H3－615 無線通信機用関連機器 一

H2－2120 充電器 H5－920 電子計算機等付属品 一
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H2－2120A 置き台型 H2－212 充電器 一

H2－2120A 置き台型 H3－320 電話機用関連機器 一

H2－2120A 置き台型 H3－615 無線通信機用関連機器 一

H2－2120A 置き台型 H5－920 電子計算機等付属品 一

H2－2120B 床置型 H2－212 充電器 一

H2－220 変圧器 H2－220 変圧器 全

H2－221 電圧調整器 H2－221 電圧調整器 全

H2－222 計器用変成器 H2－222 計器用変成器 全

H2－23 電圧安定器 H2－23 電圧安定器 全

H2－29 電力用変換器及び電源用変換器部品及
び付属品

H2－29 電力用変換器及び電源用変換器部品及
び付属品

全

H2－30 避雷器及び静電除去器 H2－30 避雷器及び静電除去器 全

H2－31 避雷器 H2－31 避雷器 全

H2－32 静電気除去器 H2－32 静電除去器 全

H2－39 避雷器及び静電除去器部品及び付属品 H2－39 避雷器及び静電除去器部品及び付属品 全

H2－40 電線据付け具又は電気ケーブル据付け H2－40 電線据付け具又は電気ケーブル据付け 全

H2－410 電線又は電気ケーブル据付け用専用器 H2－410 電線又は電気ケーブル据付け用専用器 全

H2－4110 電線巻枠等 H2－411 ケーブルドラム等 一

H2－4200 建物及び車両用電線据付け具 H2－420 建物及び車両用電線据付け具 全

H2－4200 建物及び車両用電線据付け具 H2－4251 シーリングローズ 全

H2－4230 配線用ボックス等 H2－4230 配線用ボックス等 全

H2－42390 配線用ボックス等付属品 H2－42390 配線用ボックス等付属品 全

H2－42391 配線器具用取付け金具 H2－42391 配線器具用取付け金具 全

H2－42400 フラッシプレート H2－4240 フラッシプレート 全

H2－42400 フラッシプレート H2－4240A フラッシプレート（角形） 全

H2－42400 フラッシプレート H2－4240B フラッシプレート（丸形） 全

H2－42400A 角形 H2－4240 フラッシプレート 一

H2－42400A 角形 H2－4240A フラッシプレート（角形） 全

H2－42400B 丸形 H2－4240B フラッシプレート（丸形） 全

H2－4249 フラッシプレート付属品 H2－4249 フラッシプレート付属品 全

H2－43 ブスバー等据付け具 H2－43 ブスバー等据付け具 全

H2－440 電線架設具又は電気ケーブル架設具 H2－440 電線架設具又は電気ケーブル架設具 全

H2－4410 電線又は電気ケーブル用張力調整保持
具等

H2－4410 電線又は電気ケーブル用張力調整保持
具等

全

H2－4411 低圧電線引込み用がいし H2－4411 低圧電線引込み用がいし 全

H2－4420 電線つり下げ支持具又は電気ケーブルつ
り下げ支持具

H2－442 電線つり下げ支持具又は電気ケーブルつ
り下げ支持具

一

H2－4420 電線つり下げ支持具又は電気ケーブルつ
り下げ支持具

H2－442A 電線つり下げ支持具又は電気ケーブルつ
り下げ支持具（巻き付け線型）

全

H2－4420A 巻き付け線型 H2－442 電線つり下げ支持具又は電気ケーブルつ
り下げ支持具

全

H2－443 送電線用スペーサ及び送電線用ダン
パ

H2－443 送電線用スペーサー及び送電線用ダン
パ

全

H2－444 電柱用電線配列配置具 H2－444 電柱用電線配列配置具 全

H2－460 電線等整理具 H2－46 電線結束具等 一

H2－47 避雷用導体据付け具 H2－47 避雷用導体据付け具 全

H2－50 配電盤，制御盤等 H2－50 配電盤，制御盤等 全

H2－51 屋外設置用配電盤 H2－51 屋外設置用配電盤 全

H2－52 屋内設置用配電盤 H2－52 屋内設置用配電盤 全

H2－53 分電盤 H2－53 分電盤 全

H2－590 配電盤，制御盤等部品及び付属品 H2－590 配電盤，制御盤等部品及び付属品 全

H2－591 配電函等 H2－591 配電函等 全

H2－592 配電函等取付け板 H2－592 配電函等取付け板 全

H2－600 制御機器 H2－60 制御用機器，操作用機器又は監視用機
器

一

H2－600 制御機器 H2－61 制御用機器又は操作用機器 一

H2－600 制御機器 H2－61A 制御用機器又は操作用機器（垂直床設
置型）

一
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H2－600 制御機器 H2－61B 制御用機器又は操作用機器（卓型及びス
タンド型）

一

H2－600 制御機器 H2－61C 制御用機器又は操作用機器（卓上型） 一

H2－600 制御機器 H2－61CA 制御用機器又は操作用機器（卓上・正面
操作型）

一

H2－600 制御機器 H2－61D 制御用機器又は操作用機器（取付け型
及び壁埋込み型）

一

H2－600 制御機器 H2－61DA 制御用機器又は操作用機器（取付け及び
壁埋込み型・操作部付き）

一

H2－600 制御機器 H2－61DAA 制御用機器又は操作用機器（取付け型
及び壁埋込み型・住宅設備制御器型）

一

H2－600 制御機器 H2－61DAB 制御用機器又は操作用機器（取付け及び
壁埋込み型，調光器型）

一

H2－600 制御機器 H2－61DAC 制御用機器又は操作用機器（取付け及び
壁埋込み型・エレベーター操作型）

一

H2－600 制御機器 H2－61DAD 制御用機器又は操作用機器（取付け型
及び壁埋込み型，車載型）

一

H2－600A 箱形 H2－61 制御用機器又は操作用機器 一

H2－600A 箱形 H2－61A 制御用機器又は操作用機器（垂直床設
置型）

一

H2－600A 箱形 H2－61B 制御用機器又は操作用機器（卓型及びス
タンド型）

一

H2－600A 箱形 H2－61C 制御用機器又は操作用機器（卓上型） 一

H2－600A 箱形 H2－61CA 制御用機器又は操作用機器（卓上・正面
操作型）

一

H2－600G 具体的表示有り H2－61 制御用機器又は操作用機器 一

H2－600G 具体的表示有り H2－61A 制御用機器又は操作用機器（垂直床設
置型）

一

H2－600G 具体的表示有り H2－61B 制御用機器又は操作用機器（卓型及びス
タンド型）

一

H2－600G 具体的表示有り H2－61C 制御用機器又は操作用機器（卓上型） 一

H2－600G 具体的表示有り H2－61CA 制御用機器又は操作用機器（卓上・正面
操作型）

一

H2－600G 具体的表示有り H2－61D 制御用機器又は操作用機器（取付け型
及び壁埋込み型）

一

H2－600G 具体的表示有り H2－61DA 制御用機器又は操作用機器（取付け及び
壁埋込み型・操作部付き）

一

H2－600G 具体的表示有り H2－61DAA 制御用機器又は操作用機器（取付け型
及び壁埋込み型・住宅設備制御器型）

一

H2－600G 具体的表示有り H2－61DAB 制御用機器又は操作用機器（取付け及び
壁埋込み型，調光器型）

一

H2－600G 具体的表示有り H2－61DAC 制御用機器又は操作用機器（取付け及び
壁埋込み型・エレベーター操作型）

一

H2－600G 具体的表示有り H2－61DAD 制御用機器又は操作用機器（取付け型
及び壁埋込み型，車載型）

一

H6－0 その他の電子情報処理・記憶機械器具 H3－0 その他の通信機械器具 一

H6－0 その他の電子情報処理・記憶機械器具
等

H4－0 その他の音声周波機械器具及び映像周
波機械器具

一

H6－0 その他の電子情報処理・記憶機械器具 H5－0 その他の電子計算機等 一

H6－10 アンテナ等 H3－10 通信伝送路用器具 一

H6－11 通信伝送路用器具 H3－10 通信伝送路用器具 一

H6－11 通信伝送路用器具 H3－12 テレビ信号用混合器及び分波器 全

H6－11 通信伝送路用器具 H3－13 テレビ信号用分配器，整合器，分岐器等 全

H6－11A コネクター型（屋内配線型） H3－10 通信伝送路用器具 一

H6－11A コネクター型（屋内配線型） H3－12 テレビ信号用混合器及び分波器 一

H6－11A コネクター型（屋内配線型） H3－13 テレビ信号用分配器，整合器，分岐器等 一

H6－11AA フラッシプレート付き H3－10 通信伝送路用器具 一

H6－11AA フラッシプレート付き H3－12 テレビ信号用混合器及び分波器 一

H6－11AA フラッシプレート付き H3－13 テレビ信号用分配器，整合器，分岐器等 一

H6－11AB フラッシプレート取付け金具露出型 H3－10 通信伝送路用器具 一

H6－11AB フラッシプレート取付け金具露出型 H3－12 テレビ信号用混合器及び分波器 一
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H6－11AB フラッシプレート取付け金具露出型 H3－13 テレビ信号用分配器，整合器，分岐器等 一

H6－11B 機器型（ボックス型） H3－10 通信伝送路用器具 一

H6－11B 機器型（ボックス型） H3－12 テレビ信号用混合器及び分波器 一

H6－11B 機器型（ボックス型） H3－13 テレビ信号用分配器，整合器，分岐器等 一

H6－12 アンテナ H3－110 アンテナ 全

H6－12 アンテナ H3－111 屋内外用アンテナ 全

H6－12 アンテナ H3－112 車両用アンテナ 全

H6－12A パラボラ H3－110 アンテナ 一

H6－12A パラボラ H3－111 屋内外用アンテナ 一

H6－12A パラボラ H3－112 車両用アンテナ 一

H6－12B ロッド H3－110 アンテナ 一

H6－12B ロッド H3－111 屋内外用アンテナ 一

H6－12B ロッド H3－112 車両用アンテナ 一

H6－12C 櫛型 H3－110 アンテナ 一

H6－12C 櫛型 H3－111 屋内外用アンテナ 一

H6－12C 櫛型 H3－112 車両用アンテナ 一

H6－12D 機器内蔵型 H3－110 アンテナ 一

H6－12D 機器内蔵型 H3－111 屋内外用アンテナ 一

H6－12D 機器内蔵型 H3－112 車両用アンテナ 一

H6－190 通信伝送路用器具等部品及び付属品 H3－19 通信伝送路用器具部品及び付属品 一

H6－191 アンテナ取付け具 H3－19 通信伝送路用器具部品及び付属品 一

H6－20 通信装置用基本的機器 H3－20 通信装置用基本的機器 一

H6－20 通信装置用基本的機器 H3－21 発振機器 一

H6－20 通信装置用基本的機器 H3－22 通信用増幅機器 一

H6－20 通信装置用基本的機器 H3－230 変調器及び復調器 全

H6－20 通信装置用基本的機器 H3－231 周波数変換器等 全

H6－20 通信装置用基本的機器 H3－25 電気音響結合器 全

H6－20 通信装置用基本的機器 H3－320 ※電話機用中継器 一

H6－20 通信装置用基本的機器 H3－40 電話交換機 全

H6－20 通信装置用基本的機器 H3－41 電話交換機用関連機器 全

H6－20 通信装置用基本的機器 H3－511 電信機用関連機器 一

H6－20 通信装置用基本的機器 H3－523 模写電送機器用関連機器 一

H6－20 通信装置用基本的機器 H3－615 無線通信機用関連機器 一

H6－20 通信装置用基本的機器 J5－32 ※高速道路料金自動システム送受信 一

H6－20A その他（ＡＡ～ＡＤ除く） H3－25 電気音響結合器 一

H6－20AA 床置型 H3－20 通信装置用基本的機器 一

H6－20AA 床置型 H3－40 電話交換機 一

H6－20AA 床置型 H3－41 電話交換機用関連機器 一

H6－20AA 床置型 H3－511 電信機用関連機器 一

H6－20AA 床置型 H3－523 模写電送機器用関連機器 一

H6－20AA 床置型 H3－615 無線通信機用関連機器 一

H6－20AB 卓上直方体型 H3－20 通信装置用基本的機器 一

H6－20AB 卓上直方体型 H3－21 発振機器 一

H6－20AB 卓上直方体型 H3－22 通信用増幅機器 一

H6－20AB 卓上直方体型 H3－230 変調器及び復調器 一

H6－20AB 卓上直方体型 H3－231 周波数変換器等 一

H6－20AB 卓上直方体型 H3－320 ※電話機用中継器 一

H6－20AB 卓上直方体型 H3－40 電話交換機 一

H6－20AB 卓上直方体型 H3－41 電話交換機用関連機器 一

H6－20AB 卓上直方体型 H3－511 電信機用関連機器 一

H6－20AB 卓上直方体型 H3－523 模写電送機器用関連機器 一

H6－20AB 卓上直方体型 H3－615 無線通信機用関連機器 一

H6－20AB 卓上直方体型 J5－32 ※高速道路料金自動システム送受信 一

H6－20AC 差込みカード型 H3－230 変調器及び復調器 一
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H6－20AD 機器取付け型 H3－20 通信装置用基本的機器 一

H6－20AD 機器取付け型 H3－511 電信機用関連機器 一

H6－20AD 機器取付け型 H3－523 模写電送機器用関連機器 一

H6－20B 端子集合型 H3－20 通信装置用基本的機器 一

H6－20B 端子集合型 H3－230 変調器及び復調器 一

H6－291 通信装置用基本的機器部品 H3－21 発振機器 一

H6－291 通信装置用基本的機器部品 H3－22 通信用増幅機器 一

H6－291 通信装置用基本的機器部品 H3－24 同調器 全

H6－291 通信装置用基本的機器部品 H3－29 通信装置用基本的機器部品及び付属品 一

H6－291 通信装置用基本的機器部品 H3－329 電話機用関連機器部品及び付属品 一

H6－291 通信装置用基本的機器部品 H3－49 電話交換機部品及び付属品 一

H6－292 通信装置用基本的機器付属品 H3－29 通信装置用基本的機器部品及び付属品 一

H6－292 通信装置用基本的機器付属品 H3－329 電話機用関連機器部品及び付属品 一

H6－292 通信装置用基本的機器付属品 H3－49 電話交換機部品及び付属品 一

H6－30 信号調整機器 H4－10 音響機器 一

H6－31 音響用増幅器 H4－150 音響用増幅器 全

H6－31 音響用増幅器 H4－150A 音響用増幅器（車載型） 全

H6－31 音響用増幅器 H4－150B 音響用増幅器（グラフィックイコライザー
付き）

全

H6－31 音響用増幅器 H4－151 拡声装置用増幅器 全

H6－31 音響用増幅器 H4－151A 拡声装置用増幅器（防災放送型） 全

H6－32 音声調整機器 H4－160 音声調整機器 全

H6－32 音声調整機器 H4－161 音声調整卓 全

H6－32 音声調整機器 H4－162 マイクロホンミキサー 全

H6－32 音声調整機器 H4－162A マイクロホンミキサー（上面操作型） 全

H6－32 音声調整機器 H4－163 グラフィックイコライザー 全

H6－32 音声調整機器 H4－164 音量調整機 全

H6－33 映像調整機器 H4－32 映像調整機器 全

H6－33 映像調整機器 H4－32A 映像調整機器（床置き型） 全

H6－33 映像調整機器 H4－32B 映像調整機器（卓上型） 全

H6－39 信号調整機器部品及び付属品 H4－159 音響用増幅器部品及び付属品 全

H6－39 信号調整機器部品及び付属品 H4－169 音声調整機器部品及び付属品 全

H6－40 チューナー等 H3－70 放送用受信機器 一

H6－40 チューナー等 H3－712 ラジオチューナー 一

H6－40 チューナー等 H3－720 テレビ受信機器 一

H6－41 ラジオチューナー H3－712 ラジオチューナー 一

H6－41 ラジオチューナー H3－712A ラジオチューナー（車載型） 全

H6－41 ラジオチューナー H3－712B ラジオチューナー（カートリッジ型） 全

H6－41 ラジオチューナー H3－713 付加機能付きラジオチューナー 全

H6－41A 車載型 H3－712A ラジオチューナー（車載型） 全

H6－42 テレビチューナー H3－20 ※セットトップボックス 一

H6－42 テレビチューナー H3－720 テレビ受信機器 一

H6－42 テレビチューナー H3－7210 テレビチューナー 全

H6－42 テレビチューナー H3－7211 テレビ音声チューナー 全

H6－42 テレビチューナー H3－722 テレビ多重放送用復調器 全

H6－42A カード挿入部有り H3－20 ※セットトップボックス 一

H6－42A カード挿入部有り H3－720 テレビ受信機器 一

H6－42A カード挿入部有り H3－7210 テレビチューナー 一

H6－43 無線通信機用送受信機 H3－610 無線通信機 一

H6－43 無線通信機用送受信機 H3－611 無線通信用送信機 一

H6－43 無線通信機用送受信機 H3－612 無線通信用受信機 一

H6－43 無線通信機用送受信機 H3－613 車載用無線通信機等 一

H6－43A 車載型 H3－613 車載用無線通信機等 一

H6－49 チューナー等部品及び付属品 H3－615 無線通信機用関連機器 一
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H6－49 チューナー等部品及び付属品 H3－619 無線通信機部品及び付属品 一

H6－49 チューナー等部品及び付属品 H3－719 ラジオ受信機部品及び付属品 一

H6－50 情報記録機等 H4－20 電気蓄音機及びステレオ再生装置 一

H6－50 情報記録機等 H4－40 音声映像記録再生機器 一

H6－50 情報記録機等 H4－44 磁気シートレコーダー 一

H6－50 情報記録機等 H4－450 映像記録再生機器 一

H6－50 情報記録機等 H5－30 電子計算機用補助記憶機 一

H6－50 情報記録機等 H5－5 オフライン機器 一

H6－51 レコード記録機等 H4－223 ステレオセット用センター 全

H6－51 レコード記録機等 H4－223A ステレオセット用センター（セパレート型） 全

H6－51 レコード記録機等 H4－223AA ステレオセット用センター（モジュラー型） 全

H6－51 レコード記録機等 H4－223AB ステレオセット用センター（テープレコー
ダー付きモジュラー型）

全

H6－51 レコード記録機等 H4－223B ステレオセット用センター（コンポーネント 全

H6－51 レコード記録機等 H4－420 レコード録音再生機器 全

H6－51 レコード記録機等 H4－421 レコードプレーヤー 全

H6－51 レコード記録機等 H4－4290 レコード録音再生機器部品及び付属品 全

H6－51 レコード記録機等 H4－4291 レコード再生機器用キャビネット 全

H6－51 レコード記録機等 H4－4292 レコードプレーヤー用ターンテーブル 全

H6－51 レコード記録機等 H4－42930 レコードプレーヤー用ピックアップ 全

H6－51 レコード記録機等 H4－42931 レコードプレーヤー用カートリッジ 全

H6－52 ディスク挿入式記録機 H3－621 方向探知機 一

H6－52 ディスク挿入式記録機 H4－450 映像記録再生機器 一

H6－52 ディスク挿入式記録機 H4－451 ビデオディスクプレーヤー 一

H6－52 ディスク挿入式記録機 H4－460 デジタルオーディオディスクプレーヤー 一

H6－52 ディスク挿入式記録機 H4－460A デジタルオーディオディスクプレーヤー
（上面挿入型）

一

H6－52 ディスク挿入式記録機 H4－460B デジタルオーディオディスクプレーヤー
（前面挿入型）

一

H6－52 ディスク挿入式記録機 H4－460BA デジタルオーディオディスクプレーヤー
（前面挿入・ディスク横入れ型）

一

H6－52 ディスク挿入式記録機 H4－460BB デジタルオーディオディスクプレーヤー
（前面挿入・ディスク縦入れ型））

一

H6－52 ディスク挿入式記録機 H5－30 電子計算機用補助記憶機 一

H6－52 ディスク挿入式記録機 H5－30A 電子計算機用補助記憶機（床置型） 一

H6－52 ディスク挿入式記録機 H5－30B 電子計算機用補助記憶機（卓上型） 一

H6－5291 ディスク記録機部品 H4－459 映像機器再生機器部品及び付属品 一

H6－5291 ディスク記録機部品 H4－469 デジタルオーディオディスクプレーヤー部
品及び付属品

一

H6－5292 ディスク記録機付属品 H4－459 映像機器再生機器部品及び付属品 一

H6－5292 ディスク記録機付属品 H4－469 デジタルオーディオディスクプレーヤー部
品及び付属品

一

H6－52A 卓上型・雑 H4－450 映像記録再生機器 一

H6－52A 卓上型・雑 H4－451 ビデオディスクプレーヤー 一

H6－52A 卓上型・雑 H4－460 デジタルオーディオディスクプレーヤー 一

H6－52A 卓上型・雑 H4－460A デジタルオーディオディスクプレーヤー
（上面挿入型）

一

H6－52A 卓上型・雑 H4－460BA デジタルオーディオディスクプレーヤー
（前面挿入・ディスク横入れ型）

一

H6－52A 卓上型・雑 H4－460BB デジタルオーディオディスクプレーヤー
（前面挿入・ディスク縦入れ型））

一

H6－52AA 卓上型・縦型ステレオセンター型 H4－450 映像記録再生機器 一

H6－52AA 卓上型・縦型ステレオセンター型 H4－451 ビデオディスクプレーヤー 一

H6－52AA 卓上型・縦型ステレオセンター型 H4－460 デジタルオーディオディスクプレーヤー 一

H6－52AA 卓上型・縦型ステレオセンター型 H4－460A デジタルオーディオディスクプレーヤー
（上面挿入型）

一

H6－52AA 卓上型・縦型ステレオセンター型 H4－460BA デジタルオーディオディスクプレーヤー
（前面挿入・ディスク横入れ型）

一
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H6－52AA 卓上型・縦型ステレオセンター型 H4－460BB デジタルオーディオディスクプレーヤー
（前面挿入・ディスク縦入れ型））

一

H6－52B 車載型 H3－621 ※車載用衛星航法用受信機 一

H6－52B 車載型 H4－451 ビデオディスクプレーヤー 一

H6－52B 車載型 H4－460 デジタルオーディオディスクプレーヤー 一

H6－52B 車載型 H4－460B デジタルオーディオディスクプレーヤー
（前面挿入型）

一

H6－52C 小型携帯型 H4－450 映像記録再生機器 一

H6－52C 小型携帯型 H4－451 ビデオディスクプレーヤー 一

H6－52C 小型携帯型 H4－460 デジタルオーディオディスクプレーヤー 一

H6－52C 小型携帯型 H4－460A デジタルオーディオディスクプレーヤー
（上面挿入型）

一

H6－52C 小型携帯型 H5－30 電子計算機用補助記憶機 一

H6－52C 小型携帯型 H5－30A 電子計算機用補助記憶機（床置型） 一

H6－52C 小型携帯型 H5－30B 電子計算機用補助記憶機（卓上型） 一

H6－530 テープ記録機器 H5－31 磁気テープ記憶機 全

H6－530 テープ記録機器 H5－31A 磁気テープ記憶機（床設置型） 全

H6－5310 音響用テープ記録機等 H4－430 テープレコーダー等 一

H6－5310 音響用テープ記録機等 H4－4330 付加機能付きテープレコーダー 一

H6－5310 音響用テープ記録機等 H4－4332 ラジオ用チューナー付きテープレコーダー 一

H6－5310 音響用テープ記録機等 H4－434 テーププレーヤー 一

H6－5310 音響用テープ記録機等 H4－4352 ラジオ用チューナー付きテーププレー 一

H6－5311 オープンリール式音響用テープ記録機等 H4－431 オープンリール式テープレコーダー 全

H6－5311 オープンリール式音響用テープ記録機等 H4－431A オープンリール式テープレコーダー（ス
ピーカー無し据置き型）

全

H6－5312 カセット式音響用テープ記録機 H4－430 テープレコーダー等 一

H6－5312 カセット式音響用テープ記録機 H4－430A テープレコーダー等（カセットテープ装填
部複数型）

一

H6－5312 カセット式音響用テープ記録機 H4－430C テープレコーダー等（ヘッドホンステレオ
型）

一

H6－5312 カセット式音響用テープ記録機 H4－432 カセット式テープレコーダー 一

H6－5312 カセット式音響用テープ記録機 H4－432A カセット式テープレコーダー（スピーカー無
し据置き型）

全

H6－5312 カセット式音響用テープ記録機 H4－432AA カセット式テープレコーダー（スピーカー無
し据置き型・テープ装填部下部操作型）

全

H6－5312 カセット式音響用テープ記録機 H4－432AB カセット式テープレコーダー（スピーカー無
し据置き型・テープ装填部側部操作型）

全

H6－5312 カセット式音響用テープ記録機 H4－432B カセット式テープレコーダー（スピーカー無
し携帯型）

全

H6－5312 カセット式音響用テープ記録機 H4－4332 ラジオ用チューナー付きテープレコーダー 一

H6－5312 カセット式音響用テープ記録機 H4－4332A ラジオ用チューナー付きテープレコーダー
（据置き，正面操作型）

全

H6－5312 カセット式音響用テープ記録機 H4－4332AA ラジオ用チューナー付きテープレコーダー
（据置き，正面操作型・横長，テープ装填
部下部操作型）

全

H6－5312 カセット式音響用テープ記録機 H4－4332AB ラジオ用チューナー付きテープレコーダー
（据置き，正面操作型・横長，テープ装填
部側部操作型）

全

H6－5312 カセット式音響用テープ記録機 H4－434 テーププレーヤー 一

H6－5312 カセット式音響用テープ記録機 H4－434A テーププレーヤー（スピーカー無し据置き
型）

全

H6－5312 カセット式音響用テープ記録機 H4－434B テーププレーヤー（スピーカー無し車載
型）

全

H6－5312 カセット式音響用テープ記録機 H4－434BA テーププレーヤー（スピーカー無し車載
型・テープ装填部中央型）

全

H6－5312 カセット式音響用テープ記録機 H4－434C テーププレーヤー（スピーカー付携帯型） 一

H6－5312 カセット式音響用テープ記録機 H4－4350 付加機能付きテーププレーヤー 一

H6－5312 カセット式音響用テープ記録機 H4－4351 ラジオ受信機付きテーププレーヤー 一

H6－5312 カセット式音響用テープ記録機 H4－4352 ラジオ用チューナー付きテーププレー 一

H6－5312 カセット式音響用テープ記録機 H4－4352A ラジオ用チューナー付きテーププレー
ヤー（車載型）

全
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H6－5312 カセット式音響用テープ記録機 H4－4352AA ラジオ用チューナー付きテーププレー
ヤー（車載型・テープ装填部中央型）

全

H6－5312A 卓上型 H4－430A テープレコーダー等（カセットテープ装填
部複数型）

一

H6－5312A 卓上型 H4－432 カセット式テープレコーダー 一

H6－5312A 卓上型 H4－432A カセット式テープレコーダー（スピーカー無
し据置き型）

全

H6－5312A 卓上型 H4－432AA カセット式テープレコーダー（スピーカー無
し据置き型・テープ装填部下部操作型）

全

H6－5312A 卓上型 H4－432AB カセット式テープレコーダー（スピーカー無
し据置き型・テープ装填部側部操作型）

全

H6－5312A 卓上型 H4－4332 ラジオ用チューナー付きテープレコーダー 一

H6－5312A 卓上型 H4－4332AA ラジオ用チューナー付きテープレコーダー
（据置き，正面操作型・横長，テープ装填
部下部操作型）

全

H6－5312A 卓上型 H4－4332AB ラジオ用チューナー付きテープレコーダー
（据置き，正面操作型・横長，テープ装填
部側部操作型）

全

H6－5312A 卓上型 H4－434 テーププレーヤー 一

H6－5312A 卓上型 H4－434A テーププレーヤー（スピーカー無し据置き
型）

全

H6－5312A 卓上型 H4－4352 ラジオ用チューナー付きテーププレー 一

H6－5312B 車載型 H4－4332 ラジオ用チューナー付きテープレコーダー 一

H6－5312B 車載型 H4－434B テーププレーヤー（スピーカー無し車載
型）

全

H6－5312B 車載型 H4－434BA テーププレーヤー（スピーカー無し車載
型・テープ装填部中央型）

全

H6－5312B 車載型 H4－4350 付加機能付きテーププレーヤー 一

H6－5312B 車載型 H4－4351 ラジオ受信機付きテーププレーヤー 一

H6－5312B 車載型 H4－4352A ラジオ用チューナー付きテーププレー
ヤー（車載型）

全

H6－5312B 車載型 H4－4352AA ラジオ用チューナー付きテーププレー
ヤー（車載型・テープ装填部中央型）

全

H6－5312C 小型携帯型 H4－430C テープレコーダー等（ヘッドホンステレオ
型）

一

H6－5312C 小型携帯型 H4－432B カセット式テープレコーダー（スピーカー無
し携帯型）

全

H6－5312C 小型携帯型 H4－4332 ラジオ用チューナー付きテープレコーダー 一

H6－5312C 小型携帯型 H4－434 テーププレーヤー 一

H6－5312C 小型携帯型 H4－4352 ラジオ用チューナー付きテーププレー 一

H6－53191 音響用テープ記録機器等部品 H4－439 テープレコーダー等部品及び付属品 一

H6－53192 音響用テープ記録機器等付属品 H4－439 テープレコーダー等部品及び付属品 一

H6－5320 映像用テープ記録機等 H4－4520 ビデオテープレコーダー 全

H6－5320 映像用テープ記録機等 H4－4521 オープンリール式ビデオテープレコーダー 全

H6－5321 カセット式ビデオテープレコーダー H4－4522 カセット式ビデオテープレコーダー 全

H6－5322 テレビチューナ付きカセット式ビデオテー
プレコーダー

H4－4523 テレビチューナー付きカセット式ビデオ
テープレコーダー

全

H6－5322 テレビチューナ付きカセット式ビデオテー
プレコーダー

H4－4523A テレビチューナー付きカセット式ビデオ
テープレコーダー（上面挿入型）

全

H6－5322 テレビチューナ付きカセット式ビデオテー
プレコーダー

H4－4523B テレビチューナー付きカセット式ビデオ
テープレコーダー（前面挿入型）

全

H6－5322 テレビチューナ付きカセット式ビデオテー
プレコーダー

H4－4523BA テレビチューナー付きカセット式ビデオ
テープレコーダー（前面挿入型・カセット横
入れ型）

全

H6－5322 テレビチューナ付きカセット式ビデオテー
プレコーダー

H4－4523BB テレビチューナー付きカセット式ビデオ
テープレコーダー（前面挿入型・カセット縦
入れ型）

全

H6－53291 映像用テープ記録機等部品 H4－459 映像記録再生機器部品及び付属品 一

H6－53292 映像用テープ記録機等付属品 H4－459 映像記録再生機器部品及び付属品 一

H6－540 その他媒体の記録機器等 H4－40 音声映像記録再生機器 一

H6－541 カード記録機 H4－40 音声映像記録再生機器 一

H6－541 カード記録機 H5－440 電子計算機用データ読み取り穿孔機 一
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H6－541 カード記録機 H5－440A 電子計算機用データ読み取り穿孔機（床
置型）

一

H6－541 カード記録機 H5－440B 電子計算機用データ読み取り穿孔機（卓
上型）

一

H6－541A 床置・卓上型 H4－40 音声映像記録再生機器 一

H6－541A 床置・卓上型 H5－440 電子計算機用データ読み取り穿孔機 一

H6－541A 床置・卓上型 H5－440A 電子計算機用データ読み取り穿孔機（床
置型）

一

H6－541A 床置・卓上型 H5－440B 電子計算機用データ読み取り穿孔機（卓
上型）

一

H6－541B 小型携帯型 H4－40 音声映像記録再生機器 一

H6－541B 小型携帯型 H5－440 電子計算機用データ読み取り穿孔機 一

H6－541B 小型携帯型 H5－440B 電子計算機用データ読み取り穿孔機（卓
上型）

一

H6－541BA 腕時計型 H4－40 音声映像記録再生機器 一

H6－541BA 腕時計型 H5－440 電子計算機用データ読み取り穿孔機 一

H6－541C 壁取付け型 H4－40 音声映像記録再生機器 一

H6－541C 壁取付け型 H5－440 電子計算機用データ読み取り穿孔機 一

H6－542 記録媒体内蔵記録機 H2－61CA ※映像情報蓄積機 一

H6－542 記録媒体内蔵記録機 H4－40 音声映像記録再生機器 一

H6－542 記録媒体内蔵記録機 H5－30 電子計算機用補助記憶機 一

H6－542 記録媒体内蔵記録機 H5－30A 電子計算機用補助記憶機（床置型） 一

H6－542 記録媒体内蔵記録機 H5－30B 電子計算機用補助記憶機（卓上型） 一

H6－542A 床置・卓上型 H2－61CA ※映像情報蓄積機 一

H6－542A 床置・卓上型 H4－40 音声映像記録再生機器 一

H6－542A 床置・卓上型 H5－30 電子計算機用補助記憶機 一

H6－542A 床置・卓上型 H5－30A 電子計算機用補助記憶機（床置型） 一

H6－542A 床置・卓上型 H5－30B 電子計算機用補助記憶機（卓上型） 一

H6－542B 小型携帯型 H2－61CA ※映像情報蓄積機 一

H6－542B 小型携帯型 H4－40 音声映像記録再生機器 一

H6－542B 小型携帯型 H5－30 電子計算機用補助記憶機 一

H6－542B 小型携帯型 H5－30B 電子計算機用補助記憶機（卓上型） 一

H6－542BA 腕時計型 H4－40 音声映像記録再生機器 一

H6－542BA 腕時計型 H5－30 電子計算機用補助記憶機 一

H6－549 その他媒体の記録器等部品及び付属品 H4－40 音声映像記録再生機器 一

H6－549 その他媒体の記録器等部品及び付属品 H5－910 電子計算機等部品 一

H6－549 その他媒体の記録器等部品及び付属品 H5－920 電子計算機等付属品 一

H6－550 記録媒体 H4－410 記録媒体 一

H6－550 記録媒体 H4－411 レコード 全

H6－551 テープ記録媒体 H4－410 記録媒体 一

H6－552 ディスク記録媒体 H4－410 記録媒体 一

H6－553 カード型記録媒体 F3－1122 磁気カード 全

H6－553 カード型記録媒体 H4－410 記録媒体 一

H6－554 カートリッジ付き記録媒体 H4－410 記録媒体 一

H6－554 カートリッジ付き記録媒体 H4－4192 テープマガジン 全

H6－554 カートリッジ付き記録媒体 H4－4192A テープマガジン（コンパクトカセット型） 全

H6－554 カートリッジ付き記録媒体 H4－4195 ディスクカートリッジ 全

H6－554A テープカートリッジ型 H4－410 記録媒体 一

H6－554A テープカートリッジ型 H4－4192 テープマガジン 全

H6－554A テープカートリッジ型 H4－4192A テープマガジン（コンパクトカセット型） 全

H6－554B ディスクカートリッジ型 H4－410 記録媒体 一

H6－554B ディスクカートリッジ型 H4－4195 ディスクカートリッジ 全

H6－554C 半導体カートリッジ型 H4－410 記録媒体 一

H6－559 記録媒体部品及び付属品 H4－4190 記録媒体部品及び付属品 一

H6－559 記録媒体部品及び付属品 H4－4191 レコード収納具 一
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H6－559 記録媒体部品及び付属品 H4－4193 テープリール 全

H6－591 データ表示機等 H4－490 音声映像記録再生機器部品及び付属品 一

H6－591 データ表示機用支持具 H4－493 磁気ヘッド 全

H6－592 投射型データ表示機 H4－490 音声映像記録再生機器部品及び付属品 一

H6－592 データ表示機等部品及び付属品 H4－491 レコードクリーナー 全

H6－592 データ表示機等部品及び付属品 H4－492 消磁器 全

H6－6 電子計算機用中央処理機 H5－2 電子計算機用中央処理機 全

H6－6 電子計算機用中央処理機 H5－2A 電子計算機用中央処理機（床置型） 全

H6－6 電子計算機用中央処理機 H5－2AA 電子計算機用中央処理機（床置型・補助
記憶機付き）

全

H6－6 電子計算機用中央処理機 H5－2B 電子計算機用中央処理機（卓上型） 全

H6－6 電子計算機用中央処理機 H5－2BA 電子計算機用中央処理機（卓上型・補助
記憶機付き）

全

H6－6 電子計算機用中央処理機 H5－5 オフライン機器 一

H6－691 電子計算機用中央処理機等部品 H5－900 電子計算機等部品及び付属品 一

H6－691 電子計算機用中央処理機等部品 H5－910 電子計算機等部品 一

H6－692 電子計算機用中央処理機等付属品 H5－900 電子計算機等部品及び付属品 一

H6－692 電子計算機用中央処理機等付属品 H5－920 電子計算機等付属品 一

H6－6A 縦長型 H5－2 電子計算機用中央処理機 一

H6－6A 縦長型 H5－2A 電子計算機用中央処理機（床置型） 一

H6－6A 縦長型 H5－2AA 電子計算機用中央処理機（床置型・補助
記憶機付き）

一

H6－6A 縦長型 H5－2B 電子計算機用中央処理機（卓上型） 一

H6－6A 縦長型 H5－2BA 電子計算機用中央処理機（卓上型・補助
記憶機付き）

一

H6－6A 縦長型 H5－5 オフライン機器 一

H6－6B 横長型 H5－2 電子計算機用中央処理機 一

H6－6B 横長型 H5－2A 電子計算機用中央処理機（床置型） 一

H6－6B 横長型 H5－2AA 電子計算機用中央処理機（床置型・補助
記憶機付き）

一

H6－6B 横長型 H5－2B 電子計算機用中央処理機（卓上型） 一

H6－6B 横長型 H5－2BA 電子計算機用中央処理機（卓上型・補助
記憶機付き）

一

H6－6B 横長型 H5－5 オフライン機器 一

H7－0 その他の電子情報入出力機器 H3－0 その他の通信機械器具 一

H7－0 その他の電子情報入出力機器 H4－0 その他の音声周波機械器具及び映像周
波機械器具

一

H7－0 その他の電子情報入出力機器 H5－0 その他の電子計算機等 一

H7－0 その他の電子情報入出力機器 H5－6 カード検索機 全

H7－110 監視用機器 H1－561 火災用感知器等 全

H7－110 監視用機器 H2－60 制御用機器，操作用機器又は監視用機
器

一

H7－110 監視用機器 H2－61 制御用機器又は操作用機器 一

H7－110 監視用機器 H2－61A 制御用機器又は操作用機器（垂直床設
置型）

一

H7－110 監視用機器 H2－61B 制御用機器又は操作用機器（卓型及びス
タンド型）

一

H7－110 監視用機器 H2－63 監視用機器 一

H7－110 監視用機器 H2－63A 監視用機器（小型及び卓上型） 一

H7－110 監視用機器 J6－30 防災用機器 一

H7－110 監視用機器 J6－32 防災用受信盤 全

H7－110A 床置型 H2－61 制御用機器又は操作用機器 一

H7－110A 床置型 H2－61A 制御用機器又は操作用機器（垂直床設
置型）

一

H7－110A 床置型 H2－61B 制御用機器又は操作用機器（卓型及びス
タンド型）

一

H7－110B 卓上型 H2－61 制御用機器又は操作用機器 一

H7－110B 卓上型 H2－61B 制御用機器又は操作用機器（卓型及びス
タンド型）

一
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H7－110B 卓上型 H2－63 監視用機器 一

H7－110B 卓上型 H2－63A 監視用機器（小型及び卓上型） 一

H7－110C 壁取付け型 H2－60 制御用機器，操作用機器又は監視用機 一

H7－110C 壁取付け型 H2－61 制御用機器又は操作用機器 一

H7－110C 壁取付け型 H2－63 監視用機器 一

H7－110C 壁取付け型 J6－30 防災用機器 一

H7－110C 壁取付け型 J6－32 防災用受信盤 全

H7－110D 小型 H1－561 火災用感知器等 全

H7－110D 小型 H2－61 制御用機器又は操作用機器 一

H7－110D 小型 H2－63 監視用機器 一

H7－110D 小型 H2－63A 監視用機器（小型及び卓上型） 一

H7－110D 小型 J6－30 防災用機器 一

H7－119 監視用機器部品及び付属品 H2－61 制御用機器又は操作用機器 一

H7－119 監視用機器部品及び付属品 H2－63 監視用機器 一

H7－119 監視用機器部品及び付属品 H2－63A 監視用機器（小型及び卓上型） 一

H7－119 監視用機器部品及び付属品 J6－39 防災用機器部品及び付属品 一

H7－120 操作用機器 H2－60 制御用機器，操作用機器又は監視用機 一

H7－120 操作用機器 H2－61 制御用機器又は操作用機器 一

H7－120 操作用機器 H2－61A 制御用機器又は操作用機器（垂直床設
置型）

一

H7－120 操作用機器 H2－61B 制御用機器又は操作用機器（卓型及びス
タンド型）

一

H7－120 操作用機器 H2－61C 制御用機器又は操作用機器（卓上型） 一

H7－120 操作用機器 H2－61CA 制御用機器又は操作用機器（卓上・正面
操作型）

一

H7－120 操作用機器 H2－62F 小型制御用機器又は小型操作用機器
（カーペット取付け型）

全

H7－120A 床置型 H2－61 制御用機器又は操作用機器 一

H7－120A 床置型 H2－61A 制御用機器又は操作用機器（垂直床設
置型）

一

H7－120A 床置型 H2－61B 制御用機器又は操作用機器（卓型及びス
タンド型）

一

H7－120B 卓上キーボード型 H2－61C 制御用機器又は操作用機器（卓上型） 一

H7－120C カーペット用 H2－62F 小型制御用機器又は小型操作用機器
（カーペット取付け型）

全

H7－120G 具体的表示有り H2－60 制御用機器，操作用機器又は監視用機
器

一

H7－120G 具体的表示有り H2－61 制御用機器又は操作用機器 一

H7－120G 具体的表示有り H2－61C 制御用機器又は操作用機器（卓上型） 一

H7－120G 具体的表示有り H2－61CA 制御用機器又は操作用機器（卓上・正面
操作型）

一

H7－120G 具体的表示有り H2－62F 小型制御用機器又は小型操作用機器
（カーペット取付け型）

一

H7－1210 操作用機器（壁埋込み・壁取付け型） H2－61D 制御用機器又は操作用機器（取付け型
及び壁埋込み型）

一

H7－1210 操作用機器（壁埋込み・壁取付け型） H2－61DA 制御用機器又は操作用機器（取付け及び
壁埋込み型・操作部付き）

一

H7－1210 操作用機器（壁埋込み・壁取付け型） H2－61DAA 制御用機器又は操作用機器（取付け型
及び壁埋込み型・住宅設備制御器型）

一

H7－1210 操作用機器（壁埋込み・壁取付け型） H2－61DAB 制御用機器又は操作用機器（取付け及び
壁埋込み型，調光器型）

一

H7－1210A 表示部操作型 H2－61D 制御用機器又は操作用機器（取付け型
及び壁埋込み型）

一

H7－1210A 表示部操作型 H2－61DA 制御用機器又は操作用機器（取付け及び
壁埋込み型・操作部付き）

一

H7－1210A 表示部操作型 H2－61DAA 制御用機器又は操作用機器（取付け型
及び壁埋込み型・住宅設備制御器型）

一

H7－1210A 表示部操作型 H2－61DAB 制御用機器又は操作用機器（取付け及び
壁埋込み型，調光器型）

一

H7－1210G 具体的表示有り H2－61D 制御用機器又は操作用機器（取付け型
及び壁埋込み型）

一



新→旧

249/373

意匠分類記号
/Ｄターム記号

意匠分類の名称 意匠分類記号 意匠分類の名称 または 移行した物品
移行
方法

旧意匠分類新意匠分類

H7－1210G 具体的表示有り H2－61DA 制御用機器又は操作用機器（取付け及び
壁埋込み型・操作部付き）

一

H7－1210G 具体的表示有り H2－61DAA 制御用機器又は操作用機器（取付け型
及び壁埋込み型・住宅設備制御器型）

一

H7－1210G 具体的表示有り H2－61DAB 制御用機器又は操作用機器（取付け及び
壁埋込み型，調光器型）

一

H7－1211 エレベーター用操作盤 H2－61DAC 制御用機器又は操作用機器（取付け及び
壁埋込み型・エレベーター操作型）

一

H7－1211G 具体的表示有り H2－61DAC 制御用機器又は操作用機器（取付け及び
壁埋込み型・エレベーター操作型）

一

H7－122 操作用機器（小型携帯型） H2－60 制御用機器，操作用機器又は監視用機
器

一

H7－122 操作用機器（小型携帯型） H2－61 制御用機器又は操作用機器 一

H7－122 操作用機器（小型携帯型） H2－61B 制御用機器又は操作用機器（卓型及びス
タンド型）

一

H7－122 操作用機器（小型携帯型） H2－62 小型制御用機器又は小型操作用機器 全

H7－122 操作用機器（小型携帯型） H2－62A 小型制御用機器又は小型操作用機器
（押しボタン操作型）

全

H7－122 操作用機器（小型携帯型） H2－62B 小型制御用機器又は小型操作機器（ダイ
ヤル操作型）

全

H7－122 操作用機器（小型携帯型） H2－62C 小型制御用機器又は小型操作用機器（ス
ライド操作型）

全

H7－122 操作用機器（小型携帯型） H2－62D 小型制御用機器又は小型操作用機器
（多方向操作型）

全

H7－122 操作用機器（小型携帯型） H2－62E 小型制御用機器又は小型操作用機器
（側面ダイヤル操作型）

全

H7－122A 携帯端末機用 H2－62 小型制御用機器又は小型操作用機器 一

H7－122A 携帯端末機用 H2－62A 小型制御用機器又は小型操作用機器
（押しボタン操作型）

一

H7－122A 携帯端末機用 H2－62B 小型制御用機器又は小型操作機器（ダイ
ヤル操作型）

一

H7－122A 携帯端末機用 H2－62C 小型制御用機器又は小型操作用機器（ス
ライド操作型）

一

H7－122A 携帯端末機用 H2－62D 小型制御用機器又は小型操作用機器
（多方向操作型）

一

H7－122A 携帯端末機用 H2－62E 小型制御用機器又は小型操作用機器
（側面ダイヤル操作型）

一

H7－122B いわゆるリモコン型・表示部無し H2－62 小型制御用機器又は小型操作用機器 一

H7－122B いわゆるリモコン型・表示部無し H2－62A 小型制御用機器又は小型操作用機器
（押しボタン操作型）

一

H7－122B いわゆるリモコン型・表示部無し H2－62B 小型制御用機器又は小型操作機器（ダイ
ヤル操作型）

一

H7－122B いわゆるリモコン型・表示部無し H2－62C 小型制御用機器又は小型操作用機器（ス
ライド操作型）

一

H7－122B いわゆるリモコン型・表示部無し H2－62D 小型制御用機器又は小型操作用機器
（多方向操作型）

一

H7－122B いわゆるリモコン型・表示部無し H2－62E 小型制御用機器又は小型操作用機器
（側面ダイヤル操作型）

一

H7－122BA いわゆるリモコン型・表示部有り H2－62 小型制御用機器又は小型操作用機器 一

H7－122BA いわゆるリモコン型・表示部有り H2－62A 小型制御用機器又は小型操作用機器
（押しボタン操作型）

一

H7－122BA いわゆるリモコン型・表示部有り H2－62B 小型制御用機器又は小型操作機器（ダイ
ヤル操作型）

一

H7－122BA いわゆるリモコン型・表示部有り H2－62C 小型制御用機器又は小型操作用機器（ス
ライド操作型）

一

H7－122BA いわゆるリモコン型・表示部有り H2－62D 小型制御用機器又は小型操作用機器
（多方向操作型）

一

H7－122BA いわゆるリモコン型・表示部有り H2－62E 小型制御用機器又は小型操作用機器
（側面ダイヤル操作型）

一

H7－122C グリップ型 H2－62 小型制御用機器又は小型操作用機器 一

H7－122C グリップ型 H2－62A 小型制御用機器又は小型操作用機器
（押しボタン操作型）

一

H7－122C グリップ型 H2－62B 小型制御用機器又は小型操作機器（ダイ
ヤル操作型）

一
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H7－122C グリップ型 H2－62C 小型制御用機器又は小型操作用機器（ス
ライド操作型）

一

H7－122C グリップ型 H2－62D 小型制御用機器又は小型操作用機器
（多方向操作型）

一

H7－122C グリップ型 H2－62E 小型制御用機器又は小型操作用機器
（側面ダイヤル操作型）

一

H7－122G 具体的表示有り H2－62 小型制御用機器又は小型操作用機器 一

H7－122G 具体的表示有り H2－62A 小型制御用機器又は小型操作用機器
（押しボタン操作型）

一

H7－122G 具体的表示有り H2－62B 小型制御用機器又は小型操作機器（ダイ
ヤル操作型）

一

H7－122G 具体的表示有り H2－62C 小型制御用機器又は小型操作用機器（ス
ライド操作型）

一

H7－122G 具体的表示有り H2－62D 小型制御用機器又は小型操作用機器
（多方向操作型）

一

H7－122G 具体的表示有り H2－62E 小型制御用機器又は小型操作用機器
（側面ダイヤル操作型）

一

H7－129 操作用機器部品及び付属品 H2－60 制御用機器，操作用機器又は監視用機
器

一

H7－129 操作用機器部品及び付属品 H2－61 制御用機器又は操作用機器 一

H7－130 データ入力機等 H5－0 その他の電子計算機等 一

H7－130 データ入力機等 H5－0A その他の電子計算機等（床置き型） 一

H7－130 データ入力機等 H5－0B その他の電子計算機等（卓上型） 一

H7－130 データ入力機等 H5－41 データ入力機 一

H7－130 データ入力機等 H5－41B データ入力機（画像入力機型） 一

H7－131 キーボード入力機 H5－0 その他の電子計算機等 一

H7－131 キーボード入力機 H5－0A その他の電子計算機等（床置き型） 一

H7－131 キーボード入力機 H5－0B その他の電子計算機等（卓上型） 一

H7－131 キーボード入力機 H5－41A データ入力機（キーボード型） 一

H7－131 キーボード入力機 H5－41AA データ入力機（キーボード・タイプライター
型）

一

H7－131 キーボード入力機 H5－42 電子計算機用入出力タイプライター 全

H7－131 キーボード入力機 H5－42A 電子計算機用入出力タイプライター（床置
型）

全

H7－131 キーボード入力機 H5－42B 電子計算機用入出力タイプライター（卓上
型）

全

H7－131A フルキーボード付き H5－0 その他の電子計算機等 一

H7－131A フルキーボード付き H5－0A その他の電子計算機等（床置き型） 一

H7－131A フルキーボード付き H5－0B その他の電子計算機等（卓上型） 一

H7－131A フルキーボード付き H5－41A データ入力機（キーボード型） 一

H7－131A フルキーボード付き H5－41AA データ入力機（キーボード・タイプライター
型）

一

H7－131A フルキーボード付き H5－42 電子計算機用入出力タイプライター 全

H7－131A フルキーボード付き H5－42A 電子計算機用入出力タイプライター（床置
型）

全

H7－131A フルキーボード付き H5－42B 電子計算機用入出力タイプライター（卓上
型）

全

H7－131B テンキーボード付き H5－0 その他の電子計算機等 一

H7－131B テンキーボード付き H5－0A その他の電子計算機等（床置き型） 一

H7－131B テンキーボード付き H5－0B その他の電子計算機等（卓上型） 一

H7－131B テンキーボード付き H5－41A データ入力機（キーボード型） 一

H7－1320 座標指示機等 H5－924 座標指示機 一

H7－1321 電子計算機用マウス H5－924 座標指示機 一

H7－1322 座標入力ペン H5－925 ライトペン 全

H7－133 バーコードリーダー H5－923 バーコード読み取り機 全

H7－133A 手持ち型 H5－923 バーコード読み取り機 一

H7－1391 データ入力機等部品 H5－900 電子計算機等部品及び付属品 一

H7－1391 データ入力機等部品 H5－910 電子計算機等部品 一

H7－1392 データ入力機等付属品 H5－900 電子計算機等部品及び付属品 一

H7－1392 データ入力機等付属品 H5－920 電子計算機等付属品 一



新→旧

251/373

意匠分類記号
/Ｄターム記号

意匠分類の名称 意匠分類記号 意匠分類の名称 または 移行した物品
移行
方法

旧意匠分類新意匠分類

H7－200 音響情報入出力機器 H4－0 その他の音声周波機械器具及び映像周
波機械器具

一

H7－200 音響情報入出力機器 H4－10 ※一組の車載用オーディオ機器セット 一

H7－201 一組のオーディオ機器セット H0－0 ※一組のオーディオ機器セット 一

H7－202 一組の車載用オーディオ機器セット H0－0 ※一組の車載用オーディオ機器セット 一

H7－210 音響情報記録機器等 H4－20 電気蓄音機及びステレオ再生装置 一

H7－210 音響情報記録機器等 H4－210 電気蓄音機 全

H7－210 音響情報記録機器等 H4－210A 電気蓄音機（携帯型） 全

H7－210 音響情報記録機器等 H4－2110 付加機能付き電気蓄音機 全

H7－210 音響情報記録機器等 H4－2111 楽器付き電気蓄音機 全

H7－210 音響情報記録機器等 H4－220 ステレオ再生装置 全

H7－210 音響情報記録機器等 H4－221 アンサンブルステレオ 全

H7－210 音響情報記録機器等 H4－222 ステレオセット 全

H7－210 音響情報記録機器等 H4－222A ステレオセット（セパレート型） 全

H7－210 音響情報記録機器等 H4－222AA ステレオセット（モジュラー型） 全

H7－210 音響情報記録機器等 H4－222B ステレオセット（コンポーネント型） 全

H7－210 音響情報記録機器等 H4－23 ジュークボックス 全

H7－211 ラジオ受信機 H3－612 ※防災用無線放送受信機 一

H7－211 ラジオ受信機 H3－70 放送用受信機器 一

H7－211 ラジオ受信機 H3－710 ラジオ受信機 全

H7－211 ラジオ受信機 H3－710A ラジオ受信機（携帯型） 全

H7－211 ラジオ受信機 H3－710AA ラジオ受信機（携帯縦型） 全

H7－211 ラジオ受信機 H3－7110 付加機能付きラジオ受信機 全

H7－211 ラジオ受信機 H3－7111 時計付きラジオ受信機 全

H7－211A 小型携帯型 H3－710A ラジオ受信機（携帯型） 全

H7－211A 小型携帯型 H3－710AA ラジオ受信機（携帯縦型） 全

H7－212 音響情報記録再生機器 H4－10 音響機器 一

H7－212 音響情報記録再生機器 H4－133 マイクロホン付き拡声器 一

H7－212 音響情報記録再生機器 H4－40 音声映像記録再生機器 一

H7－212 音響情報記録再生機器 H4－430 テープレコーダー等 一

H7－212 音響情報記録再生機器 H4－430A テープレコーダー等（カセットテープ装填
部複数型）

一

H7－212 音響情報記録再生機器 H4－430AA テープレコーダー等（カセットテープ装填
部複数型・ラジオ受信機付き）

全

H7－212 音響情報記録再生機器 H4－430B テープレコーダー等（下部大型スピーカー
付き）

一

H7－212 音響情報記録再生機器 H4－430C テープレコーダー等（ヘッドホンステレオ
型）

一

H7－212 音響情報記録再生機器 H4－432 カセット式テープレコーダー 一

H7－212 音響情報記録再生機器 H4－432C カセット式テープレコーダー（スピーカー付
き携帯型）

全

H7－212 音響情報記録再生機器 H4－4330 付加機能付きテープレコーダー 一

H7－212 音響情報記録再生機器 H4－4331 ラジオ受信機付きテープレコーダー 全

H7－212 音響情報記録再生機器 H4－4331A ラジオ受信機付きテープレコーダー（モノ
ラル型）

全

H7－212 音響情報記録再生機器 H4－4331AA ラジオ受信機付きテープレコーダー（モノ
ラル型・横長型）

全

H7－212 音響情報記録再生機器 H4－4331B ラジオ受信機付きテープレコーダー（ステ
レオ型）

全

H7－212 音響情報記録再生機器 H4－4331BA ラジオ受信機付きテープレコーダー（ステ
レオ型・横長，テープ装填部中央型）

全

H7－212 音響情報記録再生機器 H4－4331BAA ラジオ受信機付きテープレコーダー（ステ
レオ型・横長，テープ装填部中央型・三分
節型）

全

H7－212 音響情報記録再生機器 H4－434 テーププレーヤー 一

H7－212 音響情報記録再生機器 H4－434C テーププレーヤー（スピーカー付携帯型） 一

H7－212 音響情報記録再生機器 H4－4350 付加機能付きテーププレーヤー 一

H7－212 音響情報記録再生機器 H4－4351 ラジオ受信機付きテーププレーヤー 一
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H7－212 音響情報記録再生機器 H4－44 磁気シートレコーダー 一

H7－212 音響情報記録再生機器 H4－451 ビデオディスクプレーヤー 一

H7－212 音響情報記録再生機器 H4－460 デジタルオーディオディスクプレーヤー 一

H7－212 音響情報記録再生機器 H4－460A デジタルオーディオディスクプレーヤー
（上面挿入型）

一

H7－212 音響情報記録再生機器 H4－460B デジタルオーディオディスクプレーヤー
（前面挿入型）

一

H7－212 音響情報記録再生機器 H4－460BA デジタルオーディオディスクプレーヤー
（前面挿入・ディスク横入れ型）

一

H7－212 音響情報記録再生機器 H4－460BB デジタルオーディオディスクプレーヤー
（前面挿入・ディスク縦入れ型））

一

H7－212AA テープレコーダー付き H4－430 テープレコーダー等 一

H7－212AA テープレコーダー付き H4－430A テープレコーダー等（カセットテープ装填
部複数型）

一

H7－212AA テープレコーダー付き H4－430AA テープレコーダー等（カセットテープ装填
部複数型・ラジオ受信機付き）

全

H7－212AA テープレコーダー付き H4－430B テープレコーダー等（下部大型スピーカー
付き）

一

H7－212AA テープレコーダー付き H4－430C テープレコーダー等（ヘッドホンステレオ
型）

一

H7－212AA テープレコーダー付き H4－432 カセット式テープレコーダー 一

H7－212AA テープレコーダー付き H4－432C カセット式テープレコーダー（スピーカー付
き携帯型）

全

H7－212AA テープレコーダー付き H4－4330 付加機能付きテープレコーダー 一

H7－212AA テープレコーダー付き H4－4331 ラジオ受信機付きテープレコーダー 全

H7－212AA テープレコーダー付き H4－4331A ラジオ受信機付きテープレコーダー（モノ
ラル型）

全

H7－212AA テープレコーダー付き H4－4331AA ラジオ受信機付きテープレコーダー（モノ
ラル型・横長型）

全

H7－212AA テープレコーダー付き H4－4331B ラジオ受信機付きテープレコーダー（ステ
レオ型）

全

H7－212AA テープレコーダー付き H4－4331BA ラジオ受信機付きテープレコーダー（ステ
レオ型・横長，テープ装填部中央型）

全

H7－212AA テープレコーダー付き H4－4331BAA ラジオ受信機付きテープレコーダー（ステ
レオ型・横長，テープ装填部中央型・三分
節型）

全

H7－212AA テープレコーダー付き H4－434 テーププレーヤー 一

H7－212AA テープレコーダー付き H4－434C テーププレーヤー（スピーカー付携帯型） 一

H7－212AA テープレコーダー付き H4－4350 付加機能付きテーププレーヤー 一

H7－212AA テープレコーダー付き H4－4351 ラジオ受信機付きテーププレーヤー 一

H7－212AB ディスク記録機付き H4－451 ビデオディスクプレーヤー 一

H7－212AB ディスク記録機付き H4－460 デジタルオーディオディスクプレーヤー 一

H7－212AB ディスク記録機付き H4－460A デジタルオーディオディスクプレーヤー
（上面挿入型）

一

H7－212AB ディスク記録機付き H4－460B デジタルオーディオディスクプレーヤー
（前面挿入型）

一

H7－212AB ディスク記録機付き H4－460BA デジタルオーディオディスクプレーヤー
（前面挿入・ディスク横入れ型）

一

H7－212AB ディスク記録機付き H4－460BB デジタルオーディオディスクプレーヤー
（前面挿入・ディスク縦入れ型））

一

H7－212AC カード挿入式記録機付き H4－40 音声映像記録再生機器 一

H7－212AD 記録媒体内蔵型 H4－40 音声映像記録再生機器 一

H7－212B 床置型 H4－40 音声映像記録再生機器 一

H7－212B 床置型 H4－451 ビデオディスクプレーヤー 一

H7－212B 床置型 H4－460 デジタルオーディオディスクプレーヤー 一

H7－212C 卓上型 H4－40 音声映像記録再生機器 一

H7－212C 卓上型 H4－430AA テープレコーダー等（カセットテープ装填
部複数型・ラジオ受信機付き）

一

H7－212C 卓上型 H4－430B テープレコーダー等（下部大型スピーカー
付き）

一

H7－212C 卓上型 H4－4330 付加機能付きテープレコーダー 一
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H7－212C 卓上型 H4－4331 ラジオ受信機付きテープレコーダー 一

H7－212C 卓上型 H4－4331A ラジオ受信機付きテープレコーダー（モノ
ラル型）

一

H7－212C 卓上型 H4－4331AA ラジオ受信機付きテープレコーダー（モノ
ラル型・横長型）

一

H7－212C 卓上型 H4－4331B ラジオ受信機付きテープレコーダー（ステ
レオ型）

一

H7－212C 卓上型 H4－4331BA ラジオ受信機付きテープレコーダー（ステ
レオ型・横長，テープ装填部中央型）

一

H7－212C 卓上型 H4－4331BAA ラジオ受信機付きテープレコーダー（ステ
レオ型・横長，テープ装填部中央型・三分
節型）

一

H7－212C 卓上型 H4－4350 付加機能付きテーププレーヤー 一

H7－212C 卓上型 H4－4351 ラジオ受信機付きテーププレーヤー 一

H7－212C 卓上型 H4－44 磁気シートレコーダー 一

H7－212C 卓上型 H4－451 ビデオディスクプレーヤー 一

H7－212C 卓上型 H4－460 デジタルオーディオディスクプレーヤー 一

H7－212C 卓上型 H4－460A デジタルオーディオディスクプレーヤー
（上面挿入型）

一

H7－212C 卓上型 H4－460B デジタルオーディオディスクプレーヤー
（前面挿入型）

一

H7－212C 卓上型 H4－460BA デジタルオーディオディスクプレーヤー
（前面挿入・ディスク横入れ型）

一

H7－212C 卓上型 H4－460BB デジタルオーディオディスクプレーヤー
（前面挿入・ディスク縦入れ型））

一

H7－212D 小型携帯型 H4－40 音声映像記録再生機器 一

H7－212D 小型携帯型 H4－430C テープレコーダー等（ヘッドホンステレオ
型）

一

H7－212D 小型携帯型 H4－432C カセット式テープレコーダー等（スピーカー
付き携帯型）

全

H7－212D 小型携帯型 H4－4330 付加機能付きテープレコーダー 一

H7－212D 小型携帯型 H4－4331 ラジオ受信機付きテープレコーダー 一

H7－212D 小型携帯型 H4－4331A ラジオ受信機付きテープレコーダー（モノ
ラル型）

一

H7－212D 小型携帯型 H4－4331AA ラジオ受信機付きテープレコーダー（モノ
ラル型・横長型）

一

H7－212D 小型携帯型 H4－4331B ラジオ受信機付きテープレコーダー（ステ
レオ型）

一

H7－212D 小型携帯型 H4－4331BA ラジオ受信機付きテープレコーダー（ステ
レオ型・横長，テープ装填部中央型）

一

H7－212D 小型携帯型 H4－434C テーププレーヤー（スピーカー付携帯型） 一

H7－212D 小型携帯型 H4－4351 ラジオ受信機付きテーププレーヤー 一

H7－212D 小型携帯型 H4－44 磁気シートレコーダー 一

H7－212D 小型携帯型 H4－460 デジタルオーディオディスクプレーヤー 一

H7－212D 小型携帯型 H4－460A デジタルオーディオディスクプレーヤー
（上面挿入型）

一

H7－212DA 腕時計型 H4－40 音声映像記録再生機器 一

H7－212E ハンディカラオケ機型 H4－10 音響機器 一

H7－212E ハンディカラオケ機型 H4－133 マイクロホン付き拡声器 一

H7－2191 音響情報記録再生機器等部品 H3－719 ラジオ受信機部品及び付属品 一

H7－2191 音響情報記録再生機器等部品 H4－439 テープレコーダー等部品及び付属品 一

H7－2191 音響情報記録再生機器等部品 H4－469 デジタルオーディオディスクプレーヤー部
品及び付属品

一

H7－2192 音響情報記録再生機器等付属品 H3－719 ラジオ受信機部品及び付属品 一

H7－2192 音響情報記録再生機器等付属品 H4－439 テープレコーダー等部品及び付属品 一

H7－2192 音響情報記録再生機器等付属品 H4－469 デジタルオーディオディスクプレーヤー部
品及び付属品

一

H7－220 マイクロホン等 H4－110 マイクロホン 一

H7－220 マイクロホン等 H4－110A マイクロホン（無線通信機型） 全

H7－220 マイクロホン等 H4－111 リモートコントローラー付きマイクロホン 全
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H7－220A 台付き H4－110 マイクロホン 一

H7－220A 台付き H4－111 リモートコントローラー付きマイクロホン 一

H7－220B コントローラー付き H4－111 リモートコントローラー付きマイクロホン 全

H7－2291 マイクロホン部品 H4－119 マイクロホン部品及び付属品 一

H7－2292 マイクロホン付属品 H4－119 マイクロホン部品及び付属品 一

H7－230 発音機器等 H4－120 発音機器 一

H7－231 ブザー等 H4－120 発音機器 一

H7－231 ブザー等 H4－1210 電鈴，ブザー，チャイム等 全

H7－231 ブザー等 H4－1211 ブザー 全

H7－231 ブザー等 H4－1212 チャイム 全

H7－231 ブザー等 H4－1213 サイレン 全

H7－2320 スピーカーボックス等 H4－130 スピーカーボックス等 一

H7－2321 一組のスピーカーボックスセット H4－130 ※一組のスピーカーボックスセット 一

H7－2322 スピーカーボックス H4－130 スピーカーボックス等 一

H7－2322 スピーカーボックス H4－131 スピーカーボックス 一

H7－2322 スピーカーボックス H4－131A スピーカーボックス（箱型） 全

H7－2322 スピーカーボックス H4－131AA スピーカーボックス（縦長箱型） 全

H7－2322 スピーカーボックス H4－131B スピーカーボックス（可搬型） 全

H7－2322 スピーカーボックス H4－131C スピーカーボックス（車載型） 全

H7－2322 スピーカーボックス H4－131CA スピーカーボックス（車載型・側面台形 全

H7－2322A 直方体 H4－131A スピーカーボックス（箱型） 全

H7－2322A 直方体 H4－131AA スピーカーボックス（縦長箱型） 全

H7－2322B パネル型 H4－131 スピーカーボックス 一

H7－2322C その他（Ａ，Ｂ除く） H4－130 スピーカーボックス等 一

H7－2322C その他（Ａ，Ｂ除く） H4－131 スピーカーボックス 一

H7－2322C その他（Ａ，Ｂ除く） H4－131B スピーカーボックス（可搬型） 一

H7－2322D 車載型 H4－131C スピーカーボックス（車載型） 全

H7－2322D 車載型 H4－131CA スピーカーボックス（車載型・側面台形 全

H7－2323 マイクロホン付拡声器 H4－133 マイクロホン付き拡声器 一

H7－2324 マイクロホン付スピーカー H3－321 電話機用増幅器 全

H7－2324 マイクロホン付スピーカー H4－110 マイクロホン 一

H7－2324 マイクロホン付スピーカー H4－130 スピーカーボックス等 一

H7－2324 マイクロホン付スピーカー H4－131 スピーカーボックス 一

H7－2324 マイクロホン付スピーカー H4－133 マイクロホン付き拡声器 一

H7－23290 スピーカーボックス等部品 H4－1390 スピーカーボックス等部品及び付属品 一

H7－23290 スピーカーボックス等部品 H4－1391 スピーカー用パネル 全

H7－23290 スピーカーボックス等部品 H4－1392 スピーカー用キャビネット 全

H7－23291 スピーカー H4－132 スピーカー 全

H7－23291 スピーカー H4－132A スピーカー（コーン型） 全

H7－23291 スピーカー H4－132B スピーカー（ホーン型） 全

H7－23291 スピーカー H4－132C スピーカー（グリル付き） 全

H7－23291 スピーカー H4－132CA スピーカー（グリル付き前面円形型） 全

H7－233 ヘッドホン等 H4－140 ヘッドホン等 全

H7－233 ヘッドホン等 H4－141 ヘッドホン 全

H7－233 ヘッドホン等 H4－142 マイクロホン付きヘッドホン 全

H7－233 ヘッドホン等 H4－143 イヤホン 全

H7－233A イヤホン型 H4－141 ヘッドホン 一

H7－233A イヤホン型 H4－142 マイクロホン付きヘッドホン 一

H7－233A イヤホン型 H4－143 イヤホン 全

H7－233B その他留め具付き H4－140 ヘッドホン等 一

H7－233B その他留め具付き H4－141 ヘッドホン 一

H7－233B その他留め具付き H4－142 マイクロホン付きヘッドホン 一

H7－233BA ヘッドバンド付き H4－140 ヘッドホン等 一

H7－233BA ヘッドバンド付き H4－141 ヘッドホン 一
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H7－233BA ヘッドバンド付き H4－142 マイクロホン付きヘッドホン 一

H7－233BB ネックバンド付き H4－140 ヘッドホン等 一

H7－233BB ネックバンド付き H4－141 ヘッドホン 一

H7－233BB ネックバンド付き H4－142 マイクロホン付きヘッドホン 一

H7－233BC 耳掛け付き H4－140 ヘッドホン等 一

H7－233BC 耳掛け付き H4－141 ヘッドホン 一

H7－233BC 耳掛け付き H4－142 マイクロホン付きヘッドホン 一

H7－233BC 耳掛け付き H4－143 イヤホン 一

H7－233C マイクロホン付き H4－140 ヘッドホン等 一

H7－233C マイクロホン付き H4－142 マイクロホン付きヘッドホン 一

H7－233C マイクロホン付き H4－143 イヤホン 一

H7－233D 操作部付き H4－140 ヘッドホン等 一

H7－233D 操作部付き H4－141 ヘッドホン 一

H7－233D 操作部付き H4－142 マイクロホン付きヘッドホン 一

H7－233D 操作部付き H4－143 イヤホン 一

H7－2391 発音機器等部品 H4－120 ※発音体 一

H7－2391 発音機器等部品 H4－129 発音機器部品及び付属品 一

H7－2391 発音機器等部品 H4－1390 スピーカーボックス等部品及び付属品 一

H7－2391 発音機器等部品 H4－149 ヘッドホン等部品及び付属品 一

H7－2392 発音機器等付属品 H4－129 発音機器部品及び付属品 一

H7－2392 発音機器等付属品 H4－1390 スピーカーボックス等部品及び付属品 一

H7－2392 発音機器等付属品 H4－149 ヘッドホン等部品及び付属品 一

H7－30 無線通信機器・探知機等 H3－60 無線通信機器 一

H7－30 無線通信機器・探知機等 H3－614 携帯用無線通信機 一

H7－31 無線通信機 H3－610 無線通信機 一

H7－31 無線通信機 H3－611 無線通信用送信機 一

H7－31 無線通信機 H3－612 無線通信用受信機 一

H7－31 無線通信機 H3－613 車載用無線通信機等 一

H7－31 無線通信機 H3－614 携帯用無線通信機 一

H7－31A トランシーバー型 H3－614 携帯用無線通信機 一

H7－32 方向位置探知用機器 H0－21 探知機 一

H7－32 方向位置探知用機器 H3－30 ※位置探知機 一

H7－32 方向位置探知用機器 H3－60 無線通信機器 一

H7－32 方向位置探知用機器 H3－610 無線通信機 一

H7－32 方向位置探知用機器 H3－611 無線通信用送信機 一

H7－32 方向位置探知用機器 H3－612 無線通信用受信機 一

H7－32 方向位置探知用機器 H3－620 方向位置探知用機器 一

H7－32 方向位置探知用機器 H3－621 方向探知機 一

H7－32 方向位置探知用機器 H3－622 方向探知器用関連機器 一

H7－32A 船載型 H0－21 探知機 一

H7－32A 船載型 H3－620 方向位置探知用機器 一

H7－32A 船載型 H3－621 方向探知機 一

H7－39 無線通信機器・探知機等部品及び付属 H3－615 ※無線通信機器用操作機 一

H7－39 無線通信機器・探知機等部品及び付属 H3－619 無線通信機用関連機器 一

H7－39 無線通信機器・探知機等部品及び付属 H3－622 方向探知器用関連機器 一

H7－39 無線通信機器・探知機等部品及び付属 H3－629 方向探知器用部品及び付属品 全

H7－40 電話機等 H3－30 電話機等 一

H7－41 電話機 H3－30 ※無線電話機の親機 一

H7－41 電話機 H3－310 電話機 全

H7－41 電話機 H3－312 車載用電話機 全

H7－41 電話機 H4－3450 ※テレビ電話 一

H7－41A 表示機付き H3－310 電話機 一

H7－41A 表示機付き H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－41G 具体的表示有り H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一
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H7－42 電話機用子機 H3－30 ※電話機用子機 一

H7－43 携帯電話機 H3－30 ※携帯電話機 一

H7－43 携帯電話機 H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－4390 携帯電話機用部品及び付属品 H3－3190 電話機部品及び付属品 一

H7－4391 携帯電話機用ホルダー H3－3190 ※携帯電話機用ホルダー 一

H7－4391 携帯電話機用ホルダー H3－320 電話機用関連機器 一

H7－4392 携帯電話機用子機 H3－3191 ※携帯電話機用子機 一

H7－4392A スティック型 H3－3191 ※携帯電話機用子機 一

H7－43A その他（ＡＡ～ＡＦ除く） H3－30 ※携帯電話機 一

H7－43A その他（ＡＡ～ＡＦ除く） H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－43AA ストレート型 H3－30 ※携帯電話機 一

H7－43AA ストレート型 H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－43AB 折畳型 H3－30 ※携帯電話機 一

H7－43AB 折畳型 H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－43AC 回転型 H3－30 ※携帯電話機 一

H7－43AC 回転型 H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－43AD スライド型 H3－30 ※携帯電話機 一

H7－43AD スライド型 H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－43AE フリップ型 H3－30 ※携帯電話機 一

H7－43AE フリップ型 H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－43AF 腕時計型 H3－30 ※携帯電話機 一

H7－43AF 腕時計型 H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－43B プリンター付き H3－30 ※携帯電話機 一

H7－43B プリンター付き H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－43C カメラ付き H3－30 ※携帯電話機 一

H7－43C カメラ付き H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－43G 具体的表示有り H3－30 ※携帯電話機 一

H7－43G 具体的表示有り H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－44 インターホン H3－330 インターホン 全

H7－44 インターホン H3－330A インターホン（送受話器付き型） 全

H7－44 インターホン H3－330B インターホン（子機型） 全

H7－44 インターホン H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－44A 表示機付き H3－330 インターホン 一

H7－44A 表示機付き H3－330A インターホン（送受話器付き型） 一

H7－44A 表示機付き H3－330B インターホン（子機型） 一

H7－44A 表示機付き H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－44B カメラ付き H3－330 インターホン 一

H7－44B カメラ付き H3－330A インターホン（送受話器付き型） 一

H7－44B カメラ付き H3－330B インターホン（子機型） 一

H7－44C 送受話器付き H3－330A インターホン（送受話器付き型） 一

H7－45 公衆電話機 H3－311 公衆電話機 全

H7－49 電話機等部品及び付属品 H3－30 ※緊急通報機 一

H7－49 電話機等部品及び付属品 H3－3190 電話機部品及び付属品 一

H7－49 電話機等部品及び付属品 H3－3191 電話機用送受話器 一

H7－49 電話機等部品及び付属品 H3－3192 電話機用台 全

H7－49 電話機等部品及び付属品 H3－3193 電話機用カバー 全

H7－49 電話機等部品及び付属品 H3－3194 電話機用芳香器等 全

H7－49 電話機等部品及び付属品 H3－320 ※電話機用使用状態表示器 一

H7－49 電話機等部品及び付属品 H3－322 電話機用中継切替え器 全

H7－49 電話機等部品及び付属品 H3－323 電話機用ダイヤル発信器 全

H7－49 電話機等部品及び付属品 H3－324 電話機用応答記録器 全

H7－49 電話機等部品及び付属品 H3－329 電話機用関連機器部品及び付属品 一

H7－49 電話機等部品及び付属品 H3－331 インターホン用関連機器 全

H7－49 電話機等部品及び付属品 H3－339 インターホン部品及び付属品 全
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H7－50 紙データ入出力機等 H5－441 紙テープ読み取り穿孔機 全

H7－51 スキャナー H5－41B データ入力機（画像入力機型） 一

H7－51 スキャナー H5－440 電子計算機用データ読み取り穿孔機 一

H7－51 スキャナー H5－440A 電子計算機用データ読み取り穿孔機（床
置型）

一

H7－51 スキャナー H5－440B 電子計算機用データ読み取り穿孔機（卓
上型）

一

H7－52 プリンター H5－0 ※定期券発行機 一

H7－52 プリンター H5－0A その他の電子計算機等（床置き型） 一

H7－52 プリンター H5－0B その他の電子計算機等（卓上型） 一

H7－52 プリンター H5－450 電子計算機用データ出力機 全

H7－52 プリンター H5－450A 電子計算機用データ出力機（床置き型） 全

H7－52 プリンター H5－450B 電子計算機用データ出力機（卓上型） 全

H7－52 プリンター H5－451 電子計算機用作図機：エクスワイプロッ
ター，自動製図器

全

H7－52A 床置型 H5－0 ※定期券発行機 一

H7－52A 床置型 H5－0A その他の電子計算機等（床置き型） 一

H7－52A 床置型 H5－450A 電子計算機用データ出力機（床置き型） 全

H7－52A 床置型 H5－451 電子計算機用作図機：エクスワイプロッ
ター，自動製図器

一

H7－52B 卓上型 H5－0 ※定期券発行機 一

H7－52B 卓上型 H5－0B その他の電子計算機等（卓上型） 一

H7－52B 卓上型 H5－450B 電子計算機用データ出力機（卓上型） 全

H7－52B 卓上型 H5－451 電子計算機用作図機：エクスワイプロッ
ター，自動製図器

一

H7－53 複写機 J4－20 複写機 全

H7－53 複写機 J4－21 電子複写機 全

H7－53 複写機 J4－21A 電子複写機（床置型） 全

H7－53 複写機 J4－21B 電子複写機（卓上型） 全

H7－53A 床置型 J4－20 複写機 一

H7－53A 床置型 J4－21 電子複写機 一

H7－53A 床置型 J4－21A 電子複写機（床置型） 全

H7－53B 卓上型 J4－20 複写機 一

H7－53B 卓上型 J4－21 電子複写機 一

H7－53B 卓上型 J4－21B 電子複写機（卓上型） 全

H7－54 ファクシミリ等 H3－50 電信用機器 全

H7－54 ファクシミリ等 H3－510 電信機 全

H7－54 ファクシミリ等 H3－520 模写電送機気 全

H7－54 ファクシミリ等 H3－520A 模写電送機気（床置型） 全

H7－54 ファクシミリ等 H3－520B 模写電送機気（卓上型） 全

H7－54 ファクシミリ等 H3－521 模写伝送用送信機 全

H7－54 ファクシミリ等 H3－522 模写伝送用受信機 全

H7－54 ファクシミリ等 H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－54A その他（ＡＡ～ＡＢ除く） H3－50 電信用機器 一

H7－54A その他（ＡＡ～ＡＢ除く） H3－510 電信機 一

H7－54A その他（ＡＡ～ＡＢ除く） H3－520 模写電送機気 一

H7－54A その他（ＡＡ～ＡＢ除く） H3－521 模写伝送用送信機 一

H7－54A その他（ＡＡ～ＡＢ除く） H3－522 模写伝送用受信機 一

H7－54A その他（ＡＡ～ＡＢ除く） H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－54AA 床置型 H3－50 電信用機器 一

H7－54AA 床置型 H3－510 電信機 一

H7－54AA 床置型 H3－520 模写電送機気 一

H7－54AA 床置型 H3－520A 模写電送機気（床置型） 全

H7－54AA 床置型 H3－521 模写伝送用送信機 一

H7－54AA 床置型 H3－522 模写伝送用受信機 一
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H7－54AA 床置型 H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－54AB 卓上型 H3－50 電信用機器 一

H7－54AB 卓上型 H3－510 電信機 一

H7－54AB 卓上型 H3－520 模写電送機気 一

H7－54AB 卓上型 H3－520B 模写電送機気（卓上型） 全

H7－54AB 卓上型 H3－521 模写伝送用送信機 一

H7－54AB 卓上型 H3－522 模写伝送用受信機 一

H7－54AB 卓上型 H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－54B 表示機付き H3－50 電信用機器 一

H7－54B 表示機付き H3－510 電信機 一

H7－54B 表示機付き H3－520 模写電送機気 一

H7－54B 表示機付き H3－520A 模写電送機気（床置型） 一

H7－54B 表示機付き H3－520B 模写電送機気（卓上型） 一

H7－54B 表示機付き H3－521 模写伝送用送信機 一

H7－54B 表示機付き H3－522 模写伝送用受信機 一

H7－54B 表示機付き H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－54G 具体的表示有り H3－50 電信用機器 一

H7－54G 具体的表示有り H3－510 電信機 一

H7－54G 具体的表示有り H3－520 模写電送機気 一

H7－54G 具体的表示有り H3－520A 模写電送機気（床置型） 一

H7－54G 具体的表示有り H3－520B 模写電送機気（卓上型） 一

H7－54G 具体的表示有り H3－521 模写伝送用送信機 一

H7－54G 具体的表示有り H3－522 模写伝送用受信機 一

H7－54G 具体的表示有り H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－590 紙データ入出力機等部品及び付属品 H3－511 電信機用関連機器 一

H7－590 紙データ入出力機等部品及び付属品 H3－519 電信機部品及び付属品 全

H7－590 紙データ入出力機等部品及び付属品 H3－523 模写電送機器用関連機器 一

H7－590 紙データ入出力機等部品及び付属品 H3－529 模写電送機器部品及び付属品 全

H7－590 紙データ入出力機等部品及び付属品 H5－910 電子計算機等部品 一

H7－590 紙データ入出力機等部品及び付属品 J4－290 複写機部品及び付属品 一

H7－591 インクカートリッジ H5－920 電子計算機等付属品 一

H7－592 トナーカートリッジ H5－920 電子計算機等付属品 一

H7－593 インクリボンカートリッジ H5－921 インクリボンカートリッジ 全

H7－594 画像形成機 H5－910 電子計算機等部品 一

H7－594 画像形成機 H5－920 電子計算機等付属品 一

H7－595 給紙機，排紙機 H5－922 プリンター用給排紙機 全

H7－595 給紙機，排紙機 J4－290 複写機部品及び付属品 一

H7－595 給紙機，排紙機 J4－291 複写機用コレーター 全

H7－596 プリンター用印字ヘッド H5－911 プリンター用印字ヘッド 全

H7－60 映像情報入出力機器 H4－30 映像機器 一

H7－61 ビデオプロジェクター H4－342 投射型テレビ受像機 一

H7－61 ビデオプロジェクター H4－3490 テレビ受像機部品及び付属品 一

H7－620 データ表示機等 H4－330 映像表示機器 一

H7－621 一組のテレビ受像機セット H4－30 ※一組のテレビ受像機セット 一

H7－621A ブラウン管型 H4－30 ※一組のテレビ受像機セット 一

H7－621B パネル型 H4－30 ※一組のテレビ受像機セット 一

H7－621G 具体的表示有り H4－30 ※一組のテレビ受像機セット 一

H7－622 一組の光ディスク再生機セット H4－0 ※一組の光ディスク再生機セット 一

H7－622A ブラウン管型 H4－30 ※一組の光ディスク再生機セット 一

H7－622B パネル型 H4－30 ※一組の光ディスク再生機セット 一

H7－622G 具体的表示有り H4－0 ※一組の光ディスク再生機セット 一

H7－623 一組の車載用経路誘導機セット H0－0 ※一組の車載用経路誘導機セット 一

H7－623G 具体的表示有り H0－0 ※一組の車載用経路誘導機セット 一

H7－6240 データ表示機 H4－330 映像表示機器 一
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H7－6240 データ表示機 H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6240 データ表示機 H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6240 データ表示機 H4－340 テレビ受像機 一

H7－6240 データ表示機 H4－341 パネル型テレビ受像機 一

H7－6240 データ表示機 H4－342 投射型テレビ受像機 一

H7－6240 データ表示機 H4－343 ブラウン管型テレビ受像機 一

H7－6240 データ表示機 H4－343A ブラウン管型テレビ受像機（携帯型） 一

H7－6240 データ表示機 H4－343B ブラウン管型テレビ受像機（標準型） 一

H7－6240 データ表示機 H4－343BA ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構型）

一

H7－6240 データ表示機 H4－343BAA ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
横分割・選局機構上部型）

一

H7－6240 データ表示機 H4－343BAB ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
横分割・選局機構下部型）

一

H7－6240 データ表示機 H4－343BAC ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
縦分割型）

一

H7－6240 データ表示機 H4－343BAD ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・選局機構部スピー
カー部右側部上部及び下部型）

一

H7－6240 データ表示機 H4－343BAE ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
上部及び下部型

一

H7－6240 データ表示機 H4－343BAF ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・選局機構前面無し型）

一

H7－6240 データ表示機 H4－343BAG ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・右側部全体操作部

一

H7－6240 データ表示機 H4－343BB ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構型）

一

H7－6240 データ表示機 H4－343BBA ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部横分
割・選局機構上部型）

一

H7－6240 データ表示機 H4－343BBB ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部横分
割・選局機構下部型）

一

H7－6240 データ表示機 H4－343BBC ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部縦分

一

H7－6240 データ表示機 H4－343BBD ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・選局機構部スピーカー部
右側部上部及び下部型）

一

H7－6240 データ表示機 H4－343BBE ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部上部
及び下部型）

一

H7－6240 データ表示機 H4－343C ブラウン管型テレビ受像機（ステレオ型） 一

H7－6240 データ表示機 H4－343D ブラウン管型テレビ受像機（脚付き） 一

H7－6240 データ表示機 H4－343E ブラウン管型テレビ受像機（コンソール
型）

一

H7－6240 データ表示機 H4－344 複数映像表示部付きテレビ受像機 一

H7－6240 データ表示機 H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－6240 データ表示機 H4－3451 ラジオ受信機付きテレビ受像機 一

H7－6240 データ表示機 H4－3452 テープレコーダー付きテレビ受像機及び
ビデオテープレコーダー付きテレビ受像機

一

H7－6240 データ表示機 H4－3490 テレビ受像機部品及び付属品 一

H7－6240 データ表示機 H4－3491 テレビ受像機用拡大レンズ及びテレビ受
像機用カバー

一

H7－6240 データ表示機 H4－40 音声映像記録再生機器 一

H7－6240G 具体的表示有り H4－330 映像表示機器 一

H7－6240G 具体的表示有り H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6240G 具体的表示有り H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6240G 具体的表示有り H4－340 テレビ受像機 一
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H7－6240G 具体的表示有り H4－341 パネル型テレビ受像機 一

H7－6240G 具体的表示有り H4－342 投射型テレビ受像機 一

H7－6240G 具体的表示有り H4－343 ブラウン管型テレビ受像機 一

H7－6240G 具体的表示有り H4－343A ブラウン管型テレビ受像機（携帯型） 一

H7－6240G 具体的表示有り H4－343B ブラウン管型テレビ受像機（標準型） 一

H7－6240G 具体的表示有り H4－343BA ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構型）

一

H7－6240G 具体的表示有り H4－343BAA ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
横分割・選局機構上部型）

一

H7－6240G 具体的表示有り H4－343BAB ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
横分割・選局機構下部型）

一

H7－6240G 具体的表示有り H4－343BAC ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
縦分割型）

一

H7－6240G 具体的表示有り H4－343BAD ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・選局機構部スピー
カー部右側部上部及び下部型）

一

H7－6240G 具体的表示有り H4－343BAE ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
上部及び下部型

一

H7－6240G 具体的表示有り H4－343BAF ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・選局機構前面無し型）

一

H7－6240G 具体的表示有り H4－343BAG ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・右側部全体操作部

一

H7－6240G 具体的表示有り H4－343BB ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構型）

一

H7－6240G 具体的表示有り H4－343BBA ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部横分
割・選局機構上部型）

一

H7－6240G 具体的表示有り H4－343BBB ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部横分
割・選局機構下部型）

一

H7－6240G 具体的表示有り H4－343BBC ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部縦分

一

H7－6240G 具体的表示有り H4－343BBD ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・選局機構部スピーカー部
右側部上部及び下部型）

一

H7－6240G 具体的表示有り H4－343BBE ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部上部
及び下部型）

一

H7－6240G 具体的表示有り H4－343C ブラウン管型テレビ受像機（ステレオ型） 一

H7－6240G 具体的表示有り H4－343D ブラウン管型テレビ受像機（脚付き） 一

H7－6240G 具体的表示有り H4－343E ブラウン管型テレビ受像機（コンソール
型）

一

H7－6240G 具体的表示有り H4－344 複数映像表示部付きテレビ受像機 一

H7－6240G 具体的表示有り H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－6240G 具体的表示有り H4－3451 ラジオ受信機付きテレビ受像機 一

H7－6240G 具体的表示有り H4－3452 テープレコーダー付きテレビ受像機及び
ビデオテープレコーダー付きテレビ受像機

一

H7－6240G 具体的表示有り H4－3490 テレビ受像機部品及び付属品 一

H7－6240G 具体的表示有り H4－3491 テレビ受像機用拡大レンズ及びテレビ受
像機用カバー

一

H7－6240G 具体的表示有り H4－40 音声映像記録再生機器 一

H7－6241 ブラウン管型データ表示機 H4－330 映像表示機器 一

H7－6241 ブラウン管型データ表示機 H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6241 ブラウン管型データ表示機 H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6241 ブラウン管型データ表示機 H4－340 テレビ受像機 一

H7－6241 ブラウン管型データ表示機 H4－343 ブラウン管型テレビ受像機 一

H7－6241 ブラウン管型データ表示機 H4－343A ブラウン管型テレビ受像機（携帯型） 一

H7－6241 ブラウン管型データ表示機 H4－343B ブラウン管型テレビ受像機（標準型） 一
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H7－6241 ブラウン管型データ表示機 H4－343BA ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構型）

一

H7－6241 ブラウン管型データ表示機 H4－343BAA ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
横分割・選局機構上部型）

一

H7－6241 ブラウン管型データ表示機 H4－343BAB ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
横分割・選局機構下部型）

一

H7－6241 ブラウン管型データ表示機 H4－343BAC ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
縦分割型）

一

H7－6241 ブラウン管型データ表示機 H4－343BAD ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・選局機構部スピー
カー部右側部上部及び下部型）

一

H7－6241 ブラウン管型データ表示機 H4－343BAE ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
上部及び下部型

一

H7－6241 ブラウン管型データ表示機 H4－343BAF ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・選局機構前面無し型）

一

H7－6241 ブラウン管型データ表示機 H4－343BAG ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・右側部全体操作部

一

H7－6241 ブラウン管型データ表示機 H4－343BB ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構型）

一

H7－6241 ブラウン管型データ表示機 H4－343BBA ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部横分
割・選局機構上部型）

一

H7－6241 ブラウン管型データ表示機 H4－343BBB ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部横分
割・選局機構下部型）

一

H7－6241 ブラウン管型データ表示機 H4－343BBC ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部縦分

一

H7－6241 ブラウン管型データ表示機 H4－343BBD ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・選局機構部スピーカー部
右側部上部及び下部型）

一

H7－6241 ブラウン管型データ表示機 H4－343BBE ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部上部
及び下部型）

一

H7－6241 ブラウン管型データ表示機 H4－343C ブラウン管型テレビ受像機（ステレオ型） 一

H7－6241 ブラウン管型データ表示機 H4－343D ブラウン管型テレビ受像機（脚付き） 一

H7－6241 ブラウン管型データ表示機 H4－343E ブラウン管型テレビ受像機（コンソール
型）

一

H7－6241 ブラウン管型データ表示機 H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－6241 ブラウン管型データ表示機 H4－3451 ラジオ受信機付きテレビ受像機 一

H7－6241 ブラウン管型データ表示機 H4－3452 テープレコーダー付きテレビ受像機及び
ビデオテープレコーダー付きテレビ受像機

一

H7－6241AA 支持具有り H4－330 映像表示機器 一

H7－6241AA 支持具有り H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6241AA 支持具有り H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6241AA 支持具有り H4－340 テレビ受像機 一

H7－6241AA 支持具有り H4－343 ブラウン管型テレビ受像機 一

H7－6241AA 支持具有り H4－343A ブラウン管型テレビ受像機（携帯型） 一

H7－6241AA 支持具有り H4－343B ブラウン管型テレビ受像機（標準型） 一

H7－6241AA 支持具有り H4－343BA ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構型）

一

H7－6241AA 支持具有り H4－343BAA ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
横分割・選局機構上部型）

一

H7－6241AA 支持具有り H4－343BAB ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
横分割・選局機構下部型）

一

H7－6241AA 支持具有り H4－343BAC ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
縦分割型）

一
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H7－6241AA 支持具有り H4－343BAD ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・選局機構部スピー
カー部右側部上部及び下部型）

一

H7－6241AA 支持具有り H4－343BAE ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
上部及び下部型

一

H7－6241AA 支持具有り H4－343BAF ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・選局機構前面無し型）

一

H7－6241AA 支持具有り H4－343BAG ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・右側部全体操作部

一

H7－6241AA 支持具有り H4－343BB ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構型）

一

H7－6241AA 支持具有り H4－343BBA ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部横分
割・選局機構上部型）

一

H7－6241AA 支持具有り H4－343BBB ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部横分
割・選局機構下部型）

一

H7－6241AA 支持具有り H4－343BBC ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部縦分

一

H7－6241AA 支持具有り H4－343BBD ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・選局機構部スピーカー部
右側部上部及び下部型）

一

H7－6241AA 支持具有り H4－343BBE ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部上部
及び下部型）

一

H7－6241AA 支持具有り H4－343C ブラウン管型テレビ受像機（ステレオ型） 一

H7－6241AA 支持具有り H4－343D ブラウン管型テレビ受像機（脚付き） 一

H7－6241AA 支持具有り H4－343E ブラウン管型テレビ受像機（コンソール
型）

一

H7－6241AB 支持具無し H4－330 映像表示機器 一

H7－6241AB 支持具無し H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6241AB 支持具無し H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6241AB 支持具無し H4－340 テレビ受像機 一

H7－6241AB 支持具無し H4－343 ブラウン管型テレビ受像機 一

H7－6241AB 支持具無し H4－343A ブラウン管型テレビ受像機（携帯型） 一

H7－6241AB 支持具無し H4－343B ブラウン管型テレビ受像機（標準型） 一

H7－6241AB 支持具無し H4－343BA ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構型）

一

H7－6241AB 支持具無し H4－343BAA ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
横分割・選局機構上部型）

一

H7－6241AB 支持具無し H4－343BAB ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
横分割・選局機構下部型）

一

H7－6241AB 支持具無し H4－343BAC ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
縦分割型）

一

H7－6241AB 支持具無し H4－343BAD ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・選局機構部スピー
カー部右側部上部及び下部型）

一

H7－6241AB 支持具無し H4－343BAE ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
上部及び下部型

一

H7－6241AB 支持具無し H4－343BAF ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・選局機構前面無し型）

一

H7－6241AB 支持具無し H4－343BAG ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・右側部全体操作部

一

H7－6241AB 支持具無し H4－343BB ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構型）

一

H7－6241AB 支持具無し H4－343BBA ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部横分
割・選局機構上部型）

一
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H7－6241AB 支持具無し H4－343BBB ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部横分
割・選局機構下部型）

一

H7－6241AB 支持具無し H4－343BBC ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部縦分

一

H7－6241AB 支持具無し H4－343BBD ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・選局機構部スピーカー部
右側部上部及び下部型）

一

H7－6241AB 支持具無し H4－343BBE ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部上部
及び下部型）

一

H7－6241AB 支持具無し H4－343C ブラウン管型テレビ受像機（ステレオ型） 一

H7－6241AB 支持具無し H4－343D ブラウン管型テレビ受像機（脚付き） 一

H7－6241AB 支持具無し H4－343E ブラウン管型テレビ受像機（コンソール 一

H7－6241B スピーカー付き H4－330 映像表示機器 一

H7－6241B スピーカー付き H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6241B スピーカー付き H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6241B スピーカー付き H4－340 テレビ受像機 一

H7－6241B スピーカー付き H4－343 ブラウン管型テレビ受像機 一

H7－6241B スピーカー付き H4－343A ブラウン管型テレビ受像機（携帯型） 一

H7－6241B スピーカー付き H4－343B ブラウン管型テレビ受像機（標準型） 一

H7－6241B スピーカー付き H4－343BA ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構型）

一

H7－6241B スピーカー付き H4－343BAA ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
横分割・選局機構上部型）

一

H7－6241B スピーカー付き H4－343BAB ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
横分割・選局機構下部型）

一

H7－6241B スピーカー付き H4－343BAC ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
縦分割型）

一

H7－6241B スピーカー付き H4－343BAD ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・選局機構部スピー
カー部右側部上部及び下部型）

一

H7－6241B スピーカー付き H4－343BAE ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
上部及び下部型

一

H7－6241B スピーカー付き H4－343BAF ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・選局機構前面無し型）

一

H7－6241B スピーカー付き H4－343BAG ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・右側部全体操作部

一

H7－6241B スピーカー付き H4－343BB ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構型）

一

H7－6241B スピーカー付き H4－343BBA ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部横分
割・選局機構上部型）

一

H7－6241B スピーカー付き H4－343BBB ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部横分
割・選局機構下部型）

一

H7－6241B スピーカー付き H4－343BBC ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部縦分

一

H7－6241B スピーカー付き H4－343BBD ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・選局機構部スピーカー部
右側部上部及び下部型）

一

H7－6241B スピーカー付き H4－343BBE ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部上部
及び下部型）

一

H7－6241B スピーカー付き H4－343C ブラウン管型テレビ受像機（ステレオ型） 一

H7－6241B スピーカー付き H4－343D ブラウン管型テレビ受像機（脚付き） 一

H7－6241B スピーカー付き H4－343E ブラウン管型テレビ受像機（コンソール
型）

一

H7－6241BA スピーカー正面両脇配置型 H4－330 映像表示機器 一
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H7－6241BA スピーカー正面両脇配置型 H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6241BA スピーカー正面両脇配置型 H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6241BA スピーカー正面両脇配置型 H4－340 テレビ受像機 一

H7－6241BA スピーカー正面両脇配置型 H4－343 ブラウン管型テレビ受像機 一

H7－6241BA スピーカー正面両脇配置型 H4－343A ブラウン管型テレビ受像機（携帯型） 一

H7－6241BA スピーカー正面両脇配置型 H4－343B ブラウン管型テレビ受像機（標準型） 一

H7－6241BA スピーカー正面両脇配置型 H4－343BA ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構型）

一

H7－6241BA スピーカー正面両脇配置型 H4－343BAA ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
横分割・選局機構上部型）

一

H7－6241BA スピーカー正面両脇配置型 H4－343BAB ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
横分割・選局機構下部型）

一

H7－6241BA スピーカー正面両脇配置型 H4－343BAC ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
縦分割型）

一

H7－6241BA スピーカー正面両脇配置型 H4－343BAD ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・選局機構部スピー
カー部右側部上部及び下部型）

一

H7－6241BA スピーカー正面両脇配置型 H4－343BAE ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
上部及び下部型

一

H7－6241BA スピーカー正面両脇配置型 H4－343BAF ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・選局機構前面無し型）

一

H7－6241BA スピーカー正面両脇配置型 H4－343BAG ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・右側部全体操作部

一

H7－6241BA スピーカー正面両脇配置型 H4－343BB ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構型）

一

H7－6241BA スピーカー正面両脇配置型 H4－343BBA ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部横分
割・選局機構上部型）

一

H7－6241BA スピーカー正面両脇配置型 H4－343BBB ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部横分
割・選局機構下部型）

一

H7－6241BA スピーカー正面両脇配置型 H4－343BBC ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部縦分

一

H7－6241BA スピーカー正面両脇配置型 H4－343BBD ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・選局機構部スピーカー部
右側部上部及び下部型）

一

H7－6241BA スピーカー正面両脇配置型 H4－343BBE ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部上部
及び下部型）

一

H7－6241BA スピーカー正面両脇配置型 H4－343C ブラウン管型テレビ受像機（ステレオ型） 一

H7－6241BA スピーカー正面両脇配置型 H4－343D ブラウン管型テレビ受像機（脚付き） 一

H7－6241BA スピーカー正面両脇配置型 H4－343E ブラウン管型テレビ受像機（コンソール
型）

一

H7－6241BB スピーカー画面下部配置型 H4－330 映像表示機器 一

H7－6241BB スピーカー画面下部配置型 H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6241BB スピーカー画面下部配置型 H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6241BB スピーカー画面下部配置型 H4－340 テレビ受像機 一

H7－6241BB スピーカー画面下部配置型 H4－343 ブラウン管型テレビ受像機 一

H7－6241BB スピーカー画面下部配置型 H4－343A ブラウン管型テレビ受像機（携帯型） 一

H7－6241BB スピーカー画面下部配置型 H4－343B ブラウン管型テレビ受像機（標準型） 一

H7－6241BB スピーカー画面下部配置型 H4－343BA ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構型）

一

H7－6241BB スピーカー画面下部配置型 H4－343BAA ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
横分割・選局機構上部型）

一

H7－6241BB スピーカー画面下部配置型 H4－343BAB ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
横分割・選局機構下部型）

一
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H7－6241BB スピーカー画面下部配置型 H4－343BAC ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
縦分割型）

一

H7－6241BB スピーカー画面下部配置型 H4－343BAD ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・選局機構部スピー
カー部右側部上部及び下部型）

一

H7－6241BB スピーカー画面下部配置型 H4－343BAE ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
上部及び下部型

一

H7－6241BB スピーカー画面下部配置型 H4－343BAF ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・選局機構前面無し型）

一

H7－6241BB スピーカー画面下部配置型 H4－343BAG ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・右側部全体操作部

一

H7－6241BB スピーカー画面下部配置型 H4－343BB ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構型）

一

H7－6241BB スピーカー画面下部配置型 H4－343BBA ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部横分
割・選局機構上部型）

一

H7－6241BB スピーカー画面下部配置型 H4－343BBB ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部横分
割・選局機構下部型）

一

H7－6241BB スピーカー画面下部配置型 H4－343BBC ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部縦分

一

H7－6241BB スピーカー画面下部配置型 H4－343BBD ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・選局機構部スピーカー部
右側部上部及び下部型）

一

H7－6241BB スピーカー画面下部配置型 H4－343BBE ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部上部
及び下部型）

一

H7－6241BB スピーカー画面下部配置型 H4－343C ブラウン管型テレビ受像機（ステレオ型） 一

H7－6241BB スピーカー画面下部配置型 H4－343D ブラウン管型テレビ受像機（脚付き） 一

H7－6241BB スピーカー画面下部配置型 H4－343E ブラウン管型テレビ受像機（コンソール
型）

一

H7－6241C 把持部付き H4－330 映像表示機器 一

H7－6241C 把持部付き H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6241C 把持部付き H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6241C 把持部付き H4－340 テレビ受像機 一

H7－6241C 把持部付き H4－343 ブラウン管型テレビ受像機 一

H7－6241C 把持部付き H4－343A ブラウン管型テレビ受像機（携帯型） 一

H7－6241C 把持部付き H4－343B ブラウン管型テレビ受像機（標準型） 一

H7－6241C 把持部付き H4－343BA ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構型）

一

H7－6241C 把持部付き H4－343BAA ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
横分割・選局機構上部型）

一

H7－6241C 把持部付き H4－343BAB ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
横分割・選局機構下部型）

一

H7－6241C 把持部付き H4－343BAC ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
縦分割型）

一

H7－6241C 把持部付き H4－343BAD ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・選局機構部スピー
カー部右側部上部及び下部型）

一

H7－6241C 把持部付き H4－343BAE ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
上部及び下部型

一

H7－6241C 把持部付き H4－343BAF ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・選局機構前面無し型）

一

H7－6241C 把持部付き H4－343BAG ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・右側部全体操作部

一

H7－6241C 把持部付き H4－343BB ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構型）

一
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H7－6241C 把持部付き H4－343BBA ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部横分
割・選局機構上部型）

一

H7－6241C 把持部付き H4－343BBB ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部横分
割・選局機構下部型）

一

H7－6241C 把持部付き H4－343BBC ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部縦分

一

H7－6241C 把持部付き H4－343BBD ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・選局機構部スピーカー部
右側部上部及び下部型）

一

H7－6241C 把持部付き H4－343BBE ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部上部
及び下部型）

一

H7－6241C 把持部付き H4－343C ブラウン管型テレビ受像機（ステレオ型） 一

H7－6241C 把持部付き H4－343D ブラウン管型テレビ受像機（脚付き） 一

H7－6241C 把持部付き H4－343E ブラウン管型テレビ受像機（コンソール 一

H7－6241D 記録機器付き H4－330 映像表示機器 一

H7－6241D 記録機器付き H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6241D 記録機器付き H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6241D 記録機器付き H4－340 テレビ受像機 一

H7－6241D 記録機器付き H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－6241D 記録機器付き H4－3451 ラジオ受信機付きテレビ受像機 一

H7－6241D 記録機器付き H4－3452 テープレコーダー付きテレビ受像機及び
ビデオテープレコーダー付きテレビ受像機

一

H7－6241G 具体的表示有り H4－330 映像表示機器 一

H7－6241G 具体的表示有り H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6241G 具体的表示有り H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6241G 具体的表示有り H4－340 テレビ受像機 一

H7－6241G 具体的表示有り H4－343 ブラウン管型テレビ受像機 一

H7－6241G 具体的表示有り H4－343A ブラウン管型テレビ受像機（携帯型） 一

H7－6241G 具体的表示有り H4－343B ブラウン管型テレビ受像機（標準型） 一

H7－6241G 具体的表示有り H4－343BA ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構型）

一

H7－6241G 具体的表示有り H4－343BAA ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
横分割・選局機構上部型）

一

H7－6241G 具体的表示有り H4－343BAB ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
横分割・選局機構下部型）

一

H7－6241G 具体的表示有り H4－343BAC ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
縦分割型）

一

H7－6241G 具体的表示有り H4－343BAD ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・選局機構部スピー
カー部右側部上部及び下部型）

一

H7－6241G 具体的表示有り H4－343BAE ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・操作部スピーカー部
上部及び下部型

一

H7－6241G 具体的表示有り H4－343BAF ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・選局機構前面無し型）

一

H7－6241G 具体的表示有り H4－343BAG ブラウン管型テレビ受像機（ロータリース
イッチ式選局機構・右側部全体操作部

一

H7－6241G 具体的表示有り H4－343BB ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構型）

一

H7－6241G 具体的表示有り H4－343BBA ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部横分
割・選局機構上部型）

一

H7－6241G 具体的表示有り H4－343BBB ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部横分
割・選局機構下部型）

一
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H7－6241G 具体的表示有り H4－343BBC ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部縦分

一

H7－6241G 具体的表示有り H4－343BBD ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・選局機構部スピーカー部
右側部上部及び下部型）

一

H7－6241G 具体的表示有り H4－343BBE ブラウン管型テレビ受像機（ボタンスイッ
チ式選局機構・操作部スピーカー部上部
及び下部型）

一

H7－6241G 具体的表示有り H4－343C ブラウン管型テレビ受像機（ステレオ型） 一

H7－6241G 具体的表示有り H4－343D ブラウン管型テレビ受像機（脚付き） 一

H7－6241G 具体的表示有り H4－343E ブラウン管型テレビ受像機（コンソール 一

H7－6242 パネル型データ表示機 H4－330 映像表示機器 一

H7－6242 パネル型データ表示機 H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6242 パネル型データ表示機 H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6242 パネル型データ表示機 H4－340 テレビ受像機 一

H7－6242 パネル型データ表示機 H4－341 パネル型テレビ受像機 一

H7－6242AA 支持具付き H4－330 映像表示機器 一

H7－6242AA 支持具付き H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6242AA 支持具付き H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6242AA 支持具付き H4－340 テレビ受像機 一

H7－6242AA 支持具付き H4－341 パネル型テレビ受像機 一

H7－6242AB 支持具無し H4－330 映像表示機器 一

H7－6242AB 支持具無し H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6242AB 支持具無し H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6242AB 支持具無し H4－340 テレビ受像機 一

H7－6242AB 支持具無し H4－341 パネル型テレビ受像機 一

H7－6242B スピーカー付き H4－330 映像表示機器 一

H7－6242B スピーカー付き H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6242B スピーカー付き H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6242B スピーカー付き H4－340 テレビ受像機 一

H7－6242B スピーカー付き H4－341 パネル型テレビ受像機 一

H7－6242BA スピーカー画面両脇配置型 H4－330 映像表示機器 一

H7－6242BA スピーカー画面両脇配置型 H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6242BA スピーカー画面両脇配置型 H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6242BA スピーカー画面両脇配置型 H4－340 テレビ受像機 一

H7－6242BA スピーカー画面両脇配置型 H4－341 パネル型テレビ受像機 一

H7－6242BB スピーカー画面下部配置型 H4－330 映像表示機器 一

H7－6242BB スピーカー画面下部配置型 H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6242BB スピーカー画面下部配置型 H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6242BB スピーカー画面下部配置型 H4－340 テレビ受像機 一

H7－6242BB スピーカー画面下部配置型 H4－341 パネル型テレビ受像機 一

H7－6242C 把持部付き H4－330 映像表示機器 一

H7－6242C 把持部付き H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6242C 把持部付き H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6242C 把持部付き H4－340 テレビ受像機 一

H7－6242C 把持部付き H4－341 パネル型テレビ受像機 一

H7－6242D 記録機器付き H4－330 映像表示機器 一

H7－6242D 記録機器付き H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6242D 記録機器付き H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6242D 記録機器付き H4－340 テレビ受像機 一

H7－6242D 記録機器付き H4－341 パネル型テレビ受像機 一

H7－6242G 具体的表示有り H4－330 映像表示機器 一

H7－6242G 具体的表示有り H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6242G 具体的表示有り H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6242G 具体的表示有り H4－340 テレビ受像機 一
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H7－6242G 具体的表示有り H4－341 パネル型テレビ受像機 一

H7－6243 小型データ表示機 H3－620 方向位置探知用機器 一

H7－6243 小型データ表示機 H3－621 方向探知機 一

H7－6243 小型データ表示機 H4－330 映像表示機器 一

H7－6243 小型データ表示機 H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6243 小型データ表示機 H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6243 小型データ表示機 H4－340 テレビ受像機 一

H7－6243 小型データ表示機 H4－341 パネル型テレビ受像機 一

H7－6243 小型データ表示機 H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－6243 小型データ表示機 H4－3451 ラジオ受信機付きテレビ受像機 一

H7－6243 小型データ表示機 H4－3452 テープレコーダー付きテレビ受像機及び
ビデオテープレコーダー付きテレビ受像機

一

H7－6243A その他（ＡＡ～ＡＤを除く） H3－620 方向位置探知用機器 一

H7－6243A その他（ＡＡ～ＡＤを除く） H3－621 方向探知機 一

H7－6243A その他（ＡＡ～ＡＤを除く） H4－330 映像表示機器 一

H7－6243A その他（ＡＡ～ＡＤを除く） H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6243A その他（ＡＡ～ＡＤを除く） H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6243A その他（ＡＡ～ＡＤを除く） H4－340 テレビ受像機 一

H7－6243A その他（ＡＡ～ＡＤを除く） H4－341 パネル型テレビ受像機 一

H7－6243A その他（ＡＡ～ＡＤを除く） H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－6243A その他（ＡＡ～ＡＤを除く） H4－3451 ラジオ受信機付きテレビ受像機 一

H7－6243A その他（ＡＡ～ＡＤを除く） H4－3452 テープレコーダー付きテレビ受像機及び
ビデオテープレコーダー付きテレビ受像機

一

H7－6243AA ブラウン管型 H3－620 方向位置探知用機器 一

H7－6243AA ブラウン管型 H3－621 方向探知機 一

H7－6243AA ブラウン管型 H4－330 映像表示機器 一

H7－6243AA ブラウン管型 H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6243AA ブラウン管型 H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6243AA ブラウン管型 H4－340 テレビ受像機 一

H7－6243AA ブラウン管型 H4－341 パネル型テレビ受像機 一

H7－6243AA ブラウン管型 H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－6243AA ブラウン管型 H4－3451 ラジオ受信機付きテレビ受像機 一

H7－6243AA ブラウン管型 H4－3452 テープレコーダー付きテレビ受像機及び
ビデオテープレコーダー付きテレビ受像機

一

H7－6243AB パネル型 H3－620 方向位置探知用機器 一

H7－6243AB パネル型 H3－621 方向探知機 一

H7－6243AB パネル型 H4－330 映像表示機器 一

H7－6243AB パネル型 H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6243AB パネル型 H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6243AB パネル型 H4－340 テレビ受像機 一

H7－6243AB パネル型 H4－341 パネル型テレビ受像機 一

H7－6243AB パネル型 H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－6243AB パネル型 H4－3451 ラジオ受信機付きテレビ受像機 一

H7－6243AB パネル型 H4－3452 テープレコーダー付きテレビ受像機及び
ビデオテープレコーダー付きテレビ受像機

一

H7－6243AC 腕時計型 H3－620 方向位置探知用機器 一

H7－6243AC 腕時計型 H3－621 方向探知機 一

H7－6243AC 腕時計型 H4－330 映像表示機器 一

H7－6243AC 腕時計型 H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6243AC 腕時計型 H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6243AC 腕時計型 H4－340 テレビ受像機 一

H7－6243AC 腕時計型 H4－341 パネル型テレビ受像機 一

H7－6243AC 腕時計型 H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－6243AC 腕時計型 H4－3451 ラジオ受信機付きテレビ受像機 一
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H7－6243AC 腕時計型 H4－3452 テープレコーダー付きテレビ受像機及び
ビデオテープレコーダー付きテレビ受像機

一

H7－6243AD ヘッドマウント型 H3－620 方向位置探知用機器 一

H7－6243AD ヘッドマウント型 H3－621 方向探知機 一

H7－6243AD ヘッドマウント型 H4－330 映像表示機器 一

H7－6243AD ヘッドマウント型 H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6243AD ヘッドマウント型 H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6243AD ヘッドマウント型 H4－340 テレビ受像機 一

H7－6243AD ヘッドマウント型 H4－341 パネル型テレビ受像機 一

H7－6243AD ヘッドマウント型 H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－6243AD ヘッドマウント型 H4－3451 ラジオ受信機付きテレビ受像機 一

H7－6243AD ヘッドマウント型 H4－3452 テープレコーダー付きテレビ受像機及び
ビデオテープレコーダー付きテレビ受像機

一

H7－6243B 支持具付き H3－620 方向位置探知用機器 一

H7－6243B 支持具付き H3－621 方向探知機 一

H7－6243B 支持具付き H4－330 映像表示機器 一

H7－6243B 支持具付き H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6243B 支持具付き H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6243B 支持具付き H4－340 テレビ受像機 一

H7－6243B 支持具付き H4－341 パネル型テレビ受像機 一

H7－6243B 支持具付き H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－6243B 支持具付き H4－3451 ラジオ受信機付きテレビ受像機 一

H7－6243B 支持具付き H4－3452 テープレコーダー付きテレビ受像機及び
ビデオテープレコーダー付きテレビ受像機

一

H7－6243G 具体的表示有り H3－620 方向位置探知用機器 一

H7－6243G 具体的表示有り H3－621 方向探知機 一

H7－6243G 具体的表示有り H4－330 映像表示機器 一

H7－6243G 具体的表示有り H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6243G 具体的表示有り H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6243G 具体的表示有り H4－340 テレビ受像機 一

H7－6243G 具体的表示有り H4－341 パネル型テレビ受像機 一

H7－6243G 具体的表示有り H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－6243G 具体的表示有り H4－3451 ラジオ受信機付きテレビ受像機 一

H7－6243G 具体的表示有り H4－3452 テープレコーダー付きテレビ受像機及び
ビデオテープレコーダー付きテレビ受像機

一

H7－6244 埋込み・取付け型データ表示機 H3－620 方向位置探知用機器 一

H7－6244 埋込み・取付け型データ表示機 H3－621 方向探知機 一

H7－6244 埋込み・取付け型データ表示機 H4－330 映像表示機器 一

H7－6244 埋込み・取付け型データ表示機 H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6244 埋込み・取付け型データ表示機 H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6244 埋込み・取付け型データ表示機 H4－340 テレビ受像機 一

H7－6244 埋込み・取付け型データ表示機 H4－341 パネル型テレビ受像機 一

H7－6244 埋込み・取付け型データ表示機 H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－6244 埋込み・取付け型データ表示機 H4－3451 ラジオ受信機付きテレビ受像機 一

H7－6244 埋込み・取付け型データ表示機 H4－3452 テープレコーダー付きテレビ受像機及び
ビデオテープレコーダー付きテレビ受像機

一

H7－6244A 車載埋込み・取付け型 H3－620 方向位置探知用機器 一

H7－6244A 車載埋込み・取付け型 H3－621 方向探知機 一

H7－6244A 車載埋込み・取付け型 H4－330 映像表示機器 一

H7－6244A 車載埋込み・取付け型 H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6244A 車載埋込み・取付け型 H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6244A 車載埋込み・取付け型 H4－340 テレビ受像機 一

H7－6244A 車載埋込み・取付け型 H4－341 パネル型テレビ受像機 一

H7－6244A 車載埋込み・取付け型 H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－6244A 車載埋込み・取付け型 H4－3451 ラジオ受信機付きテレビ受像機 一
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H7－6244A 車載埋込み・取付け型 H4－3452 テープレコーダー付きテレビ受像機及び
ビデオテープレコーダー付きテレビ受像機

一

H7－6244B 壁埋込み・取付け型 H3－620 方向位置探知用機器 一

H7－6244B 壁埋込み・取付け型 H3－621 方向探知機 一

H7－6244B 壁埋込み・取付け型 H4－330 映像表示機器 一

H7－6244B 壁埋込み・取付け型 H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6244B 壁埋込み・取付け型 H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6244B 壁埋込み・取付け型 H4－340 テレビ受像機 一

H7－6244B 壁埋込み・取付け型 H4－341 パネル型テレビ受像機 一

H7－6244B 壁埋込み・取付け型 H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－6244B 壁埋込み・取付け型 H4－3451 ラジオ受信機付きテレビ受像機 一

H7－6244B 壁埋込み・取付け型 H4－3452 テープレコーダー付きテレビ受像機及び
ビデオテープレコーダー付きテレビ受像機

一

H7－6244G 具体的表示有り H3－620 方向位置探知用機器 一

H7－6244G 具体的表示有り H3－621 方向探知機 一

H7－6244G 具体的表示有り H4－330 映像表示機器 一

H7－6244G 具体的表示有り H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6244G 具体的表示有り H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6244G 具体的表示有り H4－340 テレビ受像機 一

H7－6244G 具体的表示有り H4－341 パネル型テレビ受像機 一

H7－6244G 具体的表示有り H4－3450 付加機能付きテレビ受像機 一

H7－6244G 具体的表示有り H4－3451 ラジオ受信機付きテレビ受像機 一

H7－6244G 具体的表示有り H4－3452 テープレコーダー付きテレビ受像機及び
ビデオテープレコーダー付きテレビ受像機

一

H7－6245 投射型データ表示機 H4－342 投射型テレビ受像機 一

H7－6246 複数映像表示部付きデータ表示機 H4－330 映像表示機器 一

H7－6246 複数映像表示部付きデータ表示機 H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6246 複数映像表示部付きデータ表示機 H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6246 複数映像表示部付きデータ表示機 H4－340 テレビ受像機 一

H7－6246 複数映像表示部付きデータ表示機 H4－341 パネル型テレビ受像機 一

H7－6246 複数映像表示部付きデータ表示機 H4－344 複数映像表示部付きテレビ受像機 一

H7－6246G 具体的表示有り H4－330 映像表示機器 一

H7－6246G 具体的表示有り H4－331 モニターテレビ受像機 一

H7－6246G 具体的表示有り H4－332 電子計算機用データ表示機 一

H7－6246G 具体的表示有り H4－340 テレビ受像機 一

H7－6246G 具体的表示有り H4－341 パネル型テレビ受像機 一

H7－6246G 具体的表示有り H4－344 複数映像表示部付きテレビ受像機 一

H7－6290 データ表示機等部品及び付属品 H4－3490 テレビ受像機部品及び付属品 一

H7－6290 データ表示機等部品及び付属品 H4－3491 ※一組のオーディオ機器セット 一

H7－6291 データ表示機用支持具 H4－3490 テレビ受像機部品及び付属品 一

H7－70 電子計算機等 H5－0 その他の電子計算機等 一

H7－70 電子計算機等 H5－40 周辺機器及び汎用端末機 一

H7－70G 具体的表示有り H5－0 その他の電子計算機等 一

H7－70G 具体的表示有り H5－40 周辺機器及び汎用端末機 一

H7－71 一組の電子計算機セット H0－0 ※一組の電子計算機セット 一

H7－71G 具体的表示有り H0－0 ※一組の電子計算機セット 一

H7－720 表示機付き電子計算機等 H5－0 その他の電子計算機等 一

H7－720 表示機付き電子計算機等 H5－1 電子計算機 一

H7－720 表示機付き電子計算機等 H5－40 周辺機器及び汎用端末機 一

H7－720 表示機付き電子計算機等 H5－43 電子計算機用キーボード付データ表示機 一

H7－720 表示機付き電子計算機等 J5－0 その他の自動販売機及び自動サービス
機

一

H7－720G 具体的表示有り H5－0 その他の電子計算機等 一

H7－720G 具体的表示有り H5－1 電子計算機 一

H7－720G 具体的表示有り H5－40 周辺機器及び汎用端末機 一

H7－720G 具体的表示有り H5－43 電子計算機用キーボード付データ表示機 一
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H7－720G 具体的表示有り J5－0 その他の自動販売機及び自動サービス 一

H7－721 表示機付き電子計算機等（床置型） H5－0A その他の電子計算機等（床置き型） 一

H7－721 表示機付き電子計算機等（床置型） H5－1A 電子計算機（床置型） 全

H7－721 表示機付き電子計算機等（床置型） H5－40A 周辺機器及び汎用端末機（床置型） 全

H7－721 表示機付き電子計算機等（床置型） H5－43A 電子計算機用キーボード付データ表示機
（床置型）

全

H7－721 表示機付き電子計算機等（床置型） J5－0 その他の自動販売機及び自動サービス 一

H7－721B プリンター付き H5－0A その他の電子計算機等（床置き型） 一

H7－721B プリンター付き H5－1A 電子計算機（床置型） 一

H7－721B プリンター付き H5－40A 周辺機器及び汎用端末機（床置型） 一

H7－721B プリンター付き H5－43A 電子計算機用キーボード付データ表示機
（床置型）

一

H7－721B プリンター付き J5－0 その他の自動販売機及び自動サービス 一

H7－721C フルキーボード付き H5－0A その他の電子計算機等（床置き型） 一

H7－721C フルキーボード付き H5－1A 電子計算機（床置型） 一

H7－721C フルキーボード付き H5－40A 周辺機器及び汎用端末機（床置型） 一

H7－721C フルキーボード付き H5－43A 電子計算機用キーボード付データ表示機
（床置型）

一

H7－721C フルキーボード付き J5－0 その他の自動販売機及び自動サービス 一

H7－721D 記録機器付き H5－0A その他の電子計算機等（床置き型） 一

H7－721D 記録機器付き H5－1A 電子計算機（床置型） 一

H7－721D 記録機器付き H5－40A 周辺機器及び汎用端末機（床置型） 一

H7－721D 記録機器付き H5－43A 電子計算機用キーボード付データ表示機
（床置型）

一

H7－721D 記録機器付き J5－0 その他の自動販売機及び自動サービス
機

一

H7－721E 送受話器付き H5－0A その他の電子計算機等（床置き型） 一

H7－721E 送受話器付き H5－1A 電子計算機（床置型） 一

H7－721E 送受話器付き H5－40A 周辺機器及び汎用端末機（床置型） 一

H7－721E 送受話器付き H5－43A 電子計算機用キーボード付データ表示機
（床置型）

一

H7－721E 送受話器付き J5－0 その他の自動販売機及び自動サービス
機

一

H7－721F 金銭投入口有り H5－0A その他の電子計算機等（床置き型） 一

H7－721F 金銭投入口有り H5－1A 電子計算機（床置型） 一

H7－721F 金銭投入口有り H5－40A 周辺機器及び汎用端末機（床置型） 一

H7－721F 金銭投入口有り H5－43A 電子計算機用キーボード付データ表示機
（床置型）

一

H7－721F 金銭投入口有り J5－0 その他の自動販売機及び自動サービス
機

一

H7－721G 具体的表示有り H5－0A その他の電子計算機等（床置き型） 一

H7－721G 具体的表示有り H5－1A 電子計算機（床置型） 一

H7－721G 具体的表示有り H5－40A 周辺機器及び汎用端末機（床置型） 一

H7－721G 具体的表示有り H5－43A 電子計算機用キーボード付データ表示機
（床置型）

一

H7－721G 具体的表示有り J5－0 その他の自動販売機及び自動サービス
機

一

H7－722 表示機付き電子計算機等（取付け型） H5－0 その他の電子計算機等 一

H7－722 表示機付き電子計算機等（取付け型） H5－1 電子計算機 一

H7－722 表示機付き電子計算機等（取付け型） H5－40 周辺機器及び汎用端末機 一

H7－722 表示機付き電子計算機等（取付け型） H5－43 電子計算機用キーボード付データ表示機 一

H7－722 表示機付き電子計算機等（取付け型） J5－0 その他の自動販売機及び自動サービス
機

一

H7－722B プリンター付き H5－0 その他の電子計算機等 一

H7－722B プリンター付き H5－1 電子計算機 一

H7－722B プリンター付き H5－40 周辺機器及び汎用端末機 一

H7－722B プリンター付き H5－43 電子計算機用キーボード付データ表示機 一

H7－722B プリンター付き J5－0 その他の自動販売機及び自動サービス
機

一

H7－722C フルキーボード付き H5－0 その他の電子計算機等 一

H7－722C フルキーボード付き H5－1 電子計算機 一

H7－722C フルキーボード付き H5－40 周辺機器及び汎用端末機 一
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H7－722C フルキーボード付き H5－43 電子計算機用キーボード付データ表示機 一

H7－722C フルキーボード付き J5－0 その他の自動販売機及び自動サービス 一

H7－722D 記録機器付き H5－0 その他の電子計算機等 一

H7－722D 記録機器付き H5－1 電子計算機 一

H7－722D 記録機器付き H5－40 周辺機器及び汎用端末機 一

H7－722D 記録機器付き H5－43 電子計算機用キーボード付データ表示機 一

H7－722D 記録機器付き J5－0 その他の自動販売機及び自動サービス 一

H7－722E 送受話器付き H5－0 その他の電子計算機等 一

H7－722E 送受話器付き H5－1 電子計算機 一

H7－722E 送受話器付き H5－40 周辺機器及び汎用端末機 一

H7－722E 送受話器付き H5－43 電子計算機用キーボード付データ表示機 一

H7－722E 送受話器付き J5－0 その他の自動販売機及び自動サービス 一

H7－722F 金銭投入口有り H5－0 その他の電子計算機等 一

H7－722F 金銭投入口有り H5－1 電子計算機 一

H7－722F 金銭投入口有り H5－40 周辺機器及び汎用端末機 一

H7－722F 金銭投入口有り H5－43 電子計算機用キーボード付データ表示機 一

H7－722F 金銭投入口有り J5－0 その他の自動販売機及び自動サービス 一

H7－722G 具体的表示有り H5－0 その他の電子計算機等 一

H7－722G 具体的表示有り H5－1 電子計算機 一

H7－722G 具体的表示有り H5－40 周辺機器及び汎用端末機 一

H7－722G 具体的表示有り H5－43 電子計算機用キーボード付データ表示機 一

H7－722G 具体的表示有り J5－0 その他の自動販売機及び自動サービス 一

H7－723 表示機付き電子計算機等（卓上型） H5－0B その他の電子計算機等（卓上型） 一

H7－723 表示機付き電子計算機等（卓上型） H5－1B 電子計算機（卓上型） 全

H7－723 表示機付き電子計算機等（卓上型） H5－40B 周辺機器及び汎用端末機（卓上型） 一

H7－723 表示機付き電子計算機等（卓上型） H5－40BA 周辺機器及び汎用端末機（卓上型・デー
タ表示機付き）

一

H7－723 表示機付き電子計算機等（卓上型） H5－43B 電子計算機用キーボード付データ表示機
（卓上型）

一

H7－723 表示機付き電子計算機等（卓上型） J5－0 その他の自動販売機及び自動サービス 一

H7－723A その他（ＡＡ～ＡＢを除く） H5－0B その他の電子計算機等（卓上型） 一

H7－723A その他（ＡＡ～ＡＢを除く） H5－1B 電子計算機（卓上型） 一

H7－723A その他（ＡＡ～ＡＢを除く） H5－40B 周辺機器及び汎用端末機（卓上型） 一

H7－723A その他（ＡＡ～ＡＢを除く） H5－40BA 周辺機器及び汎用端末機（卓上型・デー
タ表示機付き）

一

H7－723A その他（ＡＡ～ＡＢを除く） H5－43B 電子計算機用キーボード付データ表示機
（卓上型）

一

H7－723A その他（ＡＡ～ＡＢを除く） J5－0 その他の自動販売機及び自動サービス
機

一

H7－723AA ブラウン管型 H5－0B その他の電子計算機等（卓上型） 一

H7－723AA ブラウン管型 H5－1B 電子計算機（卓上型） 一

H7－723AA ブラウン管型 H5－40B 周辺機器及び汎用端末機（卓上型） 一

H7－723AA ブラウン管型 H5－40BA 周辺機器及び汎用端末機（卓上型・デー
タ表示機付き）

一

H7－723AA ブラウン管型 H5－43B 電子計算機用キーボード付データ表示機
（卓上型）

一

H7－723AA ブラウン管型 J5－0 その他の自動販売機及び自動サービス
機

一

H7－723AB パネル型 H5－0B その他の電子計算機等（卓上型） 一

H7－723AB パネル型 H5－1B 電子計算機（卓上型） 一

H7－723AB パネル型 H5－40B 周辺機器及び汎用端末機（卓上型） 一

H7－723AB パネル型 H5－40BA 周辺機器及び汎用端末機（卓上型・デー
タ表示機付き）

一

H7－723AB パネル型 H5－43B 電子計算機用キーボード付データ表示機
（卓上型）

一

H7－723AB パネル型 J5－0 その他の自動販売機及び自動サービス
機

一

H7－723B プリンター付き H5－0B その他の電子計算機等（卓上型） 一

H7－723B プリンター付き H5－1B 電子計算機（卓上型） 一
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H7－723B プリンター付き H5－40B 周辺機器及び汎用端末機（卓上型） 一

H7－723B プリンター付き H5－40BA 周辺機器及び汎用端末機（卓上型・デー
タ表示機付き）

一

H7－723B プリンター付き H5－43B 電子計算機用キーボード付データ表示機
（卓上型）

一

H7－723B プリンター付き J5－0 その他の自動販売機及び自動サービス 一

H7－723C フルキーボード付き H5－0B その他の電子計算機等（卓上型） 一

H7－723C フルキーボード付き H5－1B 電子計算機（卓上型） 一

H7－723C フルキーボード付き H5－40B 周辺機器及び汎用端末機（卓上型） 一

H7－723C フルキーボード付き H5－40BA 周辺機器及び汎用端末機（卓上型・デー
タ表示機付き）

一

H7－723C フルキーボード付き H5－43B 電子計算機用キーボード付データ表示機
（卓上型）

一

H7－723C フルキーボード付き J5－0 その他の自動販売機及び自動サービス
機

一

H7－723D 記録機器付き H5－0B その他の電子計算機等（卓上型） 一

H7－723D 記録機器付き H5－1B 電子計算機（卓上型） 一

H7－723D 記録機器付き H5－40B 周辺機器及び汎用端末機（卓上型） 一

H7－723D 記録機器付き H5－40BA 周辺機器及び汎用端末機（卓上型・デー
タ表示機付き）

一

H7－723D 記録機器付き H5－43B 電子計算機用キーボード付データ表示機
（卓上型）

一

H7－723D 記録機器付き J5－0 その他の自動販売機及び自動サービス
機

一

H7－723E 送受話器付き H5－0B その他の電子計算機等（卓上型） 一

H7－723E 送受話器付き H5－1B 電子計算機（卓上型） 一

H7－723E 送受話器付き H5－40B 周辺機器及び汎用端末機（卓上型） 一

H7－723E 送受話器付き H5－40BA 周辺機器及び汎用端末機（卓上型・デー
タ表示機付き）

一

H7－723E 送受話器付き H5－43B 電子計算機用キーボード付データ表示機
（卓上型）

一

H7－723E 送受話器付き J5－0 その他の自動販売機及び自動サービス
機

一

H7－723F 金銭投入口有り H5－0B その他の電子計算機等（卓上型） 一

H7－723F 金銭投入口有り H5－1B 電子計算機（卓上型） 一

H7－723F 金銭投入口有り H5－40B 周辺機器及び汎用端末機（卓上型） 一

H7－723F 金銭投入口有り H5－40BA 周辺機器及び汎用端末機（卓上型・デー
タ表示機付き）

一

H7－723F 金銭投入口有り H5－43B 電子計算機用キーボード付データ表示機
（卓上型）

一

H7－723F 金銭投入口有り J5－0 その他の自動販売機及び自動サービス
機

一

H7－723G 具体的表示有り H5－0B その他の電子計算機等（卓上型） 一

H7－723G 具体的表示有り H5－1B 電子計算機（卓上型） 一

H7－723G 具体的表示有り H5－40B 周辺機器及び汎用端末機（卓上型） 一

H7－723G 具体的表示有り H5－40BA 周辺機器及び汎用端末機（卓上型・デー
タ表示機付き）

一

H7－723G 具体的表示有り H5－43B 電子計算機用キーボード付データ表示機
（卓上型）

一

H7－723G 具体的表示有り J5－0 その他の自動販売機及び自動サービス
機

一

H7－724 表示機付き電子計算機等（ノートパソコン
型）

H5－43B 電子計算機用キーボード付データ表示機
（卓上型）

一

H7－724D カメラ付き H5－43B 電子計算機用キーボード付データ表示機
（卓上型）

一

H7－724G 具体的表示有り H5－43B 電子計算機用キーボード付データ表示機
（卓上型）

一

H7－725 表示機付き電子計算機等（携帯型） H5－0B その他の電子計算機等（卓上型） 一

H7－725 表示機付き電子計算機等（携帯型） H5－40 周辺機器及び汎用端末機 一

H7－725 表示機付き電子計算機等（携帯型） H5－40B 周辺機器及び汎用端末機（卓上型） 一

H7－725 表示機付き電子計算機等（携帯型） H5－40BA 周辺機器及び汎用端末機（卓上・データ
表示機付き）

一

H7－725 表示機付き電子計算機等（携帯型） H5－41 データ入力機 一

H7－725 表示機付き電子計算機等（携帯型） H5－41A データ入力機（キーボード型） 一
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H7－725 表示機付き電子計算機等（携帯型） H5－41AA データ入力機（キーボード・タイプライター 一

H7－725 表示機付き電子計算機等（携帯型） H5－43B 電子計算機用キーボード付データ表示機
（卓上型）

一

H7－725A その他（ＡＡ～ＡＦ除く） H5－0B その他の電子計算機等（卓上型） 一

H7－725A その他（ＡＡ～ＡＦ除く） H5－40 周辺機器及び汎用端末機 一

H7－725A その他（ＡＡ～ＡＦ除く） H5－40B 周辺機器及び汎用端末機（卓上型） 一

H7－725A その他（ＡＡ～ＡＦ除く） H5－40BA 周辺機器及び汎用端末機（卓上・データ
表示機付き）

一

H7－725A その他（ＡＡ～ＡＦ除く） H5－41 データ入力機 一

H7－725A その他（ＡＡ～ＡＦ除く） H5－41A データ入力機（キーボード型） 一

H7－725A その他（ＡＡ～ＡＦ除く） H5－41AA データ入力機（キーボード・タイプライター 一

H7－725A その他（ＡＡ～ＡＦ除く） H5－43B 電子計算機用キーボード付データ表示機
（卓上型）

一

H7－725AA ストレート型 H5－0B その他の電子計算機等（卓上型） 一

H7－725AA ストレート型 H5－40 周辺機器及び汎用端末機 一

H7－725AA ストレート型 H5－40B 周辺機器及び汎用端末機（卓上型） 一

H7－725AA ストレート型 H5－40BA 周辺機器及び汎用端末機（卓上・データ
表示機付き）

一

H7－725AA ストレート型 H5－41 データ入力機 一

H7－725AA ストレート型 H5－41A データ入力機（キーボード型） 一

H7－725AA ストレート型 H5－41AA データ入力機（キーボード・タイプライター
型）

一

H7－725AA ストレート型 H5－43B 電子計算機用キーボード付データ表示機
（卓上型）

一

H7－725AB 折畳型 H5－0B その他の電子計算機等（卓上型） 一

H7－725AB 折畳型 H5－40 周辺機器及び汎用端末機 一

H7－725AB 折畳型 H5－40B 周辺機器及び汎用端末機（卓上型） 一

H7－725AB 折畳型 H5－40BA 周辺機器及び汎用端末機（卓上・データ
表示機付き）

一

H7－725AB 折畳型 H5－41 データ入力機 一

H7－725AB 折畳型 H5－41A データ入力機（キーボード型） 一

H7－725AB 折畳型 H5－41AA データ入力機（キーボード・タイプライター
型）

一

H7－725AB 折畳型 H5－43B 電子計算機用キーボード付データ表示機
（卓上型）

一

H7－725AC 回転型 H5－0B その他の電子計算機等（卓上型） 一

H7－725AC 回転型 H5－40 周辺機器及び汎用端末機 一

H7－725AC 回転型 H5－40B 周辺機器及び汎用端末機（卓上型） 一

H7－725AC 回転型 H5－40BA 周辺機器及び汎用端末機（卓上・データ
表示機付き）

一

H7－725AC 回転型 H5－41 データ入力機 一

H7－725AC 回転型 H5－41A データ入力機（キーボード型） 一

H7－725AC 回転型 H5－41AA データ入力機（キーボード・タイプライター
型）

一

H7－725AC 回転型 H5－43B 電子計算機用キーボード付データ表示機
（卓上型）

一

H7－725AD スライド型 H5－0B その他の電子計算機等（卓上型） 一

H7－725AD スライド型 H5－40 周辺機器及び汎用端末機 一

H7－725AD スライド型 H5－40B 周辺機器及び汎用端末機（卓上型） 一

H7－725AD スライド型 H5－40BA 周辺機器及び汎用端末機（卓上・データ
表示機付き）

一

H7－725AD スライド型 H5－41 データ入力機 一

H7－725AD スライド型 H5－41A データ入力機（キーボード型） 一

H7－725AD スライド型 H5－41AA データ入力機（キーボード・タイプライター
型）

一

H7－725AD スライド型 H5－43B 電子計算機用キーボード付データ表示機
（卓上型）

一

H7－725AE フリップ型 H5－0B その他の電子計算機等（卓上型） 一

H7－725AE フリップ型 H5－40 周辺機器及び汎用端末機 一

H7－725AE フリップ型 H5－40B 周辺機器及び汎用端末機（卓上型） 一

H7－725AE フリップ型 H5－40BA 周辺機器及び汎用端末機（卓上・データ
表示機付き）

一
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H7－725AE フリップ型 H5－41 データ入力機 一

H7－725AE フリップ型 H5－41A データ入力機（キーボード型） 一

H7－725AE フリップ型 H5－41AA データ入力機（キーボード・タイプライター 一

H7－725AE フリップ型 H5－43B 電子計算機用キーボード付データ表示機
（卓上型）

一

H7－725AF 腕時計型 H5－0B その他の電子計算機等（卓上型） 一

H7－725AF 腕時計型 H5－40 周辺機器及び汎用端末機 一

H7－725AF 腕時計型 H5－40B 周辺機器及び汎用端末機（卓上型） 一

H7－725AF 腕時計型 H5－40BA 周辺機器及び汎用端末機（卓上・データ
表示機付き）

一

H7－725AF 腕時計型 H5－41 データ入力機 一

H7－725AF 腕時計型 H5－41A データ入力機（キーボード型） 一

H7－725AF 腕時計型 H5－41AA データ入力機（キーボード・タイプライター 一

H7－725AF 腕時計型 H5－43B 電子計算機用キーボード付データ表示機
（卓上型）

一

H7－725B プリンター付き H5－0B その他の電子計算機等（卓上型） 一

H7－725B プリンター付き H5－40 周辺機器及び汎用端末機 一

H7－725B プリンター付き H5－40B 周辺機器及び汎用端末機（卓上型） 一

H7－725B プリンター付き H5－40BA 周辺機器及び汎用端末機（卓上・データ
表示機付き）

一

H7－725B プリンター付き H5－41 データ入力機 一

H7－725B プリンター付き H5－41A データ入力機（キーボード型） 一

H7－725B プリンター付き H5－41AA データ入力機（キーボード・タイプライター
型）

一

H7－725B プリンター付き H5－43B 電子計算機用キーボード付データ表示機
（卓上型）

一

H7－725C フルキーボード付き H5－0B その他の電子計算機等（卓上型） 一

H7－725C フルキーボード付き H5－40 周辺機器及び汎用端末機 一

H7－725C フルキーボード付き H5－40B 周辺機器及び汎用端末機（卓上型） 一

H7－725C フルキーボード付き H5－40BA 周辺機器及び汎用端末機（卓上・データ
表示機付き）

一

H7－725C フルキーボード付き H5－41 データ入力機 一

H7－725C フルキーボード付き H5－41A データ入力機（キーボード型） 一

H7－725C フルキーボード付き H5－41AA データ入力機（キーボード・タイプライター
型）

一

H7－725C フルキーボード付き H5－43B 電子計算機用キーボード付データ表示機
（卓上型）

一

H7－725D カメラ付き H5－0B その他の電子計算機等（卓上型） 一

H7－725D カメラ付き H5－40 周辺機器及び汎用端末機 一

H7－725D カメラ付き H5－40B 周辺機器及び汎用端末機（卓上型） 一

H7－725D カメラ付き H5－40BA 周辺機器及び汎用端末機（卓上・データ
表示機付き）

一

H7－725D カメラ付き H5－41 データ入力機 一

H7－725D カメラ付き H5－41A データ入力機（キーボード型） 一

H7－725D カメラ付き H5－41AA データ入力機（キーボード・タイプライター
型）

一

H7－725D カメラ付き H5－43B 電子計算機用キーボード付データ表示機
（卓上型）

一

H7－725G 具体的表示有り H5－0B その他の電子計算機等（卓上型） 一

H7－725G 具体的表示有り H5－40 周辺機器及び汎用端末機 一

H7－725G 具体的表示有り H5－40B 周辺機器及び汎用端末機（卓上型） 一

H7－725G 具体的表示有り H5－40BA 周辺機器及び汎用端末機（卓上・データ
表示機付き）

一

H7－725G 具体的表示有り H5－41 データ入力機 一

H7－725G 具体的表示有り H5－41A データ入力機（キーボード型） 一

H7－725G 具体的表示有り H5－41AA データ入力機（キーボード・タイプライター
型）

一

H7－725G 具体的表示有り H5－43B 電子計算機用キーボード付データ表示機
（卓上型）

一

H7－726 卓上電子計算機 J4－52 卓上電子計算機 全

H7－726 卓上電子計算機 J4－52A 卓上電子計算機（据置き型・上面矩形） 全
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H7－726 卓上電子計算機 J4－52B 卓上電子計算機（ハンディー型上面縦長
矩形・厚型）

全

H7－726 卓上電子計算機 J4－52C 卓上電子計算機（ハンディー型上面縦長
矩形・薄型）

全

H7－726 卓上電子計算機 J4－52D 卓上電子計算機（ハンディー型・上面横
長矩形）

全

H7－726 卓上電子計算機 J4－53 プリンター付き卓上電子計算機 全

H7－726 卓上電子計算機 J4－53A プリンター付き卓上電子計算機（小型） 全

H7－726 卓上電子計算機 J4－54 付加機能付き卓上電子計算機 全

H7－726 卓上電子計算機 J4－59 卓上計算機部品及び付属品 一

H7－726A 上面矩形以外のもの J4－52 卓上電子計算機 全

H7－726B 付加機能付き J4－54 付加機能付き卓上電子計算機 全

H7－726C プリンター付き J4－53 プリンター付き卓上電子計算機 全

H7－726C プリンター付き J4－53A プリンター付き卓上電子計算機（小型） 全

H7－791 電子計算機等部品 H5－900 電子計算機等部品及び付属品 一

H7－791 電子計算機等部品 H5－910 電子計算機等部品 一

H7－792 電子計算機等付属品 H5－900 電子計算機等部品及び付属品 一

H7－792 電子計算機等付属品 H5－920 電子計算機等付属品 一

J0－0 Ｊ１～Ｊ７に属さないその他の一般機械器
具雑

J0－0 Ｊ１～Ｊ７に属さないその他の一般機械器
具雑

全

J0－1 工業用洗浄機 J0－1 工業用洗浄機 全

J0－2 ロボット K0－020 産業用ロボット 一

J0－2AA 人型 K0－020 産業用ロボット 一

J0－2AB 動物型 K0－020 産業用ロボット 一

J1－000 その他の計量器，測定機械器具及び測
量機械器具

J1－00 その他の計量器，測定機械器具及び測
量機械器具

一

J1－000 その他の計量器，測定機械器具及び測
量機械器具

J1－01 積算度数計 全

J1－000 その他の計量器，測定機械器具及び測
量機械器具

J1－13 測定用投影機 全

J1－02 歩数計 J1－02 歩数計 全

J1－100 長さ計等 J1－10 長さ計等 全

J1－100 長さ計等 J1－110 一般長さ計 全

J1－100 長さ計等 J1－112 回転長さ計 全

J1－111 巻き尺 J1－111 巻き尺 全

J1－1200 工業用長さ計等 J1－120 工業用長さ計等 全

J1－1200 工業用長さ計等 J1－122 マイクロメーター 全

J1－1200 工業用長さ計等 J1－123 ダイヤルゲージ 全

J1－1200 工業用長さ計等 J1－124 ハイトゲージ 全

J1－121 ノギス J1－121 ノギス 全

J1－125 立体物長さ測定器 J1－125 立体物長さ測定器 全

J1－126 角度測定器 J1－126 角度測定器 全

J1－127 高さ基準器等 J1－127 高さ基準器等 全

J1－200 重量計，温度計，体積計等 J1－20 重量計，温度計，体積計等 全

J1－200 重量計，温度計，体積計等 J1－24 熱量計 全

J1－200 重量計，温度計，体積計等 J1－250 体積計及び面積計 全

J1－2100 重量計 J1－210 重量計 一

J1－2100 重量計 J1－210A 重量計（台付き及び皿付き） 一

J1－2100 重量計 J1－210B 重量計（平台型） 一

J1－2100A 台付き及び皿付き J1－210A 重量計（台付き及び皿付き） 一

J1－2100A 台付き及び皿付き J1－210B 重量計（平台型） 一

J1－2101 体重計 J1－210 重量計 一

J1－2101 体重計 J1－210A 重量計（台付き及び皿付き） 一

J1－2101 体重計 J1－210B 重量計（平台型） 一

J1－2190 重量計部品及び付属品 J1－211 重量計用重量検出台 全

J1－2190 重量計部品及び付属品 J1－219 重量計部品及び付属品 全
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J1－220 温度計及び湿度計 J1－22 温度計及び湿度計 全

J1－220 温度計及び湿度計 J1－22A 温度計及び湿度計（壁掛け型） 全

J1－220 温度計及び湿度計 J1－22B 温度計および及び湿度計（シール型） 全

J1－220AA 壁掛け型 J1－22A 温度計及び湿度計（壁掛け型） 全

J1－220AB シール型 J1－22B 温度計および及び湿度計（シール型） 全

J1－230 体温計 J1－23 体温計 全

J1－230 体温計 J1－23A 体温計（棒型） 全

J1－230 体温計 J1－23B 体温計（シール型） 全

J1－251 計量カップ及び計量スプーン J1－251 計量カップ及び計量スプーン 全

J1－300 回転計，流量計等 J1－30 回転計，流量計等 全

J1－300 回転計，流量計等 J1－310 回転計及び速さ計 全

J1－3110 車両用速さ計等 J1－311 車両用速さ計等 一

J1－3200 流量計等 H1－550 ※流量検出器 一

J1－3200 流量計等 J1－320 流量計等 全

J1－3200 流量計等 J1－324 ガソリン量器 全

J1－321 液面計 J1－321 液面計 全

J1－322 水道メーター J1－322 水道メーター 全

J1－323 燃料ガスメーター J1－323 燃料ガスメーター 全

J1－33 圧力計 J1－33 圧力計 全

J1－340 光度計，色彩測定器等 J1－00 ※色彩測定器 一

J1－340 光度計，色彩測定器等 J1－34 光度計 全

J1－340 光度計，色彩測定器等 J1－50 ※色彩測定器 一

J1－340 光度計，色彩測定器等 J1－521 ※色彩測定器 一

J1－400 電気測定器等 J1－40 電気測定器 全

J1－400 電気測定器等 J1－41 設置型電気測定器 全

J1－400 電気測定器等 J1－42 卓上型電気測定器 全

J1－400 電気測定器等 J1－42A 卓上型電気測定器（横長直方体形） 全

J1－400 電気測定器等 J1－42AA 卓上型電気測定器（横長直方体形・直動
指示計付き）

全

J1－400 電気測定器等 J1－42AB 卓上型電気測定器（横長直方体形・デジ
タル指示計付き）

全

J1－400 電気測定器等 J1－42B 卓上型電気測定器（縦長直方体形） 全

J1－400 電気測定器等 J1－42BA 卓上型電気測定器（縦長直方体形・直動
指示計付き）

全

J1－400 電気測定器等 J1－42BB 卓上型電気測定器（縦長直方体形・デジ
タル指示計付き）

全

J1－400 電気測定器等 J1－43 携帯型電気測定器 全

J1－400 電気測定器等 J1－43A 携帯型電気測定器（直動指示計付き） 全

J1－400 電気測定器等 J1－43B 携帯型電気測定器（デジタル指示計付
）

全

J1－400 電気測定器等 J1－44 埋込み型電気測定器 全

J1－400 電気測定器等 J1－44A 埋込み型電気測定器（直動指示計付き） 全

J1－400 電気測定器等 J1－44B 埋込み型電気測定器（デジタル指示計付
）

全

J1－400 電気測定器等 J1－44C 埋込み型電気測定器（自動平衡指示計
付き）

全

J1－400AA 載置型 J1－40 電気測定器 一

J1－400AA 載置型 J1－41 設置型電気測定器 全

J1－400AA 載置型 J1－42 卓上型電気測定器 全

J1－400AA 載置型 J1－42A 卓上型電気測定器（横長直方体形） 全

J1－400AA 載置型 J1－42AA 卓上型電気測定器（横長直方体形・直動
指示計付き）

全

J1－400AA 載置型 J1－42AB 卓上型電気測定器（横長直方体形・デジ
タル指示計付き）

全

J1－400AA 載置型 J1－42B 卓上型電気測定器（縦長直方体形） 全

J1－400AA 載置型 J1－42BA 卓上型電気測定器（縦長直方体形・直動
指示計付き）

全

J1－400AA 載置型 J1－42BB 卓上型電気測定器（縦長直方体形・デジ
タル指示計付き）

全
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J1－400AB ハンディ型 J1－40 電気測定器 一

J1－400AB ハンディ型 J1－43 携帯型電気測定器 全

J1－400AB ハンディ型 J1－43A 携帯型電気測定器（直動指示計付き） 全

J1－400AB ハンディ型 J1－43B 携帯型電気測定器（デジタル指示計付 全

J1－400C 液晶表示部有り J1－40 電気測定器 一

J1－400C 液晶表示部有り J1－41 設置型電気測定器 一

J1－400C 液晶表示部有り J1－42 卓上型電気測定器 一

J1－400C 液晶表示部有り J1－42A 卓上型電気測定器（横長直方体形） 一

J1－400C 液晶表示部有り J1－42AB 卓上型電気測定器（横長直方体形・デジ
タル指示計付き）

一

J1－400C 液晶表示部有り J1－42B 卓上型電気測定器（縦長直方体形） 一

J1－400C 液晶表示部有り J1－42BA 卓上型電気測定器（縦長直方体形・直動
指示計付き）

一

J1－400C 液晶表示部有り J1－42BB 卓上型電気測定器（縦長直方体形・デジ
タル指示計付き）

一

J1－400C 液晶表示部有り J1－43 携帯型電気測定器 一

J1－400C 液晶表示部有り J1－43B 携帯型電気測定器（デジタル指示計付
）

一

J1－400C 液晶表示部有り J1－44 埋込み型電気測定器 一

J1－400C 液晶表示部有り J1－44B 埋込み型電気測定器（デジタル指示計付 一

J1－400D 表示部に文字，数字以外の表示有り J1－40 電気測定器 一

J1－400D 表示部に文字，数字以外の表示有り J1－41 設置型電気測定器 一

J1－400D 表示部に文字，数字以外の表示有り J1－42 卓上型電気測定器 一

J1－400D 表示部に文字，数字以外の表示有り J1－42A 卓上型電気測定器（横長直方体形） 一

J1－400D 表示部に文字，数字以外の表示有り J1－42AB 卓上型電気測定器（横長直方体形・デジ
タル指示計付き）

一

J1－400D 表示部に文字，数字以外の表示有り J1－42B 卓上型電気測定器（縦長直方体形） 一

J1－400D 表示部に文字，数字以外の表示有り J1－42BA 卓上型電気測定器（縦長直方体形・直動
指示計付き）

一

J1－400D 表示部に文字，数字以外の表示有り J1－42BB 卓上型電気測定器（縦長直方体形・デジ
タル指示計付き）

一

J1－400D 表示部に文字，数字以外の表示有り J1－43 携帯型電気測定器 一

J1－400D 表示部に文字，数字以外の表示有り J1－43B 携帯型電気測定器（デジタル指示計付
）

一

J1－400D 表示部に文字，数字以外の表示有り J1－44 埋込み型電気測定器 一

J1－400D 表示部に文字，数字以外の表示有り J1－44B 埋込み型電気測定器（デジタル指示計付
）

一

J1－4500 測定用補助機器 J1－450 測定用補助機器 全

J1－4500 測定用補助機器 J1－451 プロセス用埋込み補助機器 全

J1－4500 測定用補助機器 J1－452 プロセス用差圧伝送器 全

J1－46 測定用波形記録計 J1－46 測定用波形記録計 全

J1－47 オシロスコープ J1－47 オシロスコープ 全

J1－48 通信関連の測定機器 J1－00 ※無線電話機用測定器 一

J1－500 試験又は検査機器及び分析又は測定機
器

J1－35 密度計等 全

J1－500 試験又は検査機器及び分析又は測定機
器

J1－50 測定用試験機器，測定用分析機器，放射
線計器等

一

J1－500 試験又は検査機器及び分析又は測定機
器

J1－510 測定用試験機器 全

J1－500 試験又は検査機器及び分析又は測定機
器

J1－511 電気回路試験器 一

J1－500 試験又は検査機器及び分析又は測定機
器

J1－512 材料試験機 全

J1－500 試験又は検査機器及び分析又は測定機
器

J1－520 測定用分析機器 一

J1－500 試験又は検査機器及び分析又は測定機
器

J1－521 分光光度計等 一

J1－500 試験又は検査機器及び分析又は測定機
器

J1－522 クロマト分析計等 全

J1－500 試験又は検査機器及び分析又は測定機
器

J1－523 ピーエイチ計等 全

J1－500 試験又は検査機器及び分析又は測定機
器

J1－530 公害関連計測器 一

J1－500 試験又は検査機器及び分析又は測定機
器

J1－531 騒音計及び振動計 全

J1－500 試験又は検査機器及び分析又は測定機
器

J1－532 排ガス濃度計等 全

J1－500 試験又は検査機器及び分析又は測定機
器

J1－54 放射線計器 全

J1－500A ハンディ型 J1－35 密度計等 一
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J1－500A ハンディ型 J1－50 測定用試験機器，測定用分析機器，放射
線計器等

一

J1－500A ハンディ型 J1－510 測定用試験機器 一

J1－500A ハンディ型 J1－511 電気回路試験器 一

J1－500A ハンディ型 J1－512 材料試験機 一

J1－500A ハンディ型 J1－520 測定用分析機器 一

J1－500A ハンディ型 J1－521 分光光度計等 一

J1－500A ハンディ型 J1－522 クロマト分析計等 一

J1－500A ハンディ型 J1－523 ピーエイチ計等 一

J1－500A ハンディ型 J1－530 公害関連計測器 一

J1－500A ハンディ型 J1－531 騒音計及び振動計 一

J1－500A ハンディ型 J1－532 排ガス濃度計等 一

J1－500A ハンディ型 J1－54 放射線計器 一

J1－51 生化学用分析機器 J1－520 ※生化学分析機 一

J1－51 生化学用分析機器 J7－30 診断用機械器具 一

J1－519 生化学用分析機器部品及び付属品 J1－90 計量器，測定機械器具及び測量機械器
具部品及び付属品

一

J1－519 生化学用分析機器部品及び付属品 J7－30 診断用機械器具 一

J1－51A ハンディ型 J1－520 ※生化学分析機 一

J1－51A ハンディ型 J7－30 診断用機械器具 一

J1－52 半導体検査機器 J1－511 ※半導体用検査機 一

J1－59 試験又は検査機器及び分析又は測定機
器部品及び付属品

J1－90 計量器，測定機械器具及び測量機械器
具部品及び付属品

一

J1－60 測量機器及び気象観測用計器 J1－60 測量機器及び気象観測用計器 全

J1－610 測量機器 J1－610 測量機器 全

J1－611 トランシット等 J1－611 トランシット等 全

J1－612 方位磁石 J1－612 方位磁石 全

J1－62 気象観測用計器 J1－62 気象観測用計器 全

J1－70 探知機，探傷機 H0－20 探知機等 全

J1－70 探知機，探傷機 H0－21 探知機 一

J1－70 探知機，探傷機 H0－22 探傷機 全

J1－79 探知機，探傷機等用部品及び付属品 H0－29 探知機等部品および付属品 全

J1－79 探知機，探傷機等用部品及び付属品 H1－555 超音波スイッチ，超音波検出器等 一

J1－79A 探触子 H1－555 超音波スイッチ，超音波検出器等 一

J1－8 電子顕微鏡 H0－23 電子顕微鏡 全

J1－900 計量器，測定器械器具及び測量器械器
具部品及び付属品

J1－90 計量器，測定機械器具及び測量機械器
具部品及び付属品

一

J1－900 計量器，測定器械器具及び測量器械器
具部品及び付属品

J1－91 計器用指示針及び計器用記録ペン 全

J1－92 計器用目盛り板 J1－92 計器用目盛り板 全

J1－93 計器用プローブ J1－93 計器用プローブ 全

J1－94 計器用取付け台及び計器用支持台 J1－94 計器用取付け台及び計器用指示台 全

J2－0 その他の時計 J2－0 その他の時計 全

J2－100 砂時計及び日時計等 J2－10 砂時計等 全

J2－100 砂時計及び日時計等 J2－11 砂時計 全

J2－100 砂時計及び日時計等 J2－12 日時計 全

J2－200 懐中時計及び指輪時計等 J2－20 携帯時計 一

J2－200 懐中時計及び指輪時計等 J2－20A 携帯時計（アナログ表示式） 一

J2－200 懐中時計及び指輪時計等 J2－20B 携帯時計（デジタル表示式） 一

J2－200 懐中時計及び指輪時計等 J2－20C 携帯時計（アナログ及びデジタル表示式） 一

J2－200 懐中時計及び指輪時計等 J2－21 指輪時計 全

J2－200 懐中時計及び指輪時計等 J2－21A 指輪時計（アナログ表示式） 全

J2－200 懐中時計及び指輪時計等 J2－21B 指輪時計（デジタル表示式） 全

J2－200 懐中時計及び指輪時計等 J2－21C 指輪時計（アナログ及びデジタル表示式） 全

J2－29 懐中時計及び指輪時計部品及び付属品 J2－29 携帯時計部品及び付属品 全
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J2－300 腕時計 J2－30 腕時計 全

J2－300 腕時計 J2－30A 腕時計（アナログ表示式） 全

J2－300 腕時計 J2－30B 腕時計（デジタル表示式） 全

J2－300 腕時計 J2－30C 腕時計（アナログ及びデジタル表示式） 全

J2－300AA 針表示式 J2－30 腕時計 一

J2－300AA 針表示式 J2－30A 腕時計（アナログ表示式） 一

J2－300AB 針表示式（複数針表示式） J2－30 腕時計 一

J2－300AB 針表示式（複数針表示式） J2－30A 腕時計（アナログ表示式） 一

J2－300AC 文字表示式 J2－30 腕時計 一

J2－300AC 文字表示式 J2－30B 腕時計（デジタル表示式） 全

J2－300AD 針及び文字表示式 J2－30 腕時計 一

J2－300AD 針及び文字表示式 J2－30C 腕時計（アナログ及びデジタル表示式） 全

J2－300BA 正面形状具象形 J2－30 腕時計 一

J2－300BA 正面形状具象形 J2－30A 腕時計（アナログ表示式） 一

J2－300BA 正面形状具象形 J2－30B 腕時計（デジタル表示式） 一

J2－300BA 正面形状具象形 J2－30C 腕時計（アナログ及びデジタル表示式） 一

J2－300BB 正面形状正円形 J2－30 腕時計 一

J2－300BB 正面形状正円形 J2－30A 腕時計（アナログ表示式） 一

J2－300BB 正面形状正円形 J2－30B 腕時計（デジタル表示式） 一

J2－300BB 正面形状正円形 J2－30C 腕時計（アナログ及びデジタル表示式） 一

J2－300BC 正面形状四角形 J2－30 腕時計 一

J2－300BC 正面形状四角形 J2－30A 腕時計（アナログ表示式） 一

J2－300BC 正面形状四角形 J2－30B 腕時計（デジタル表示式） 一

J2－300BC 正面形状四角形 J2－30C 腕時計（アナログ及びデジタル表示式） 一

J2－300C 正面形状上下に非対称 J2－30 腕時計 一

J2－300C 正面形状上下に非対称 J2－30A 腕時計（アナログ表示式） 一

J2－300C 正面形状上下に非対称 J2－30B 腕時計（デジタル表示式） 一

J2－300C 正面形状上下に非対称 J2－30C 腕時計（アナログ及びデジタル表示式） 一

J2－300D 正面形状左右に非対称 J2－30 腕時計 一

J2－300D 正面形状左右に非対称 J2－30A 腕時計（アナログ表示式） 一

J2－300D 正面形状左右に非対称 J2－30B 腕時計（デジタル表示式） 一

J2－300D 正面形状左右に非対称 J2－30C 腕時計（アナログ及びデジタル表示式） 一

J2－300E 本体のみ J2－30 腕時計 一

J2－300E 本体のみ J2－30A 腕時計（アナログ表示式） 一

J2－300E 本体のみ J2－30B 腕時計（デジタル表示式） 一

J2－300E 本体のみ J2－30C 腕時計（アナログ及びデジタル表示式） 一

J2－300F 装飾宝石付き J2－30 腕時計 一

J2－300F 装飾宝石付き J2－30A 腕時計（アナログ表示式） 一

J2－300F 装飾宝石付き J2－30B 腕時計（デジタル表示式） 一

J2－300F 装飾宝石付き J2－30C 腕時計（アナログ及びデジタル表示式） 一

J2－300G 金属バンド付き J2－30 腕時計 一

J2－300G 金属バンド付き J2－30A 腕時計（アナログ表示式） 一

J2－300G 金属バンド付き J2－30B 腕時計（デジタル表示式） 一

J2－300G 金属バンド付き J2－30C 腕時計（アナログ及びデジタル表示式） 一

J2－300H 他機能付き J2－30 腕時計 一

J2－300H 他機能付き J2－30A 腕時計（アナログ表示式） 一

J2－300H 他機能付き J2－30B 腕時計（デジタル表示式） 一

J2－300H 他機能付き J2－30C 腕時計（アナログ及びデジタル表示式） 一

J2－390 腕時計部品及び付属品 J2－390 腕時計部品及び付属品 全

J2－391 腕時計用側 J2－391 腕時計用側 全

J2－391AA 針表示式 J2－391 腕時計用側 一

J2－391AB 針表示式（複数針表示式） J2－391 腕時計用側 一

J2－391AC 文字表示式 J2－391 腕時計用側 一

J2－391AD 針及び文字表示式 J2－391 腕時計用側 一
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J2－391BA 正面形状具象形 J2－391 腕時計用側 一

J2－391BB 正面形状正円形 J2－391 腕時計用側 一

J2－391BC 正面形状四角形 J2－391 腕時計用側 一

J2－391C 正面形状上下に非対称 J2－391 腕時計用側 一

J2－391D 正面形状左右に非対称 J2－391 腕時計用側 一

J2－391E 本体のみ J2－391 腕時計用側 一

J2－391F 装飾宝石付き J2－391 腕時計用側 一

J2－391G 金属バンド付き J2－391 腕時計用側 一

J2－391H 他機能付き J2－391 腕時計用側 一

J2－392 腕時計用バンド J2－392 腕時計バンド 全

J2－400 置時計 J2－20 携帯時計 一

J2－400 置時計 J2－20A 携帯時計（アナログ表示式） 一

J2－400 置時計 J2－20B 携帯時計（デジタル表示式） 一

J2－400 置時計 J2－20C 携帯時計（アナログ及びデジタル表示式） 一

J2－400 置時計 J2－40 置時計 全

J2－400 置時計 J2－40A 置時計（アナログ表示式） 全

J2－400 置時計 J2－40B 置時計（デジタル表示式） 全

J2－400 置時計 J2－40BA 置時計（デジタル表示式・オーディオタイ
マー型）

全

J2－400 置時計 J2－40C 置時計（アナログ及びデジタル表示式） 全

J2－400AA 針表示式 J2－40A 置時計（アナログ表示式） 全

J2－400AC 文字表示式 J2－40B 置時計（デジタル表示式） 全

J2－400AD 針及び文字表示式 J2－40C 置き時計（アナログ及びデジタル表示式） 全

J2－400BA 正面形状具象形 J2－40 置き時計 一

J2－400BA 正面形状具象形 J2－40A 置時計（アナログ表示式） 一

J2－400BA 正面形状具象形 J2－40B 置時計（デジタル表示式） 一

J2－400BA 正面形状具象形 J2－40C 置き時計（アナログ及びデジタル表示式） 一

J2－400BC 正面形状四角形 J2－40 置き時計 一

J2－400BC 正面形状四角形 J2－40A 置時計（アナログ表示式） 一

J2－400BC 正面形状四角形 J2－40B 置時計（デジタル表示式） 一

J2－400BC 正面形状四角形 J2－40C 置き時計（アナログ及びデジタル表示式） 一

J2－400H 他機能付き J2－40 置き時計 一

J2－400H 他機能付き J2－40A 置時計（アナログ表示式） 一

J2－400H 他機能付き J2－40B 置時計（デジタル表示式） 一

J2－400H 他機能付き J2－40BA 置時計（デジタル表示式・オーディオタイ
マー型）

全

J2－400H 他機能付き J2－40C 置き時計（アナログ及びデジタル表示式） 一

J2－400J 蓋有り J2－20 携帯時計 一

J2－400J 蓋有り J2－20A 携帯時計（アナログ表示式） 一

J2－400J 蓋有り J2－20B 携帯時計（デジタル表示式） 一

J2－400J 蓋有り J2－20C 携帯時計（アナログ及びデジタル表示式） 一

J2－400J 蓋有り J2－40 置き時計 一

J2－400J 蓋有り J2－40A 置時計（アナログ表示式） 一

J2－400J 蓋有り J2－40B 置時計（デジタル表示式） 一

J2－400J 蓋有り J2－40C 置き時計（アナログ及びデジタル表示式） 一

J2－400K 小型携帯用 J2－20 携帯時計 一

J2－400K 小型携帯用 J2－20A 携帯時計（アナログ表示式） 一

J2－400K 小型携帯用 J2－20B 携帯時計（デジタル表示式） 一

J2－400K 小型携帯用 J2－20C 携帯時計（アナログ及びデジタル表示式） 一

J2－400K 小型携帯用 J2－40 置き時計 一

J2－400K 小型携帯用 J2－40A 置時計（アナログ表示式） 一

J2－400K 小型携帯用 J2－40B 置時計（デジタル表示式） 一

J2－400K 小型携帯用 J2－40C 置き時計（アナログ及びデジタル表示式） 一

J2－49 置時計部品及び付属品 J2－49 置時計部品及び付属品 全
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J2－500 掛け時計 J2－50 掛け時計 全

J2－500 掛け時計 J2－50A 掛け時計（アナログ表示式） 全

J2－500 掛け時計 J2－50B 掛け時計（デジタル表示式） 全

J2－500 掛け時計 J2－50C 掛け時計（アナログ及びデジタル表示式） 全

J2－500AA 針表示式 J2－50A 掛け時計（アナログ表示式） 全

J2－500AC 文字表示式 J2－50B 掛け時計（デジタル表示式） 全

J2－500AD 針及び文字表示式 J2－50C 掛け時計（アナログ及びデジタル表示式） 全

J2－500BA 正面形状具象形 J2－50 掛け時計 一

J2－500BA 正面形状具象形 J2－50A 掛け時計（アナログ表示式） 一

J2－500BA 正面形状具象形 J2－50B 掛け時計（デジタル表示式） 一

J2－500BA 正面形状具象形 J2－50C 掛け時計（アナログ及びデジタル表示式） 一

J2－500BB 正面形状正円形 J2－50 掛け時計 一

J2－500BB 正面形状正円形 J2－50A 掛け時計（アナログ表示式） 一

J2－500BB 正面形状正円形 J2－50B 掛け時計（デジタル表示式） 一

J2－500BB 正面形状正円形 J2－50C 掛け時計（アナログ及びデジタル表示式） 一

J2－500BC 正面形状四角形 J2－50 掛け時計 一

J2－500BC 正面形状四角形 J2－50A 掛け時計（アナログ表示式） 一

J2－500BC 正面形状四角形 J2－50B 掛け時計（デジタル表示式） 一

J2－500BC 正面形状四角形 J2－50C 掛け時計（アナログ及びデジタル表示式） 一

J2－500K 振り子有り J2－50 掛け時計 一

J2－500K 振り子有り J2－50A 掛け時計（アナログ表示式） 一

J2－500K 振り子有り J2－50B 掛け時計（デジタル表示式） 一

J2－500K 振り子有り J2－50C 掛け時計（アナログ及びデジタル表示式） 一

J2－59 掛け時計部品及び付属品 J2－59 掛け時計部品及び付属品 全

J2－6 ストップウォッチ J2－6 ストップウォッチ 全

J2－7 ベルタイマー等 J2－7 ベルタイマー等 全

J2－90 時計部品及び付属品 J2－90 時計部品及び付属品 全

J2－90A 時計用機械体 J2－90 ※時計用機械体 一

J2－91 時計文字盤 J2－91 時計文字盤 全

J2－92 時計用前面板 J2－92 時計用前面板 全

J2－93 時計用見切り板 J2－93 時計用見切り板 全

J2－94 時計針 J2－94 時計針 全

J3－00 その他の光学機械器具 J3－0 その他の光学機械器具 全

J3－00 その他の光学機械器具 J3－6 マイクロフィルム用機械器具 全

J3－10 望遠鏡等 J3－10 望遠鏡等 全

J3－11 望遠鏡 J3－11 望遠鏡 全

J3－12 双眼鏡 J3－12 双眼鏡 全

J3－13 顕微鏡 J3－13 顕微鏡 全

J3－14 拡大鏡 J3－14 拡大鏡 全

J3－19 望遠鏡等部品及び付属品 J3－19 望遠鏡等部品及び付属品 全

J3－200 カメラ等 H4－310 テレビカメラ 一

J3－21 特殊カメラ H4－30 テレビカメラ 一

J3－21 特殊カメラ H4－310 テレビカメラ 一

J3－21 特殊カメラ J3－20 カメラ 一

J3－22 フィルム記録式カメラ J3－20 カメラ 一

J3－22 フィルム記録式カメラ J3－20A カメラ（一眼レフ型） 全

J3－22 フィルム記録式カメラ J3－20B カメラ（透視ファインダー型） 全

J3－22 フィルム記録式カメラ J3－20C カメラ（ポケット型） 全

J3－22A 一眼レフ型 J3－20A カメラ（一眼レフ型） 全

J3－22B 透視ファインダー型 J3－20 カメラ 一

J3－22B 透視ファインダー型 J3－20B カメラ（透視ファインダー型） 一

J3－22B 透視ファインダー型 J3－20C カメラ（ポケット型） 一

J3－22BA 透視ファインダー型・大型レンズカバー有 J3－20 カメラ 一

J3－22BA 透視ファインダー型・大型レンズカバー有 J3－20B カメラ（透視ファインダー型） 一
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J3－22BA 透視ファインダー型・大型レンズカバー有 J3－20C カメラ（ポケット型） 一

J3－22G 表示部に具体的表示有り J3－20 カメラ 一

J3－22G 表示部に具体的表示有り J3－20A カメラ（一眼レフ型） 一

J3－22G 表示部に具体的表示有り J3－20B カメラ（透視ファインダー型） 一

J3－22G 表示部に具体的表示有り J3－20C カメラ（ポケット型） 一

J3－230 テレビカメラ H4－30 テレビカメラ 一

J3－230 テレビカメラ H4－310 テレビカメラ 一

J3－231 情報記録機付きテレビカメラ H4－311 ビデオテープレコーダー付きテレビカメラ 全

J3－231 情報記録機付きテレビカメラ H4－312 磁気スチルカメラ等 全

J3－231A 一眼レフ型 H4－311 ビデオテープレコーダー付きテレビカメラ 一

J3－231A 一眼レフ型 H4－312 磁気スチルカメラ等 一

J3－231B 透視ファインダー型 H4－311 ビデオテープレコーダー付きテレビカメラ 一

J3－231B 透視ファインダー型 H4－312 磁気スチルカメラ等 一

J3－231BA 透視ファインダー型・大型レンズカバー有 H4－311 ビデオテープレコーダー付きテレビカメラ 一

J3－231BA 透視ファインダー型・大型レンズカバー有 H4－312 磁気スチルカメラ等 一

J3－231C ビデオテープレコーダー等付きテレビカメ
ラ型

H4－311 ビデオテープレコーダー付きテレビカメラ 一

J3－231C ビデオテープレコーダー等付きテレビカメ
ラ型

H4－312 磁気スチルカメラ等 一

J3－231G 具体的表示有り H4－311 ビデオテープレコーダー付きテレビカメラ 一

J3－231G 具体的表示有り H4－312 磁気スチルカメラ等 一

J3－2910 カメラ等部品 H4－319 テレビカメラ用部品及び付属品 一

J3－2910 カメラ等部品 J3－290 カメラ部品及び付属品 一

J3－2911 カメラレンズ J3－31 カメラ用レンズ 全

J3－2912 カメラ用フィルター，フード等 H4－319 テレビカメラ用部品及び付属品 一

J3－2912 カメラ用フィルター，フード等 J3－32 カメラ用フィルター 全

J3－2913 カメラ用ファインダー H4－319 テレビカメラ用部品及び付属品 一

J3－2913 カメラ用ファインダー J3－291 カメラ用ファインダー 全

J3－2920 カメラ等付属品 H4－319 テレビカメラ用部品及び付属品 一

J3－2920 カメラ等付属品 J3－290 カメラ部品及び付属品 一

J3－2920 カメラ等付属品 J3－30 カメラ用品 全

J3－2921 カメラ用三脚・台等 H4－319 テレビカメラ用部品及び付属品 一

J3－2921 カメラ用三脚・台等 J3－33 カメラ用三脚 全

J3－2922 カメラ用発光器 D3－621 撮影用投光器及び舞台用投光器 一

J3－2922 カメラ用発光器 H4－319 テレビカメラ用部品及び付属品 一

J3－2922 カメラ用発光器 J3－34 カメラ用発光器 全

J3－2923 カメラ用グリップ及びカメラ用巻き上げ機 H4－319 テレビカメラ用部品及び付属品 一

J3－2923 カメラ用グリップ及びカメラ用巻き上げ機 J3－35 カメラ用グリップ及びカメラ用巻き上げ機 全

J3－2924 カメラ用計測器 H4－319 テレビカメラ用部品及び付属品 一

J3－2924 カメラ用計測器 J3－36 カメラ用計測器 全

J3－2925 写真用フィルム等 J3－37 写真用フィルム等 全

J3－2926 カメラ用ケース等 H4－319 テレビカメラ用部品及び付属品 一

J3－2926 カメラ用ケース等 J3－38 カメラケース等 全

J3－400 写真用処理機械器具 J3－40 写真用処理機械器具 全

J3－400 写真用処理機械器具 J3－42 引き伸し機 全

J3－41 写真用プリンター及び写真用現像機 J3－41 写真用プリンター及び写真用現像機 全

J3－500 投影機等 J3－50 投影機 全

J3－500 投影機等 J3－51 スライド映写機 全

J3－500 投影機等 J3－52 オーバーヘッドプロジェクター 全

J3－53 投影機用スクリーン J3－70 映画用機械器具（映写スクリーン） 一

J3－700 映画用機械器具 J3－70 映画用機械器具 一

J3－700 映画用機械器具 J3－71 映画用撮影機 全

J3－700 映画用機械器具 J3－72 映画用映写機 全

J4－0 その他の事務用機械器具 J4－0 その他の事務用機械器具 全
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J4－100 タイプライター J4－10 タイプライター 全

J4－100 タイプライター J4－11 和文タイプライター 全

J4－100 タイプライター J4－12 欧文タイプライター 全

J4－19 タイプライター部品及び付属品 J4－19 タイプライター部品及び付属品 全

J4－3 時間記録機 J4－3 時間記録機 全

J4－40 貨幣証券処理機械 J4－40 貨幣証券処理機械 全

J4－41 貨幣計数機及び証券計数機 J4－41 貨幣計数機及び証券計数機 全

J4－42 貨幣包装機及び証券包装機 J4－42 貨幣包装機及び証券包装機 全

J4－49 貨幣証券処理機械部品及び付属品 J4－49 貨幣証券処理機械部品及び付属品 全

J4－500 卓上計算機 J4－50 卓上計算機 全

J4－500 卓上計算機 J4－51 電動計算機 全

J4－500 卓上計算機 J4－59 卓上計算機部品及び付属品 一

J4－600 金銭登録機等 J4－60 金銭登録機等 全

J4－600 金銭登録機等 J4－62 会計機 一

J4－610 金銭登録機 J4－61 金銭登録機 全

J4－610 金銭登録機 J4－61A 金銭登録機（卓上加算機型） 全

J4－610 金銭登録機 J4－61B 金銭登録機（卓上表示器型） 全

J4－610 金銭登録機 J4－61C 金銭登録機（金銭収納箱無し型） 全

J4－610 金銭登録機 J4－62 会計機 一

J4－610A 表示器無し J4－61 金銭登録機 一

J4－610A 表示器無し J4－61A 金銭登録機（卓上加算機型） 一

J4－610A 表示器無し J4－61B 金銭登録機（卓上表示器型） 一

J4－610A 表示器無し J4－61C 金銭登録機（金銭収納箱無し型） 一

J4－610A 表示器無し J4－62 会計機 一

J4－610B テンキー若しくはキーボード無し J4－61 金銭登録機 一

J4－610B テンキー若しくはキーボード無し J4－61A 金銭登録機（卓上加算機型） 一

J4－610B テンキー若しくはキーボード無し J4－61B 金銭登録機（卓上表示器型） 一

J4－610B テンキー若しくはキーボード無し J4－61C 金銭登録機（金銭収納箱無し型） 一

J4－610B テンキー若しくはキーボード無し J4－62 会計機 一

J4－610C 金銭収納箱無し J4－61C 金銭登録機（金銭収納箱無し型） 全

J4－69 金銭登録機等部品及び付属品 J4－69 金銭登録機等部品および及び付属品 全

J4－9 事務用機械器具部品及び付属品 J4－9 事務用機械器具部品及び付属品 全

J5－00 その他の自動販売機及び自動サービス H5－0 ※整理券発行機 一

J5－00 その他の自動販売機及び自動サービス J5－0 その他の自動販売機及び自動サービス 一

J5－01 一組の自動販売機セット J5－100 ※一組の自動販売機セット 一

J5－02 写真自動作成販売機 J5－0 その他の自動販売機及び自動サービス 一

J5－1000 自動販売機 J5－100 自動販売機 一

J5－1000 自動販売機 J5－100A 自動販売機（壁取付け型及び卓上型） 全

J5－1000 自動販売機 J5－100B 自動販売機（床置直方体標準型） 全

J5－1000 自動販売機 J5－100C 自動販売機（商品陳列型） 全

J5－1000 自動販売機 J5－100CA 自動販売機（冷蔵用ショーケース型） 全

J5－1000 自動販売機 J5－100D 自動販売機（床置横長大型） 全

J5－1000 自動販売機 J5－101 電気，ガス等特殊商品自動販売機 全

J5－1000 自動販売機 J5－103 おみくじ自動販売機 全

J5－1000AA 壁取付け型及び卓上型 J5－100A 自動販売機（壁取付け型及び卓上型） 全

J5－1000AB 床置直方体標準型 J5－100B 自動販売機（床置直方体標準型） 全

J5－1000AC 商品陳列型 J5－100C 自動販売機（商品陳列型） 全

J5－1020 券自動販売機 J5－1020 券自動販売機 全

J5－1021 乗車券自動販売機 J5－1021 乗車券自動販売機 全

J5－110 飲料自動販売機 J5－11 飲料自動販売機 全

J5－110 飲料自動販売機 J5－11A 飲料自動販売機（卓上型） 全

J5－110 飲料自動販売機 J5－11B 飲料自動販売機（床置直方体標準型） 全

J5－110A 床置直方体標準型 J5－11B 飲料自動販売機（床置直方体標準型） 全

J5－120 容器入り飲料自動販売機 J5－12 容器入り飲料自動販売機 全
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J5－120 容器入り飲料自動販売機 J5－12A 容器入り飲料自動販売機（卓上型） 全

J5－120 容器入り飲料自動販売機 J5－12B 容器入り飲料自動販売機（床置直方体標
準型）

全

J5－120A 床置直方体標準型 J5－12B 容器入り飲料自動販売機（床置直方体標
準型）

全

J5－130 たばこ自動販売機 J5－13 たばこ自動販売機 全

J5－130 たばこ自動販売機 J5－13A たばこ自動販売機（卓上型） 全

J5－130 たばこ自動販売機 J5－13B たばこ自動販売機（床置直方体標準型） 全

J5－130A 床置直方体標準型 J5－13B たばこ自動販売機（床置直方体標準型） 全

J5－19 自動販売機部品及び付属品 J5－19 自動販売機部品及び付属品 全

J5－20 自動貸出し機 J5－20 自動貸出し機 全

J5－21 パチンコ玉自動貸出し機 J5－21 パチンコ玉自動貸出し機等 全

J5－29 自動貸出し機部品及び付属品 J5－29 自動貸出し機部品及び付属品 全

J5－30 貨幣サービス機器 J5－30 貨幣サービス機器 全

J5－31 両替機 J5－31 両替機 全

J5－320 自動精算機 J5－32 自動精算機 一

J5－33 現金自動預入支払機 J5－33 現金自動預入支払機 全

J5－39 貨幣サービス機器部品及び付属品 J5－39 貨幣サービス機器部品及び付属品 全

J5－40 自動改札機 J5－40 自動改札機 全

J5－49 自動改札機部品及び付属品 J5－49 自動改札機部品及び付属品 全

J5－900 自動販売機及び自動サービス機部品及
び付属品

J5－90 自動販売機及び自動サービス機部品及
び付属品

一

J5－91 自動販売機及び自動サービス機用貨幣
判別機及び自動販売機及び自動サービ
ス機用貨幣計数機

J5－91 自動販売機及び自動サービス機用貨幣
判別機及び自動販売機及び自動サービ
ス機用貨幣計数機

全

J6－00 その他の保安機械器具等 J6－0 その他の保安機械器具等 一

J6－01 保安用警告灯 H2－63A ※回転警告灯 一

J6－01 保安用警告灯 J6－43 自動車用回転警告灯 一

J6－01A 車載型 J6－43 自動車用回転警告灯 一

J6－10 作業用保安器具 J6－10 作業用保安器具 全

J6－11 作業用身体保護具 J6－11 作業用身体保護具 全

J6－11A 作業用マスク J6－11 ※作業用マスク，防じんマスク 一

J6－12 作業用墜落防止器具 J6－12 作業用墜落防止器具 全

J6－19 作業用保安器具部品及び付属品 J6－19 作業用保安器具部品及び付属品 全

J6－20 救命器具 J6－20 救命器具 全

J6－29 救命器具部品及び付属品 J6－29 救命器具部品及び付属品 全

J6－300 防犯防災用機器 J6－0 ※警棒，催涙スプレー，スタンガン 一

J6－300 防犯防災用機器 J6－30 防災用機器 一

J6－310 消火器，消火栓等 J6－31 消火器，消火栓等（消防ホース用ノズル） 一

J6－310A 消火ホースノズル J6－31 消火器，消火栓等（消防ホース用ノズル） 一

J6－319 消火器，消火栓等部品及び付属品 J6－39 ※消火器スタンド 一

J6－390 防犯防災用機器部品及び付属品 J6－39 防災用機器部品及び付属品 一

J6－400 交通安全用機器 J6－40 交通安全用機器 一

J6－400 交通安全用機器 L2－530 道路管理用品 全

J6－400 交通安全用機器 L2－531 ※路面表示具 一

J6－41 交通信号機 J6－41 交通信号機 全

J6－420 道路用反射具及び遮光具 J6－42 道路用反射鏡及び道路用反射器 全

J6－420 道路用反射具及び遮光具 L2－532 道路安全維持具等 全

J6－430 交通安全用灯器 J6－40 ※誘導灯 一

J6－430 交通安全用灯器 J6－43 ※浮標灯 一

J6－430A 携帯型 J6－40 ※交通整理用誘導灯，携帯信号灯 一

J6－44 道路用びょう L2－531 道路用びょう 一

J6－49 交通安全用機器部品及び付属品 J6－49 交通安全用機器部品及び付属品 全

J6－5 公害防止用機器 J6－5 公害防止用機器 全

J6－6 武器 J6－6 武器 全
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J7－0 その他の医療用機械器具 J7－0 その他の医療用機械器具 全

J7－100 医療用品等 J7－10 医療用品等 一

J7－11 医薬品 J7－11 医薬品 全

J7－11A 経口薬 J7－11 医薬品 全

J7－14 補聴器 J7－14 補聴器 全

J7－15 救急箱 J7－15 救急箱 全

J7－160 あんま器等 J7－16 あんま器等 全

J7－160 あんま器等 J7－16A あんま器等（電動ハンディー型） 全

J7－160 あんま器等 J7－16B あんま器等（平板マット型） 全

J7－160 あんま器等 J7－16C あんま器等（いす型） 全

J7－160 あんま器等 J7－16D あんま器等（ベルトマッサージ型） 全

J7－160AA 電動ハンディー型 J7－16A あんま器等（電動ハンディー型） 全

J7－160AB いす型 J7－16C あんま器等（いす型） 全

J7－20 診療施設用機械器具 J7－20 診療施設用機械器具 全

J7－210 医療用診察台 J7－21 手術台 全

J7－210 医療用診察台 J7－22 患者監視機付き医療用ベッド 全

J7－23 患者運搬車 J7－23 患者運搬車 全

J7－24 医療用保管収納設備具 J7－24 医療用保管収納設備具 全

J7－300 診断用機械器具 J7－30 診断用機械器具 一

J7－300 診断用機械器具 J7－31 聴診器及び打診器 全

J7－32 舌圧子，消息子及び医科用鏡器 J7－32 舌圧子，消息子及び医科用鏡器 全

J7－330 生体現象監視検査用機械器具 J7－330 生体現象監視検査用機械器具 全

J7－331 血圧検査用機械器具 J7－331 血圧検査用機械器具 全

J7－340 生体機能検査用機械器具 J7－340 生体機能検査用機械器具 全

J7－341 検眼用機械器具 J7－341 検眼用機械器具 全

J7－35 医療用身体採寸具 J7－35 医療用身体採寸具 全

J7－360 医療用撮影機及び関連機械器具 J7－360 医療用撮影機及び関連機械器具 一

J7－360A 撮影機または照射器をもつもの J7－360 医療用撮影機及び関連機械器具 一

J7－360B 撮影台をもつもの J7－360 医療用撮影機及び関連機械器具 一

J7－361 医療用エックス線カメラ J7－361 医療用エックス線カメラ 全

J7－362 一組の医療用エックス線撮影機セット J7－10 ※一組の医療用エックス線撮影機セッ 一

J7－400 手術用機械器具及び処置用機械器具 J7－40 手術用機械器具及び処置用機械器具 一

J7－400 手術用機械器具及び処置用機械器具 J7－45 麻酔機械器具 全

J7－400 手術用機械器具及び処置用機械器具 J7－47 医療用身体洗浄器 全

J7－400A 容器が現れているもの J7－40 ※輸液容器 一

J7－400B 容器が現れているもので，袋状のもの J7－40 ※輸液バッグ 一

J7－41 手術用鋼製器具及び処置用鋼製器具 J7－41 手術用鋼製器具及び処置用鋼製器具 全

J7－42 注射器具及び穿刺器具 J7－42 注射器具及び穿刺器具 全

J7－43 嘴管，体液誘導管等 J7－43 嘴管，体液誘導管等 全

J7－44 医療用噴霧機械器具及び医療用吸入機
械器具

J7－44 医療用噴霧機械器具及び医療用吸入機
械器具

全

J7－46 内臓機能代用器 J7－46 内臓機能代用器 全

J7－500 理学的療法機械器具 J7－50 理学的療法機械器具 全

J7－500 理学的療法機械器具 J7－53 鍼治療器 全

J7－51 熱治療器 J7－51 熱治療器 全

J7－52 磁気治療器 J7－52 磁気治療器 全

J7－54 低周波治療器 J7－54 低周波治療器 全

J7－55 光線治療器 J7－55 光線治療器 全

J7－56 治療浴機 J7－56 治療浴機 全

J7－57 医療用イオン発生機等 J7－57 医療用イオン発生機等 全

J7－60 歯科用機械器具 J7－60 歯科用機械器具 全

J7－61 歯科診察室用機械器具 J7－61 歯科診察室用機械器具 全

J7－62 歯科診察用器具 J7－62 歯科診察用器具 全

J7－70 機能回復用機械器具及び更正用機械器 J7－70 機能回復用機械器具及び更正用機械器 全
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J7－70A 身体の一部を形成するもの J7－70 ※義手，義足，眼内レンズ，人工骨，
人工関節，整形用インプラント

一

J7－710 車いす J7－71 車いす 一

K0－000 Ｋ１～Ｋ９に属さないその他の産業用機械
器具雑

K0－00 Ｋ１～Ｋ９に属さないその他の産業用機械
器具雑

一

K0－000A エアダスター K0－00 ※エアダスター，エアブローガン 一

K0－01 機械用部材供給機 K0－01 機械用部品供給機 全

K0－0200 産業用ロボット K0－020 産業用ロボット 一

K0－0200 産業用ロボット K0－020A 産業用ロボット（関節型） 全

K0－0200 産業用ロボット K0－020B 産業用ロボット（直角座標型） 全

K0－0200A 関節型 K0－020A 産業用ロボット（関節型） 全

K0－0200B 直角座標型 K0－020B 産業用ロボット（直角座標型） 全

K0－029 産業用ロボット部品及び付属品 K0－029 産業用ロボット部品及び付属品 全

K0－1 製紙機 K0－1 製紙機 全

K0－20 印刷機及び製版機 K0－20 印刷機及び製版機 全

K0－21 印刷用製版機 K0－21 印刷用製版機 全

K0－2200 印刷機，印刷具等 F2－210 事務用印刷具 全

K0－2200 印刷機，印刷具等 F2－211 謄写版 全

K0－2200 印刷機，印刷具等 F2－212 事務用印刷器 全

K0－2200 印刷機，印刷具等 K0－220 印刷機 全

K0－2290 印刷機，印刷具等部品及び付属品 F2－219 事務用印刷具部品及び付属品 全

K0－2290 印刷機，印刷具等部品及び付属品 K0－229 印刷機部品及び付属品 全

K0－230 写真植字機 K0－230 写真植字機 全

K0－239 写真植字機部品及び付属品 K0－239 写真植字機部品及び付属品 全

K0－240 製本機 F2－8340 ※丁合機 一

K0－240 製本機 F2－8341 ※丁合機 一

K0－240 製本機 K0－24 製本機 一

K0－30 塗装用機械器具 K0－30 塗装用機械器具 全

K0－31 塗装用器具 K0－31 塗装用器具 全

K0－320 塗装機 K0－32 塗装機 全

K0－320 塗装機 K0－32A 塗装機（噴霧型） 全

K0－320A 噴霧型 K0－32A 塗装機（噴霧型） 全

K0－39 塗装用機械器具部品及び付属品 K0－39 塗装用機械器具部品及び付属品 全

K0－40 工業用炉及び工業用窯 K0－40 工業用炉及び工業用窯 全

K0－41 工業用乾燥機 K0－41 工業用乾燥機 全

K0－490 工業用炉及び工業用窯部品及び付属品 K0－490 工業用炉及び工業用窯部品及び付属品 全

K0－491 焼成炉用間隔保持具 K0－491 焼成炉用間隔保持具 全

K0－500 廃棄物処理機械等 K0－50 廃棄物処理機械等 一

K0－500 廃棄物処理機械等 K0－51 もみがらかまど 全

K0－520 焼却炉等 K0－52 廃棄物焼却炉 一

K0－53 空き缶潰し器 K0－50 ※空缶潰し器，ペットボトル潰し器 一

K0－53 空き缶潰し器 K0－52 ※空缶潰し器，ペットボトル潰し器 一

K0－59 廃棄物処理機械等部品及び付属品 K0－59 廃棄物処理機械等部品及び付属品 全

K0－60 包装機又はこん包機 K0－60 包装機又はこん包機 全

K0－61 包装用充てん機 K0－61 包装用充てん機 全

K0－62 こん包機及び結束機 K0－62 こん包機及び結束機 全

K0－70 電線加工機及びプリント配線加工機 K0－03 電線加工機及びプリント配線加工機 一

K0－790 電線加工機及びプリント配線加工機部品
及び付属品

K0－03 電線加工機及びプリント配線加工機 一

K0－790A 半導体製造機器関連保持具 K0－03 電線加工機及びプリント配線加工機 一

K0－790B 略円形状，略円筒形状のもの K0－03 電線加工機及びプリント配線加工機 一

K1－000 その他の利器及び工具 K1－00 その他の利器及び工具 一

K1－02 半田ごて K1－02 半田ごて 全

K1－03 左官用こて K1－03 左官用こて 全

K1－04 左官用スクレーパー及び左官用塗りべら K1－04 左官用スクレーパー及び左官用塗りべら 全
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K1－05 利器用定規 K1－05 利器用定規 全

K1－06 充填材注入器 K1－00 その他の利器及び工具 一

K1－10 手動刃物 K1－10 手動刃物 全

K1－1100 ナイフ K1－110 ナイフ 全

K1－1100 ナイフ K1－110A ナイフ（鉛筆削り型） 全

K1－1100 ナイフ K1－110B ナイフ（直状型） 全

K1－1100 ナイフ K1－110C ナイフ（折り畳み型） 全

K1－1100 ナイフ K1－110D ナイフ（飛出し型） 全

K1－1100 ナイフ K1－111 切出し 全

K1－1100AA 直状型 K1－110B ナイフ（直状型） 全

K1－1100AB 折畳み型 K1－110C ナイフ（折り畳み型） 全

K1－119 ナイフ部品及び付属品 K1－119 ナイフ部品及び付属品 全

K1－1200 手動カッター K1－120 手動カッター 全

K1－1200 手動カッター K1－122 アンプルカッター 全

K1－121 タイルカッター K1－121 タイルカッター 全

K1－123 開封用カッター K1－123 開袋用カッター 全

K1－124 工作用カッター K1－124 工作用カッター 全

K1－129 手動カッター部品及び付属品 K1－129 手動カッター部品及び付属品 全

K1－1300 はさみ K1－130 はさみ 全

K1－1300 はさみ K1－135 電気はさみ 全

K1－131 握りはさみ K1－131 握りはさみ 全

K1－131A ケース有り K1－131 握りはさみ 一

K1－132 理髪はさみ及び洋はさみ K1－132 理髪用はさみ及び洋はさみ 全

K1－132A ケース有り K1－132 理髪用はさみ及び洋はさみ 一

K1－132B 理髪用梳きはさみ K1－132 理髪用はさみ及び洋はさみ 一

K1－133 金切りはさみ及び植木はさみ K1－133 金切りはさみ及び植木はさみ 全

K1－134 刈り込みはさみ K1－134 刈り込みはさみ 全

K1－139 はさみ部品及び付属品 K1－139 はさみ部品及び付属品 全

K1－19 手動刃物部品及び付属品 K1－19 手動刃物部品及び付属品 全

K1－200 手動作業工具 K1－200 手動作業工具 全

K1－2010 自動車専用工具 K1－2010 自動車専用工具 全

K1－2011 タイヤ交換器 K1－2011 タイヤ交換器 全

K1－202 パイプ作業用工具 K1－202 パイプ作業用工具 全

K1－203 宝石作業用工具及び時計作業用工具 K1－203 宝石作業用工具及び時計作業用工具 全

K1－204 磁性作業用工具 K1－204 磁性作業用工具 全

K1－210 大工用切削手道具 K1－210 大工用切削手道具 全

K1－211 のみ K1－211 のみ 全

K1－212 かんな K1－212 かんな 全

K1－2130 のこぎり K1－2130 のこぎり 全

K1－2131 ハクソーフレーム K1－2131 ハクソーフレーム 全

K1－214 きり K1－214 きり 全

K1－2190 大工用切削手道具部品及び付属品 K1－2190 大工用切削手道具部品及び付属品 全

K1－2191 のみ用刃 K1－2191 のみ用刃 全

K1－2192 かんな刃 K1－2192 かんな刃 全

K1－2193 大工用切削手工具の柄 K1－2193 大工用切削手工具の柄 全

K1－2200 切断手動工具，挟持手動工具等 K1－220 切断手動工具，挟持手動工具等 全

K1－2200 切断手動工具，挟持手動工具等 K1－220A 切断手動工具，挟持手動工具等（交さ 全

K1－2200A 交さ型 K1－220 切断手動工具，挟持手動工具等 一

K1－2200A 交さ型 K1－220A 切断手動工具，挟持手動工具等（交さ 全

K1－221 ペンチ及びニッパー K1－221 ペンチ及びニッパー 全

K1－222 プライヤー K1－222 プライヤー 全

K1－223 ボルトクリッパー K1－223 ボルトクリッパー 全

K1－224 鉄筋カッター K1－224 鉄筋カッター 全

K1－225 穴抜き具 K1－225 穴抜き具 全
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K1－226 ねじ切り手動工具 K1－226 ねじ切り手動工具 全

K1－227 被覆線剥離具 K1－227 被覆線剥離具 全

K1－230 回動作業用手動工具 K1－230 回動作業用手動工具 全

K1－2310 ドライバー K1－2310 ドライバー 全

K1－2319 ドライバー部品及び付属品 K1－23190 ドライバー部品及び付属品 一

K1－23191 ドライバー用柄 K1－23191 ドライバー用柄 全

K1－2320 レンチ又はスパナ K1－2320 レンチ又はスパナ 全

K1－2321 片口スパナ及び両口スパナ K1－2321 片口スパナ及び両口スパナ 全

K1－2322 眼鏡レンチ K1－2322 眼鏡レンチ 全

K1－2323 トルクレンチ K1－2323 トルクレンチ 全

K1－2324 ボックスレンチ K1－2324 ボックスレンチ 全

K1－2325 モンキーレンチ及びパイプレンチ K1－2325 モンキーレンチ及びパイプレンチ 全

K1－2326 ベルトレンチ及び鎖レンチ K1－2326 ベルトレンチ及び鎖レンチ 全

K1－23290 レンチ又はスパナ部品及び付属品 K1－23290 レンチ又はスパナ部品及び付属品 全

K1－23291 レンチ用又はスパナ用柄 K1－23291 レンチ用又はスパナ用柄 全

K1－240 折曲げ作業用手動工具及び打ち込み作
業用手動工具

K1－240 折曲げ作業用手動工具及び打ち込み作
業用手動工具

全

K1－241 折曲げ作業用手動工具 K1－241 折曲げ作業用手動工具 全

K1－2420 打ち込み作業用手動工具 K1－2420 打ち込み作業用手動工具 全

K1－24210 つち K1－24210 つち 全

K1－24219 つち部品 K1－24219 つち部品 全

K1－2422 センターポンチ及びくぎ締め K1－2422 センターポンチ及びくぎ締め 全

K1－2423 くぎ抜き及びバール K1－2423 くぎ抜き及びバール 全

K1－2500 着脱作業用手動工具 K1－250 着脱作業用手動工具 全

K1－2500 着脱作業用手動工具 K1－250A 着脱作業用手動工具（交叉型） 全

K1－2500A 交さ型 K1－250 着脱作業用手動工具 一

K1－2500A 交さ型 K1－250A 着脱作業用手動工具（交叉型） 全

K1－251 電気部品抜取り具 K1－251 電気部品抜取り具 全

K1－252 マンホール蓋開け具 K1－252 マンホール蓋開け具 全

K1－260 圧着作業用手動工具 K1－260 圧着作業用手動工具 全

K1－261 電線端子接続工具 K1－261 電線端子接続工具 全

K1－270 狭圧固定作業用手動工具 K1－270 狭圧固定作業用手動工具 全

K1－271 万力 K1－271 万力 全

K1－272 シャコ万力 K1－272 シャコ万力 全

K1－280 研削作業手動工具及び研磨作業手動工 K1－280 研削作業手動工具及び研磨作業手動工 全

K1－281 砥石 K1－281 砥石 全

K1－282 やすり K1－282 やすり 全

K1－283 刃物研磨具 K1－283 刃物研磨具 全

K1－30 携帯用動力工具 K1－30 携帯用動力工具 全

K1－310 携帯用動力切削工具 K1－310 携帯用動力切削工具 全

K1－311 携帯用動力切断機 K1－311 携帯用動力切断機 全

K1－312 携帯用動力かんな K1－312 携帯用動力かんな 全

K1－313 携帯用動力ルーター K1－313 携帯用動力ルーター 全

K1－31500 携帯用動力のこぎり K1－3150 携帯用動力のこぎり 全

K1－31500 携帯用動力のこぎり K1－3153 携帯用動力帯のこ 全

K1－3151 携帯用動力丸のこ K1－3151 携帯用動力丸のこ 全

K1－3154 携帯用動力ジグソー K1－3154 携帯用動力ジグソー 全

K1－3155 携帯用動力チェーンソー K1－3155 携帯用動力チェーンソー 全

K1－320 携帯用動力研削工具及び携帯用動力研
磨工具

K1－320 携帯用動力研削工具及び携帯用動力研
磨工具

全

K1－3210 携帯用動力グラインダー K1－321 携帯用動力グラインダー 全

K1－3210 携帯用動力グラインダー K1－321A 携帯用動力グラインダー（ディスク型） 全

K1－3210 携帯用動力グラインダー K1－321B 携帯用動力グラインダー（ペンシル型） 全

K1－322 携帯用動力サンダー K1－322 携帯用動力サンダー 全
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K1－323 携帯用動力ポリッシャー K1－323 携帯用動力ポリッシャー 全

K1－324 携帯用動力刃物研ぎ機 K1－324 携帯用動力刃物研ぎ機 全

K1－330 携帯用動力回動工具 K1－330 携帯用動力回動工具 全

K1－3310 携帯用動力ドライバー K1－3140 携帯用動力ドリル 全

K1－3310 携帯用動力ドライバー K1－3140A 携帯用動力ドリル（ピストル型） 全

K1－3310 携帯用動力ドライバー K1－3140B 携帯用動力ドリル（後押し型） 全

K1－3310 携帯用動力ドライバー K1－331 携帯用動力ドライバー 全

K1－3310AA ピストル型 K1－3140 携帯用動力ドリル 一

K1－3310AA ピストル型 K1－3140A 携帯用動力ドリル（ピストル型） 全

K1－3310AA ピストル型 K1－331 携帯用動力ドライバー 一

K1－3310AB 後押し型 K1－3140 携帯用動力ドリル 一

K1－3310AB 後押し型 K1－3140B 携帯用動力ドリル（後押し型） 全

K1－3310AB 後押し型 K1－331 携帯用動力ドライバー 一

K1－3319 携帯用動力ドライバー及びドリル部品及
び付属品

K1－3149 携帯用動力ドリル部品及び付属品 一

K1－3319 携帯用動力ドライバー及びドリル部品及
び付属品

K1－39 携帯用動力工具部品及び付属品 一

K1－33191 ドリルチャック K1－23190 ※携帯用動力ドライバービットホル 一

K1－33191 ドリルチャック K1－3149 ※ドリルチャック 一

K1－332 携帯用動力レンチ K1－332 携帯用動力レンチ 全

K1－333 携帯用ボール盤 K1－3141 携帯用ボール盤 全

K1－34 携帯用動力打込み具 K1－34 携帯用動力打込み具 全

K1－35 携帯用動力衝撃工具 K1－35 携帯用動力衝撃工具 全

K1－36 携帯用動力圧着工具 K1－36 携帯用動力圧着工具 全

K1－37 携帯用動力折曲げ工具 K1－37 携帯用動力折曲げ工具 全

K1－390 携帯用動力工具部品及び付属品 K1－39 携帯用動力工具部品及び付属品 一

K1－400 機械工具 K1－400 機械工具 全

K1－401 フライス及びギヤカッター K1－401 フライス及びギヤカッター 全

K1－402 リーマー K1－402 リーマー 全

K1－403 ねじ切り工具 K1－4030 ねじ切り工具 全

K1－403 ねじ切り工具 K1－4031 タップ 全

K1－403 ねじ切り工具 K1－4032 ダイス及びチェザー 全

K1－404 ブローチ盤用ブローチ K1－404 ブローチ盤用ブローチ 全

K1－405 バイト K1－405 バイト 全

K1－406 チップ K1－406 チップ 全

K1－40700 ドリル K1－39 携帯動力工具部品及び付属品 一

K1－40700 ドリル K1－4070 ドリル 全

K1－40700 ドリル K1－4070A ドリル（螺旋刃型） 全

K1－40700 ドリル K1－40710 木工用きり 全

K1－40700 ドリル K1－40711 椎茸栽培用原木穴開け機のきり 全

K1－40700 ドリル K1－40712 木工用螺旋きり 全

K1－40700 ドリル K1－40713 仮枠用きり 全

K1－40700A 螺旋刃型 K1－39 携帯動力工具部品及び付属品 一

K1－40700A 螺旋刃型 K1－4070 ドリル 一

K1－40700A 螺旋刃型 K1－4070A ドリル（螺旋刃型） 全

K1－40700A 螺旋刃型 K1－40710 木工用きり 一

K1－40700A 螺旋刃型 K1－40711 椎茸栽培用原木穴開け機のきり 一

K1－40700A 螺旋刃型 K1－40712 木工用螺旋きり 一

K1－40700A 螺旋刃型 K1－40713 仮枠用きり 一

K1－4072 紙用穴開けきり K1－4072 紙用穴開けきり 全

K1－4080 コアビット，コアドリル等 K1－4080 コアビット，コアドリル等 全

K1－4081 ロックビット K1－4081 ロックビット 全

K1－410 機械用耐摩耗工具 K1－410 機械用耐摩耗工具 全

K1－411 機械仕上げ用ドレッサー K1－411 機械仕上げ用ドレッサー 全
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K1－412 回転切断砥石 K1－412 回転切断砥石 全

K1－4130 回転円盤砥石 K1－413 回転円盤砥石 全

K1－4130 回転円盤砥石 K1－413A 回転円盤砥石（平型） 全

K1－4130 回転円盤砥石 K1－413B 回転円盤砥石（平・中央凹部無し型） 全

K1－4130 回転円盤砥石 K1－413C 回転円盤砥石（外周凹凸形状型） 全

K1－4130A 平型 K1－413 回転円盤砥石 一

K1－4130A 平型 K1－413A 回転円盤砥石（平型） 一

K1－4130A 平型 K1－413B 回転円盤砥石（平・中央凹部無し型） 一

K1－4130A 平型 K1－413C 回転円盤砥石（外周凹凸形状型） 一

K1－4130B 平・中央凹部無し型 K1－413 回転円盤砥石 一

K1－4130B 平・中央凹部無し型 K1－413A 回転円盤砥石（平型） 一

K1－4130B 平・中央凹部無し型 K1－413B 回転円盤砥石（平・中央凹部無し型） 一

K1－4130B 平・中央凹部無し型 K1－413C 回転円盤砥石（外周凹凸形状型） 一

K1－4130C 外周凹凸形状型 K1－413 回転円盤砥石 一

K1－4130C 外周凹凸形状型 K1－413A 回転円盤砥石（平型） 一

K1－4130C 外周凹凸形状型 K1－413B 回転円盤砥石（平・中央凹部無し型） 一

K1－4130C 外周凹凸形状型 K1－413C 回転円盤砥石（外周凹凸形状型） 一

K1－414 研磨紙及び研磨布 K1－414 研磨紙及び研磨布 全

K1－415 動力工具用回転ブラシ K1－415 動力工具用回転ブラシ 全

K1－420 機械刃物 K1－420 機械刃物 全

K1－421 丸のこ刃 K1－421 丸のこ刃 全

K1－422 円筒のこ刃 K1－422 円筒のこ刃 全

K1－423 糸のこ刃及び帯のこ刃 K1－423 糸のこ刃及び帯のこ刃 全

K1－424 剛性物質切削帯のこ刃 K1－424 剛性物質切削帯のこ刃 全

K1－425 電気かんな用刃 K1－425 電気かんな用刃 全

K1－426 角のみ盤用角のみ K1－426 角のみ盤用角のみ 全

K1－427 木工用円形回転刃 K1－427 木工用円形回転刃 全

K1－428 溝切り，座ぐりきり又は面取りカッター K1－428 溝切り，座ぐりきり又は面取りカッター 全

K1－50 工具入れ，工作台等 K1－50 工具入れ，工作台等 全

K1－51 腰つり用工具入れ K1－51 腰つり用工具入れ 全

K1－52 利器工具用鞘等 K1－52 利器工具用鞘等 全

K1－53 工具箱 K1－53 工具箱 全

K1－54 工具用キャビネット及び工具車 K1－54 工具用キャビネット及び工具車 全

K1－55 工作台 K1－55 工作台 全

K1－60 金型 K1－60 金型 全

K1－61 コンクリートブロック用金型 K1－61 コンクリートブロック用金型 全

K1－69 金型部品及び付属品 K1－69 金型部品及び付属品 全

K2－000 その他の漁業用機械器具 K2－00 その他の漁業用機械器具 一

K2－01 釣用足場板 K2－01 釣用足場板 全

K2－10 漁網及びのり網等 K2－10 漁網及びのり網 全

K2－11 たも網 K2－11 たも網 全

K2－190 漁網及びのり網等部品及び付属品 K2－190 漁網及びのり網部品及び付属品 全

K2－191 漁網用いわ及び漁網用浮き K2－191 漁網用いわ及び漁網用浮き 全

K2－2 栽培漁業用設備機器 K2－2 栽培漁業用設備機器 全

K2－30 釣元用具 K2－30 釣元用具 全

K2－31 釣針 K2－31 釣針 全

K2－320 擬餌及び擬餌針 K2－32 擬餌及び擬餌針 全

K2－320 擬餌及び擬餌針 K2－32A 擬餌及び擬餌針（毛針型） 全

K2－320 擬餌及び擬餌針 K2－32B 擬餌及び擬餌針（イカ釣型） 全

K2－320 擬餌及び擬餌針 K2－32C 擬餌及び擬餌針（イカ型） 全

K2－320AA 毛針型 K2－32A 擬餌及び擬餌針（毛針型） 全

K2－320AB イカ釣型 K2－32B 擬餌及び擬餌針（イカ釣型） 全

K2－320AC 魚型 K2－32 擬餌及び擬餌針 一

K2－320AC 魚型 K2－32C 擬餌及び擬餌針（イカ型） 全
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K2－320AD 昆虫型 K2－32 擬餌及び擬餌針 一

K2－33 釣用撚り戻し K2－33 釣用撚り戻し 全

K2－34 釣用おもり K2－34 釣用おもり 全

K2－35 釣用浮き K2－35 釣用浮き 全

K2－40 釣ざお K2－40 釣ざお 全

K2－40A 元竿 K2－40 ※元竿 一

K2－4900 釣ざお部品及び付属品 K2－490 釣ざお部品及び付属品 一

K2－4910 釣ざお用握り柄 K2－491 釣ざお用握り柄 一

K2－4910 釣ざお用握り柄 K2－491A 釣ざお用握り柄（おの用柄型） 一

K2－4920 釣ざお用ガイド K2－492 釣ざお用ガイド 全

K2－4920 釣ざお用ガイド K2－492A 釣ざお用ガイド（単脚型） 全

K2－4920 釣ざお用ガイド K2－492B 釣ざお用ガイド（多脚型） 全

K2－4920 釣ざお用ガイド K2－492C 釣ざお用ガイド（トップガイド型） 全

K2－4920AA 単脚型 K2－492A 釣ざお用ガイド（単脚型） 全

K2－4920AB 多脚型 K2－492B 釣ざお用ガイド（多脚型） 全

K2－4920AC トップガイド型 K2－492C 釣ざお用ガイド（トップガイド型） 全

K2－493 釣ざお用保護具 K2－493 釣ざお用保護具 全

K2－494 釣ざお支持具 K2－494 釣ざお支持具 全

K2－495 釣ざお用リールシート K2－490 ※釣ざお用リールシート 一

K2－495 釣ざお用リールシート K2－491 ※釣ざお用リール取付け具 一

K2－495 釣ざお用リールシート K2－491A 釣ざお用握り柄（おの用柄型） 一

K2－500 釣用リール K2－50 釣用リール 全

K2－500 釣用リール K2－50A 釣用リール（両軸型） 全

K2－500 釣用リール K2－50AA 釣用リール（両軸・円形型） 全

K2－500 釣用リール K2－50B 釣用リール（スピニング型） 全

K2－500 釣用リール K2－50C 釣用リール（クローズドフェイス型） 全

K2－500 釣用リール K2－50D 釣用リール（片軸型） 全

K2－500AA 両軸円形型 K2－50AA 釣用リール（両軸・円形型） 全

K2－500AB 両軸型（円形型除く） K2－50A 釣用リール（両軸型） 全

K2－500AC 電動型 K2－50 ※釣用電動リール 一

K2－500AD スピニング型 K2－50B 釣用リール（スピニング型） 全

K2－590 釣用リール部品及び付属品 K2－590 釣用リール部品及び付属品 全

K2－591 釣用リールのスプール K2－591 釣用リールのスプール 全

K2－592 釣用リールのハンドル K2－592 釣用リールのハンドル 全

K2－60 釣用バケツ及び釣用魚入れ K2－00 ※撒き餌用バケツ 一

K2－60 釣用バケツ及び釣用魚入れ K2－6 釣用びく及び釣用魚入れ 全

K2－70 釣用具入れ等 K2－7 釣用具入れ 一

K2－71 釣竿用ケース K2－7 ※釣竿用ケース 一

K2－72 釣用小物ケース K2－7 ※釣用小物入れ 一

K2－73 釣用仕掛け巻き K2－7 ※仕掛け巻き 一

K3－0 その他の農業用機械器具，鉱山機械及
び建設機械

K3－0 その他の農業機械器具，鉱山機械及び
建設機械

全

K3－01 堆肥製造用生ゴミ処理機 K0－50 ※家庭用生ゴミ処理機 一

K3－01 堆肥製造用生ゴミ処理機 K3－100 ※コンポスト 一

K3－1000 農業用機械器具 K3－100 農業用機械器具 一

K3－101 農業用わら加工機械器具， K3－101 農業用わら加工機械器具 全

K3－110 耕運整地機械器具 K3－110 耕運整地機械器具 全

K3－1110 動力耕運機 K3－111 動力耕運機 全

K3－1110 動力耕運機 K3－127 中耕除草機 全

K3－1110DA 独立したキャビン有り K3－111 動力耕運機 一

K3－1110DA 独立したキャビン有り K3－127 中耕除草機 一

K3－1110DB キャノピー有り K3－111 動力耕運機 一

K3－1110DB キャノピー有り K3－127 中耕除草機 一

K3－112 床土調整用砕土機 K3－112 床土調整用砕土機 全
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K3－1190 耕運整地機械器具部品及び付属品 K3－1190 耕運整地機械器具部品及び付属品 全

K3－1191 動力耕運機用耕運刃 K3－1191 動力耕運機用耕運刃 全

K3－120 栽培管理用機械器具 K3－120 栽培管理用機械器具 全

K3－121 施肥機 K3－121 施肥機 全

K3－122 育苗機 K3－122 育苗機 全

K3－123 食菌栽培器 K3－123 食菌栽培器 全

K3－124 播種機 K3－124 播種機 全

K3－1250 田植機 K3－1250 田植機 全

K3－1250DA 独立したキャビン有り K3－1250 田植機 一

K3－1250DB キャノピー有り K3－1250 田植機 一

K3－1259 田植機部品及び付属品 K3－1259 田植機部品及び付属品 全

K3－126 移植機 K3－126 移植機 全

K3－1280 ビニールハウス L3－30 ※ビニールハウス 一

K3－12890 ビニールハウス部品及び付属品 L3－390 組立て温室及びビニールハウス部品及び
付属品

一

K3－12891 ビニールハウス用枠 L3－391 組立て温室用枠及びビニールハウス用 一

K3－12892 ビニールハウス用枠連結具 L3－392 組立て温室用枠連結具及びビニールハ
ウス用枠連結具

一

K3－12893 ビニールハウス用シート止め具 L3－393 ビニールハウス用シート止め具 一

K3－1290 栽培管理用機械器具部品及び付属品 K3－129 栽培管理用機械器具部品及び付属品 一

K3－1291 栽培管理用杭 K3－129 栽培管理用機械器具部品及び付属品 一

K3－1291 栽培管理用杭 L3－393 ビニールハウス用シート止め具 一

K3－130 農業用駆除機械器具，防除機械器具及
び捕獲用機械器具

K3－130 農業用駆除機械器具，防除機械器具及
び捕獲用機械器具

全

K3－1310 農薬散布機 K3－131 農薬散布機 全

K3－1310 農薬散布機 K3－131A 農薬散布機（背負い型） 全

K3－1310A 背負い型 K3－131A 農薬散布機（背負い型） 全

K3－140 収穫機及び収穫物調整用機械器具 K3－140 収穫機及び収穫物調整用機械器具 全

K3－141 農作物乾燥用掛け具 K3－141 農作物乾燥用掛け具 全

K3－142 掘取り収穫機 K3－142 掘取り収穫機 全

K3－14300 刈取り機 K3－1430 刈取り機 全

K3－14300 刈取り機 K3－1430A 刈取り機（バインダー型） 全

K3－14300 刈取り機 K3－1430B 刈取り機（コンバイン型） 全

K3－14300 刈取り機 K3－1430C 刈取り機（バリカン型） 全

K3－14300 刈取り機 K3－1430D 刈取り機（杵付き刈払い機型） 全

K3－14300 刈取り機 K3－1430E 刈取り機（手押し型） 全

K3－14300 刈取り機 K3－1430F 刈取り機（手持ちレシプロ型） 全

K3－14300AA バインダー型 K3－1430A 刈取り機（バインダー型） 全

K3－14300AB コンバイン型 K3－1430B 刈取り機（コンバイン型） 全

K3－14300AC バリカン型 K3－1430C 刈取り機（バリカン型） 全

K3－14300AD 桿付き刈払い機型 K3－1430D 刈取り機（杵付き刈払い機型） 全

K3－14300AE 手押し型 K3－1430E 刈取り機（手押し型） 全

K3－14300AF 手持ちレシプロ型 K3－1430F 刈取り機（手持ちレシプロ型） 全

K3－14300D 独立したキャビン有り K3－1430 刈取り機 一

K3－14300D 独立したキャビン有り K3－1430B 刈取り機（コンバイン型） 一

K3－14390 刈取り機部品及び付属品 K3－14390 刈取り機部品及び付属品 全

K3－14391 刈取り機用刃 K3－14391 刈取り機用刃 全

K3－14392 刈取り機用コンベヤーつめ K3－14392 刈取り機用コンベヤーつめ 全

K3－144 脱穀機 K3－144 脱穀機 全

K3－145 もみすり機 K3－145 もみすり機 全

K3－146 農業用選別機等 K3－146 農業用選別機 全

K3－147 農業用搬送機 K3－147 農業用搬送機 全

K3－1480 農業用貯蔵機及び農業用乾燥機等 K3－1480 農業用貯蔵機及び農業用乾燥機 全

K3－14810 農業用乾燥機 K3－14810 農業用乾燥機 全

K3－14811 葉たばこ乾燥機 K3－14811 葉たばこ乾燥機 全
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K3－150 果樹園芸用機械器具又は花木園芸用機
械器具

K3－150 果樹園芸用機械器具又は花木園芸用機
械器具

全

K3－1510 果樹用支柱等 K3－151 果樹用支柱等 一

K3－1510A フェンス型 K3－151 果樹用支柱等 一

K3－1511 果樹用支柱用継ぎ手 K3－151 果樹用支柱等 一

K3－152 果樹用防虫袋 K3－152 果樹用防虫袋 全

K3－153 水栽培器 K3－153 水栽培器 全

K3－154 散水ホース巻き取り機 K3－154 散水ホース巻き取り機 全

K3－155 じょうろ K3－155 じょうろ 全

K3－15600 植木鉢 K3－1560 植木鉢 全

K3－15600 植木鉢 K3－1560A 植木鉢（丸型） 全

K3－15600 植木鉢 K3－1560B 植木鉢（角型） 全

K3－15600AA 平面丸型 K3－1560A 植木鉢（丸型） 全

K3－15600AB 平面角型 K3－1560B 植木鉢（角型） 全

K3－15600B 壁掛け型 K3－1560 植木鉢 一

K3－15690 植木鉢部品及び付属品 K3－15690 植木鉢部品及び付属品 全

K3－15691 植木鉢カバー K3－15691 植木鉢カバー 全

K3－15692 植木鉢用受け皿 K3－15692 植木鉢用受け皿 全

K3－1600 農業用利器 K3－160 農業用利器 一

K3－161 農業用くま手 K3－161 農業用くま手 全

K3－162 かま K3－162 かま 全

K3－1630 ショベル K3－160 農業用利器 一

K3－1630 ショベル K3－163 ショベル 全

K3－1630A 雪かき用 K3－160 農業用利器 一

K3－164 移植ごて K3－164 移植ごて 全

K3－165 スノーダンプ K3－160 ※スノーダンプ 一

K3－169 農業用利器部品及び付属品 K3－169 農業用利器部品及び付属品 全

K3－190 農業用機械具部品及び付属品 K3－190 農業用機械具部品及び付属品 全

K3－191 農業用車輪 K3－191 農業用車輪 全

K3－20 養蚕機械器具，養蜂機械器具及び畜産
用機械器具

K3－20 養蚕機械器具，養蜂機械器具及び畜産
用機械器具

全

K3－21 養蚕機械器具及び養蜂機械器具 K3－21 養蚕機械器具及び養蜂機械器具 全

K3－220 畜産機械器具又は動物飼育用機械器具 K3－220 畜産機械器具又は動物飼育用機械器具 全

K3－221 飼料裁断機 K3－221 飼料裁断機 全

K3－222 家畜用給餌機 K3－222 家畜用給餌機 全

K3－3000 鉱山機械及び建設機械 K3－300 鉱山機械及び建設機械 全

K3－3000 鉱山機械及び建設機械 K3－31 鉱山機械 一

K3－3000 鉱山機械及び建設機械 K3－320 建設機械 一

K3－3210 建設用自走式機械等 K3－3210 建設用自走機械 全

K3－3210DA 独立したキャビン有り K3－3210 建設用自走機械 一

K3－3210DB キャノピー有り K3－3210 建設用自走機械 一

K3－3211 建設用自走式掘削機 K3－3211 建設用自走穴掘り機 全

K3－3211DA 独立したキャビン有り K3－3211 建設用自走穴掘り機 一

K3－3211DB キャノピー有り K3－3211 建設用自走穴掘り機 一

K3－3212 建設用自走式クレーン G2－230 クレーン車 一

K3－3212DA 独立したキャビン有り G2－230 クレーン車 一

K3－3212DB キャノピー有り G2－230 クレーン車 一

K3－3219 建設用自走式機械等部品及び付属品 K3－32190 建設用自走機械部品及び付属品 一

K3－32191 建設用自走式機械等のバケット K3－32191 建設用自走機械のバケット 全

K3－32192 建設用自走式機械等のバケット交換具 K3－32190 建設用自走機械部品及び付属品 一

K3－322 くい打ち機及びくい抜き機 K3－322 くい打ち機及びくい抜き機 全

K3－3230 鉱山及び建設用穿孔機，推進機等 K3－31 ※鉱山用穿孔機，さく岩機 一

K3－3230 鉱山及び建設用穿孔機，推進機等 K3－320 ※推進機 一

K3－3230 鉱山及び建設用穿孔機，推進機等 K3－323 建設用穴掘り機及び農業用穴掘り機 全
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K3－32400 整地機械器具 K3－3240 整地機械器具 全

K3－32400 整地機械器具 K3－3241 整地用ローラー 全

K3－32400 整地機械器具 K3－3242 ダンパー及びランマー 全

K3－32400DA 独立したキャビン有り K3－3240 整地機械器具 一

K3－32400DA 独立したキャビン有り K3－3241 整地用ローラー 一

K3－32400DB キャノピー有り K3－3240 整地機械器具 一

K3－32400DB キャノピー有り K3－3241 整地用ローラー 一

K3－32500 コンクリート機械 K3－3250 コンクリート機械 全

K3－32500 コンクリート機械 K3－32510 コンクリートミキサー及びモルタルミキ 全

K3－3259 コンクリート機械部品及び付属品 K3－301 鉱山用ホッパー及び建築用ホッパー 全

K3－3259 コンクリート機械部品及び付属品 K3－32519 コンクリートミキサー及びモルタルミキ
サー部品及び付属品

全

K3－326 舗装機械 K3－326 舗装機械 全

K3－32700 水上建設作業用機械及び水底土木作業
用機械

K3－3270 水上建設作業用機械及び水底土木作業
用機械

全

K3－32700 水上建設作業用機械及び水底土木作業
用機械

K3－3271 浚渫機械 全

K3－328 除雪機 K3－328 除雪機 全

K3－3900 鉱山機械及び建設機械部品及び付属品 K3－3272 砕岩棒 全

K3－3900 鉱山機械及び建設機械部品及び付属品 K3－329 建設機械部品及び付属品 全

K3－3900 鉱山機械及び建設機械部品及び付属品 K3－390 鉱山機械及び建設機械部品及び付属品 全

K3－3900 鉱山機械及び建設機械部品及び付属品 K3－391 鉱山機械用切削刃及び建設機械用切削 一

K3－3910 鉱山機械用切削刃及び建設機械用切削 K3－391 鉱山機械用切削刃及び建設機械用切削 一

K3－400 破砕機，磨砕機及び選別機 K3－40 破砕機，磨砕機及び選別機 全

K3－400 破砕機，磨砕機及び選別機 K3－42 破砕機用補助機及び磨砕機用補助機 全

K3－400 破砕機，磨砕機及び選別機 K3－43 鉱山用選別機及び土木用選別機 全

K3－41 破砕機及び磨砕機 K3－41 破砕機及び磨砕機 全

K3－4900 破砕機，磨砕機及び選別機部品及び付 K3－490 破砕機，磨砕機及び選別機部品及び付 一

K3－491 破砕機用刃 K3－491 破砕機用刃 全

K3－492 破砕機用ライナ K3－490 ※破砕機用ライナ 一

K4－0 その他の食料加工機械等 K4－0 その他の食料加工機械等 全

K4－10 精穀機 K4－10 精穀機 全

K4－11 製粉機 K4－11 製粉機 全

K4－12 穀類混合機 K4－12 穀類混合機 全

K4－19 精穀機部品及び付属品 K4－19 精穀機部品及び付属品 全

K4－20 業務用食品洗浄機 K4－20 業務用食品洗浄機 全

K4－21 業務用洗米機 K4－21 業務用洗米機 全

K4－30 業務用食品切截機 K4－30 業務用食品切截機 全

K4－39 業務用食品切截機部品及び付属品 K4－39 業務用食品切截機部品及び付属品 全

K4－40 業務用食品混合機又は業務用食品かく
はん機

K4－40 業務用食品混合機又は業務用食品かく
はん機

全

K4－49 業務用食品混合機又は業務用食品かく
はん機部品及び付属品

K4－49 業務用食品混合機又は業務用食品かく
はん機部品及び付属品

全

K4－50 製菓機，製パン機及び製めん機 K4－50 製菓機，製パン機及び製めん機 全

K4－51 業務用アイスクリーム製造機 K4－51 業務用アイスクリーム製造機 全

K4－52 業務用製めん機及び業務用もちつき機 K4－52 業務用製めん機及び業務用もちつき機 全

K4－6 のり加工機械器具 K4－6 のり加工機械器具 全

K4－70 業務用食品加熱機器 K4－70 業務用食品加熱機器 全

K4－71 業務用オーブン K4－71 業務用オーブン 全

K4－72 業務用かま K4－72 業務用かま 全

K4－90 食料加工機械部品及び付属品 K4－90 食料加工機械部品及び付属品 全

K4－91 食料加工機用成形金型 K4－91 食料加工機用成形金型 全

K5－0 その他の繊維機械及びミシン K5－0 その他の繊維機械及びミシン 全

K5－10 繊維機械 K5－10 繊維機械 全

K5－11 紡績機械 K5－11 紡績機械 全
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K5－119 紡績機械用部品及び付属品 K5－190 繊維機械部品及び付属品 一

K5－119 紡績機械用部品及び付属品 K5－191 紡績機械用リング及び紡績機械機械用ト
ラベラー

全

K5－119 紡績機械用部品及び付属品 K5－192 紡績機械用ボビン 全

K5－12 製織準備機械 K5－12 製織準備機械 全

K5－1300 織機 K5－130 織機 全

K5－1300 織機 K5－131 力織機 全

K5－1300 織機 K5－132 手織り機 全

K5－139 織機用部品及び付属品 K5－190 繊維機械部品及び付属品 一

K5－139 織機用部品及び付属品 K5－193 織機用シャトル 全

K5－139 織機用部品及び付属品 K5－194 織機用おさ 全

K5－1500 染色機械等 K5－150 染色仕上機械等 全

K5－1500 染色機械等 K5－151 染色機械 全

K5－1500 染色機械等 K5－152 染色仕上機械 全

K5－1600 編み機 K5－14 メリヤス機械 全

K5－1600 編み機 K5－160 手編み機 全

K5－16900 編み機用部品及び付属品 K5－1690 手編み機部品及び付属品 全

K5－16900 編み機用部品及び付属品 K5－1691 手編み機用キャリッジ 全

K5－16900 編み機用部品及び付属品 K5－1692 手編み機用編み針 全

K5－17 蚕糸機械 K5－17 蚕糸機械 全

K5－1900 繊維機械部品及び付属品 K5－190 繊維機械部品及び付属品 一

K5－20 繊維製品二次加工用機械器具 K5－20 繊維製品二次加工用機械器具 全

K5－21 繊維製品加工用型枠 K5－21 繊維製品加工用型枠 全

K5－22 繊維製品加工用作業台 K5－22 繊維製品加工用作業台 全

K5－2300 ミシン K5－230 ミシン 全

K5－2300 ミシン K5－230A ミシン（グースネック型） 全

K5－2300A 操作ボタン配列型 K5－230 ミシン 一

K5－2300A 操作ボタン配列型 K5－230A ミシン（グースネック型） 一

K5－2300B 操作つまみ付型 K5－230 ミシン 一

K5－2300B 操作つまみ付型 K5－230A ミシン（グースネック型） 一

K5－2301 工業用ミシン K5－230B ミシン（工業用ミシン型） 全

K5－231 ハンドミシン K5－231 ハンドミシン 全

K5－2390 ミシン部品及び付属品 K5－2390 ミシン部品及び付属品 全

K5－2391 ミシン針 K5－2391 ミシン針 全

K5－2392 ミシン用押え K5－2392 ミシン用押え 全

K5－2393 ミシン用目盛板及びミシン用つまみ K5－2393 ミシン用目盛板及びミシン用つまみ 全

K5－2394 ミシン用テーブル及びミシン用キャビネッ K5－2394 ミシン用テーブル及びミシン用キャビネッ 全

K5－2395 ミシン用ケース K5－2395 ミシン用ケース 全

K5－2396 ミシン用ボビン及びミシン用ボビンケース K5－2396 ミシン用ボビン及びミシン用ボビンケース 全

K6－00 その他の化学機械器具 K6－0 その他の化学機械器具 一

K6－01 磁気活水器 K6－0 ※磁気活水器 一

K6－01 磁気活水器 K6－40 吸収機又は吸着機及びイオン交換機器 一

K6－10 分離機，ろ過機及び集じん機 K6－10 分離機，ろ過機及び集じん機 全

K6－11 遠心分離機 K6－11 遠心分離機 全

K6－1200 ろ過機 K6－120 ろ過機 一

K6－1210 飲料水用ろ過機 K6－121 飲料水用ろ過機 一

K6－1210 飲料水用ろ過機 K6－121A 飲料水用ろ過機（小型） 一

K6－1210A 小型 K6－121A 飲料水用ろ過機（小型） 一

K6－129 ろ過機部品及び付属品 K6－129 ろ過機部品及び付属品 全

K6－13 集じん機 K6－13 集じん機 全

K6－20 混合機又はかくはん機 K6－20 混合機又はかくはん機 全

K6－29 混合機又はかくはん機部品及び付属品 K6－29 混合機又はかくはん機部品及び付属品 全

K6－3 反応機，発生炉及び電解槽 K6－3 反応機，発生炉及び電解槽 全

K6－400 吸収機又は吸着機及びイオン交換機器 K6－120 ろ過機 一
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K6－400 吸収機又は吸着機及びイオン交換機器 K6－121 飲料水用ろ過機 一

K6－400 吸収機又は吸着機及びイオン交換機器 K6－121A 飲料水用ろ過機（小型） 一

K6－400 吸収機又は吸着機及びイオン交換機器 K6－40 吸収機又は吸着機及びイオン交換機器 一

K6－410 気液接触用充てん物 K6－41 気液接触用充てん物 全

K6－410 気液接触用充てん物 K6－41A 気液接触用充てん物（円筒型） 全

K6－410 気液接触用充てん物 K6－41B 気液接触用充てん物（板型） 全

K6－410AA 円筒型 K6－41A 気液接触用充てん物（円筒型） 全

K6－410AB 板型 K6－41B 気液接触用充てん物（板型） 全

K6－500 熱交換器等 D5－3391 ふろがま用熱交換器 一

K6－500 熱交換器等 D5－591 湯沸かし器用熱交換器 全

K6－500 熱交換器等 K6－50 熱交換器等 全

K6－500 熱交換器等 K6－50A 熱交換器等（板・管結合型） 全

K6－500 熱交換器等 K6－50B 熱交換器等（投げ込み型） 全

K6－500AA 板・管結合型 K6－50A 熱交換器等（板・管結合型） 全

K6－500AB 投げ込み型 K6－50B 熱交換器等（投げ込み型） 全

K6－590 熱交換器等部品及び付属品 K6－590 熱交換器等部品及び付属品 全

K6－5910 熱交換管 K6－591 熱交換管 全

K6－5910 熱交換管 K6－591A 熱交換管（扁平管型） 全

K6－5910A 扁平管型 K6－591A 熱交換管（扁平管型） 全

K6－5920 熱交換器用フィン K6－592 熱交換器用フィン 全

K6－5920 熱交換器用フィン K6－592A 熱交換管（長尺板型） 全

K6－5920A 長尺板型 K6－592A 熱交換管（長尺板型） 全

K6－6 冷凍機 K6－6 冷凍機 全

K6－70 化学実験用機械器具 K6－70 化学実験用機械器具 全

K6－71 化学実験用容器 K6－71 化学実験用容器 全

K6－72 化学実験用採取器 K6－72 化学実験用採取器 全

K6－73 化学実験用保持具 K6－73 化学実験用保持具 全

K6－74 化学実験用設備器具 K6－74 化学実験用設備器具 全

K6－79 化学実験用機械器具及び付属品 K6－79 化学実験用機械器具及び付属品 全

K7－00 その他の加工機械等 K7－0 その他の金属加工機械，木材加工機械 一

K7－00 その他の加工機械等 K7－10 金属加工機械 一

K7－00 その他の加工機械等 K7－130 第二次金属加工機械 全

K7－00 その他の加工機械等 K7－1920 工作物固定具 一

K7－00 その他の加工機械等 K7－20 木材加工機械 一

K7－00 その他の加工機械等 K7－30 石材加工機械 一

K7－100 工作機械等 K7－10 金属加工機械 一

K7－100 工作機械等 K7－1100 金属工作機械 全

K7－100 工作機械等 K7－1101 複合工作機械及びマシニングセンター 全

K7－100 工作機械等 K7－1102 鍵切削機 全

K7－100 工作機械等 K7－1104 彫刻機 全

K7－100 工作機械等 K7－111 旋盤 全

K7－100 工作機械等 K7－114 フライス盤 全

K7－100 工作機械等 K7－117 歯切り盤及び歯車仕上機 全

K7－100 工作機械等 K7－118 ねじ加工機械 一

K7－100 工作機械等 K7－20 木材加工機械 一

K7－101 切断機械等 K1－3152 携帯用卓上電力丸のこ及び携帯用卓上
電力糸のこ

一

K7－101 切断機械等 K7－11030 金切り盤又は金属切断機 一

K7－101 切断機械等 K7－118 ねじ加工機械 一

K7－101 切断機械等 K7－132 剪断機 全

K7－101 切断機械等 K7－21 木工のこ盤 一

K7－1011 卓上回転切断機械 K1－3152 ※携帯用卓上電力丸のこ 一

K7－1011 卓上回転切断機械 K7－11030 ※金切り丸のこ盤 一

K7－1011 卓上回転切断機械 K7－11031 卓上回転切断機 全
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K7－1011 卓上回転切断機械 K7－21 木工のこ盤 一

K7－1012 卓上動力糸のこ K1－3152 ※携帯用卓上電力糸のこ 一

K7－102 穿孔機械等 K7－112 ボール盤 全

K7－102 穿孔機械等 K7－113 中ぐり盤 全

K7－102 穿孔機械等 K7－23 木工用穿孔機，ほぞ取り盤及びのみ盤 全

K7－102 穿孔機械等 K7－30 石材加工機械 一

K7－1030 研削機械，研磨機械等 K7－115 平削り盤，形削り盤及びたて削り盤 全

K7－1030 研削機械，研磨機械等 K7－1160 研削盤 全

K7－1030 研削機械，研磨機械等 K7－20 木材加工機械 一

K7－1030 研削機械，研磨機械等 K7－22 かんな盤 全

K7－1030 研削機械，研磨機械等 K7－30 石材加工機械 一

K7－1031 グラインダー K7－1161 卓上電気グラインダー 全

K7－1031 グラインダー K7－1161A 卓上電気グラインダー（単ディスク型） 全

K7－1031 グラインダー K7－1161B 卓上電気グラインダー（両ディスク型） 全

K7－1031 グラインダー K7－1161C 卓上電気グラインダー（単ベルト型） 全

K7－1031 グラインダー K7－1161D 卓上電気グラインダー（両ベルト型） 全

K7－1031 グラインダー K7－1161E 卓上電気グラインダー（単ディスク・単ベ
ルト型）

全

K7－1032 バレル研磨機及び研掃機等 K7－1162 バレル研磨機 全

K7－1032 バレル研磨機及び研掃機等 K7－50 研掃機 一

K7－15 金属一次製品製造機械及び精製仕上機 K7－120 金属一次製品製造機械及び精製仕上機 全

K7－16 プレス機及び鍛造機 K7－131 プレス機及び鍛造機 全

K7－16 プレス機及び鍛造機 K7－20 木材加工機械 一

K7－17 折り曲げ機械等 K7－133 ベンディングマシン 全

K7－1900 工作機械部品及び付属品 K7－10 金属加工機械 一

K7－1900 工作機械部品及び付属品 K7－119 金属工作機械部品及び付属品 全

K7－1900 工作機械部品及び付属品 K7－129 金属一次製品製造機械及び精製仕上機
械部品及び付属品

全

K7－1900 工作機械部品及び付属品 K7－139 第二次金属加工機械部品及び付属品 全

K7－1900 工作機械部品及び付属品 K7－190 金属加工機械部品及び付属品 全

K7－1900 工作機械部品及び付属品 K7－195 ダイセット 全

K7－1900 工作機械部品及び付属品 K7－29 木材加工機械部品及び付属品 一

K7－1900 工作機械部品及び付属品 K7－39 石材加工機械部品及び付属品 一

K7－1900 工作機械部品及び付属品 K7－59 鋳造機械部品及び付属品 一

K7－1900 工作機械部品及び付属品 K7－90 金属加工機械，木材加工機械等部品及
び付属品

一

K7－19100 工具保持具等 K7－1910 工具保持具 全

K7－19100 工具保持具等 K7－1911 バイトホルダー 全

K7－19100 工具保持具等 K7－1912 フライスチャック 全

K7－19100 工具保持具等 K7－1913 コレット 全

K7－19200 工作物固定具等 K7－1920 工作物固定具 一

K7－19200 工作物固定具等 K7－1921 連動チャック 全

K7－19200 工作物固定具等 K7－1922 磁力チャック 全

K7－19200 工作物固定具等 K7－1923 回転センター 全

K7－193 加工機械用芯出し具 K7－193 金属加工機械用芯出し具 全

K7－194 作業用定盤 K7－194 作業用定盤 全

K7－40 可塑物成形機 K7－40 可塑物成形機 全

K7－49 可塑物成形機部品及び付属品 K7－49 可塑物成形機部品及び付属品 全

K7－500 鋳造機械 K7－50 鋳造機械 一

K7－590 鋳造機械部品及び付属品 K7－59 鋳造機械部品及び付属品 一

K7－60 溶接機及び溶断機 K7－140 溶接機及び溶断機 全

K7－610 溶接用関連物品 K7－1410 溶接用関連物品 全

K7－611 溶接用裏当て材 K7－1411 溶接用裏当て材 全

K7－612 溶接用トーチ K7－1491 溶接用トーチ 全

K7－69 溶接機及び溶断機部品及び付属品 K7－1412 溶接棒 全
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K7－69 溶接機及び溶断機部品及び付属品 K7－1413 溶接用消耗ノズル 全

K7－69 溶接機及び溶断機部品及び付属品 K7－1490 溶接機及び溶断機部品及び付属品 全

K7－69 溶接機及び溶断機部品及び付属品 K7－1492 溶接フューム吸込み口 全

K7－70 めっき機 K7－1210 めっき機 全

K7－79 めっき機部品及び付属品 K7－12190 めっき機部品及び付属品 全

K7－79 めっき機部品及び付属品 K7－12191 めっき液保温用加熱機 全

K7－900 加工機械部品及び付属品 K7－29 木材加工機械部品及び付属品 一

K7－900 加工機械部品及び付属品 K7－39 石材加工機械部品及び付属品 一

K7－900 加工機械部品及び付属品 K7－90 金属加工機械，木材加工機械等部品及
び付属品

一

K7－91 加工機械用集じん機等 K7－91 金属加工機械用集じん機等 全

K8－0 その他の動力機械器具，ポンプ，圧縮
機，送風機等

K8－0 その他の動力機械器具，ポンプ，圧縮
機，送風機等

全

K8－10 動力機械器具 K8－10 動力機械器具 全

K8－19 動力機械器具部品及び付属品 K8－19 動力機械器具部品及び付属品 全

K8－200 内燃機関 K8－20 内燃機関 全

K8－200 内燃機関 K8－21 汎用エンジン 全

K8－200 内燃機関 K8－21A 汎用エンジン（肩掛け型） 全

K8－200A 刈払い機用エンジン K8－21A 汎用エンジン（肩掛け型） 全

K8－290 内燃機関部品及び付属品 K8－290 内燃機関部品及び付属品 全

K8－291 内燃機関用シリンダー部品 K8－291 内燃機関用シリンダー部品 全

K8－292 内燃機関用点火器部品 K8－292 内燃機関用点火器部品 全

K8－293 内燃機関用始動器部品 K8－293 内燃機関用始動器部品 全

K8－294 内燃機関用燃料供給部品 K8－294 内燃機関用燃料供給部品 全

K8－295 内燃機関用給排気部品 K8－295 内燃機関用給排気部品 全

K8－296 内燃機関用冷却部品及び内燃機関用潤
滑部品

K8－296 内燃機関用冷却部品及び内燃機関用潤
滑部品

全

K8－300 ボイラー及び湯沸かし器等 D5－331 ※屋外設置用ふろがま 一

K8－300 ボイラー及び湯沸かし器等 D5－50 取付け湯沸かし器等 全

K8－300 ボイラー及び湯沸かし器等 D5－51 取付け湯沸かし器 全

K8－300 ボイラー及び湯沸かし器等 K8－30 ボイラー 全

K8－300 ボイラー及び湯沸かし器等 K8－31 据付け湯沸し器 全

K8－390 ボイラー及び湯沸かし器等部品及び付属
品

D5－590 取付け湯沸し器等部品及び付属品 全

K8－390 ボイラー及び湯沸かし器等部品及び付属 K8－39 ボイラー部品及び付属品 全

K8－400 バーナー K1－01 トーチランプ等 全

K8－400 バーナー K8－40 バーナー 全

K8－400 バーナー K8－41 パイロットバーナー 全

K8－400 バーナー K8－43 オイルバーナー 全

K8－400 バーナー K8－44 乾燥機用バーナー 全

K8－42 ガスバーナー K8－42 ガスバーナー 全

K8－49 バーナー部品及び付属品 K8－49 バーナー部品及び付属品 全

K8－500 ポンプ K8－50 ポンプ 全

K8－500 ポンプ K8－510 定容量式ポンプ 全

K8－500 ポンプ K8－511 往復動ポンプ 全

K8－500 ポンプ K8－512 回転式ポンプ 全

K8－500 ポンプ K8－513 定容量式把握ポンプ 全

K8－500 ポンプ K8－520 ターボ式ポンプ 全

K8－500 ポンプ K8－521 軸流ポンプ及び斜流ポンプ 全

K8－500 ポンプ K8－522 渦巻きポンプ 全

K8－500A 携帯用灯油補給ポンプ型 K8－513 ※携帯用灯油補給ポンプ 一

K8－590 ポンプ部品及び付属品 K8－590 ポンプ部品及び付属品 全

K8－591 ポンプ用羽根車 K8－591 ポンプ用羽根車 全

K8－592 ポンプ用ケーシング K8－592 ポンプ用ケーシング 全

K8－600 圧縮機 K8－60 圧縮機 全

K8－600 圧縮機 K8－610 定容量式圧縮機 全
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K8－600 圧縮機 K8－611 往復動圧縮機 全

K8－600 圧縮機 K8－62 ターボ式圧縮機 全

K8－600A 空気入れ型 K8－60 圧縮機 一

K8－600A 空気入れ型 K8－610 定容量式圧縮機 一

K8－600A 空気入れ型 K8－611 往復動圧縮機 一

K8－690 圧縮機部品及び付属品 K8－690 圧縮機部品及び付属品 全

K8－691 圧縮機用羽根車 K8－691 圧縮機用羽根車 全

K8－700 送風機 K8－70 送風機 全

K8－700 送風機 K8－710 遠心送風機 全

K8－700 送風機 K8－711 軸流送風機 全

K8－700A 枠付き薄型 K8－711 軸流送風機 一

K8－700B 携帯用ブロワ型 K8－70 送風機 一

K8－700B 携帯用ブロワ型 K8－710 遠心送風機 一

K8－790 送風機部品及び付属品 K8－790 送風機部品及び付属品 全

K8－791 送風機用羽根車 K8－791 送風機用羽根車 全

K9－0 その他の産業用機械器具汎用部品及び
付属品

K9－0 その他の産業用機械器具汎用部品及び
付属品

全

K9－10 動力伝導用機械器具 K9－10 動力伝導用機械器具 全

K9－110 軸受 K9－110 軸受 全

K9－1190 軸受部品及び付属品 K9－1190 軸受部品及び付属品 全

K9－1191 オイルシール K9－1191 オイルシール 全

K9－120 歯車及びプーリー K9－120 歯車プーリー 全

K9－121 歯車 K9－121 歯車 全

K9－122 プーリー K9－122 プーリー 全

K9－13 動力伝導用チェーン K9－13 動力伝導用チェーン 全

K9－14 動力伝導用ベルト K9－14 動力伝導用ベルト 全

K9－15 動力伝導用継ぎ手 K9－15 動力伝導用継ぎ手 全

K9－16 クラッチ及びブレーキ K9－16 クラッチ及びブレーキ 全

K9－17 直線作動機 K9－17 直線作動機 全

K9－18 変速機及び減速機 K9－18 変速機及び減速機 全

K9－19 動力伝導用機械器具部品及び付属品 K9－19 動力伝導用機械器具部品及び付属品 全

K9－20 潤滑用具等 K9－20 潤滑用具等 全

K9－21 油差し K9－21 油差し 全

K9－22 グリースガン K9－22 グリースガン 全

K9－23 油フィルター等 K9－23 油フィルター等 全

K9－240 給油機械 K9－240 給油機械 全

K9－241 ガソリン計量機 K9－241 ガソリン給油機 全

K9－29 潤滑用具等部品及び付属品 K9－29 潤滑用具等部品及び付属品 全

K9－3 産業用機械器具用防振具又は産業用機
械器具用防振台

K9－3 産業用機械器具用防振具又は産業用機
械器具用防振台

全

L0－0 Ｌ１～Ｌ７に属さないその他の土木建築用
品雑

L0－0 Ｌ１～Ｌ６に属さないその他の土木建築用
品雑（モニュメント，碑）

全

L1－0 その他の仮設工事用品 L1－0 その他の仮設工事用品 全

L1－100 足場 L1－10 足場用品 一

L1－100 足場 L1－110 足場 全

L1－100 足場 L1－111 枠組み足場 全

L1－13 足場用枠，手すり L1－112 足場建枠 全

L1－13 足場用枠，手すり L1－115 足場用手すり，足場用水平枠及び足場用
筋交い

全

L1－13 足場用枠，手すり L1－116 足場用持送り枠 全

L1－13 足場用枠，手すり L1－129 足場板等部品及び付属品 一

L1－14 足場用支柱 L1－113 足場用支柱 全

L1－14 足場用支柱 L1－114 足場用手すり柱 全

L1－15 足場板 L1－120 足場板等 全

L1－15 足場板 L1－121 足場板 全
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L1－1900 足場部品及び付属品 L1－119 足場部品及び付属品 一

L1－1900 足場部品及び付属品 L1－129 足場板等部品及び付属品 一

L1－1900 足場部品及び付属品 L1－190 足場用品部品及び付属品 一

L1－20 仮設用支保工 L1－20 仮設用支保工 全

L1－2100 端太 L1－210 端太 全

L1－2100 端太 L1－210A 端太（端部加工無し） 全

L1－2100 端太 L1－223 独立柱型枠締付け用端太材 全

L1－2200 仮設用支柱，梁 L1－220 仮設用支柱，仮設用梁等 全

L1－2200 仮設用支柱，梁 L1－2210 仮設用支柱 全

L1－2200 仮設用支柱，梁 L1－2211 パイプサポート 全

L1－2200 仮設用支柱，梁 L1－2212 仮設用組立て支柱 全

L1－2200 仮設用支柱，梁 L1－222 支保工用調整梁 全

L1－23 土留め用支保工 L2－2120 土留め工事用品 全

L1－24 矢板 L2－2121 矢板 全

L1－24 矢板 L2－2121A 矢板（端部加工無し） 全

L1－290 仮設用支保工部品及び付属品 L1－2190 端太部品及び付属品 一

L1－290 仮設用支保工部品及び付属品 L1－2219 仮設用支柱部品及び付属品 一

L1－290 仮設用支保工部品及び付属品 L1－29 仮設用支保工部品及び付属品 一

L1－290 仮設用支保工部品及び付属品 L2－2129 土留め工事用品部品及び付属品 一

L1－300 コンクリート型枠 L1－30 コンクリート型枠等 全

L1－300 コンクリート型枠 L1－310 コンクリート型枠 全

L1－300 コンクリート型枠 L1－311 平板コンクリート型枠 全

L1－300 コンクリート型枠 L1－311A 平板コンクリート型枠（端部加工無し） 全

L1－300 コンクリート型枠 L1－312 入隅出隅用コンクリート型枠 全

L1－300 コンクリート型枠 L1－312A 入隅出隅用コンクリート型枠（端部加工無 全

L1－300 コンクリート型枠 L1－3130 特殊コンクリート型枠 全

L1－300 コンクリート型枠 L1－3130A 特殊コンクリート型枠（端部加工無し） 全

L1－300 コンクリート型枠 L1－3131 基礎構築型枠 全

L1－300 コンクリート型枠 L1－3131A 基礎構築型枠（端部加工無し） 全

L1－300A 平板型 L1－311 平板コンクリート型枠 全

L1－300A 平板型 L1－311A 平板コンクリート型枠（端部加工無し） 全

L1－300B 入隅出隅形成用 L1－312 入隅出隅用コンクリート型枠 一

L1－300B 入隅出隅形成用 L1－312A 入隅出隅用コンクリート型枠（端部加工無 一

L1－300C 開口部及び中空部形成用 L1－3130 特殊コンクリート型枠 全

L1－300C 開口部及び中空部形成用 L1－3130A 特殊コンクリート型枠（端部加工無し） 全

L1－34 面木等 L1－42 面木等 全

L1－39 コンクリート型枠部品及び付属品 L1－319 コンクリート型枠部品及び付属品 一

L1－400 仮設工事付帯用品 L1－40 仮設工事付帯用品 一

L1－41 工事材料保管具等 L1－41 工事材料保管具等 全

L1－44 仮設用さく，仮設用門扉等 L1－40 仮設工事付帯用品 一

L1－49 仮設工事付帯用品部品及び付属品 L1－40 仮設工事付帯用品 一

L1－50 仮設用固着具等 L1－117 足場用壁つなぎ 一

L1－50 仮設用固着具等 L1－119 足場部品及び付属品 一

L1－50 仮設用固着具等 L1－129 足場板等部品及び付属品 一

L1－50 仮設用固着具等 L1－190 足場用品部品及び付属品 一

L1－50 仮設用固着具等 L1－2190 端太部品及び付属品 一

L1－50 仮設用固着具等 L1－2219 仮設用支柱部品及び付属品 一

L1－50 仮設用固着具等 L1－29 仮設用支保工部品及び付属品 一

L1－50 仮設用固着具等 L1－319 コンクリート型枠部品及び付属品 一

L1－50 仮設用固着具等 L2－2129 土留め工事用品部品及び付属品 一

L1－51 仮設用つり具 L1－191 足場用つり金具 全

L1－51 仮設用つり具 L1－29 仮設用支保工部品及び付属品 一

L1－51 仮設用つり具 L2－2129 土留め工事用品部品及び付属品 一

L1－52 仮設用支持具 L1－118 足場用調節型ベース金具 全
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L1－52 仮設用支持具 L1－2192 仮設用根太受け金具及び仮設用大引き
受け金具

全

L1－52 仮設用支持具 L1－29 仮設用支保工部品及び付属品 一

L1－52 仮設用支持具 L1－319 コンクリート型枠部品及び付属品 一

L1－52 仮設用支持具 L1－330 コンクリート型枠固定具等 一

L1－52 仮設用支持具 L1－332 ※コンクリート型枠ベース金具 一

L1－52 仮設用支持具 L2－2129 土留め工事用品部品及び付属品 一

L1－53 仮設用クランプ L1－117 足場用壁つなぎ 一

L1－53 仮設用クランプ L1－192 足場用接続具 全

L1－54 端太止め具 L1－2191 端太止め具 全

L1－550 コンクリート型枠緊結具 L1－320 コンクリート型枠緊結具 全

L1－550 コンクリート型枠緊結具 L1－321 コンクリート型枠間隔保持部付き締付け 全

L1－550 コンクリート型枠緊結具 L1－322 コンクリート型枠締付け金物用間隔保持 全

L1－550 コンクリート型枠緊結具 L1－3232 コンクリート型枠締付け用連結杵 全

L1－550 コンクリート型枠緊結具 L1－3232A コンクリート型枠締付け用連結杵（くさび
挿入型）

全

L1－550 コンクリート型枠緊結具 L1－330 コンクリート型枠固定具等 一

L1－550 コンクリート型枠緊結具 L1－331 セパレーター 全

L1－550 コンクリート型枠緊結具 L1－332 コンクリート型枠根巻き金具及びコンク
リート型枠ベース金具

一

L1－551 コンクリート型枠締付け用金具 L1－3230 コンクリート型枠締付け金物等 全

L1－551 コンクリート型枠締付け用金具 L1－3231 コンクリート型枠締付け金物 全

L1－551 コンクリート型枠締付け用金具 L1－3233 コンクリート型枠締付け用箱金物 全

L1－551 コンクリート型枠締付け用金具 L1－3234 コンクリート型枠締付け用当て金 全

L1－551 コンクリート型枠締付け用金具 L1－3234A コンクリート型枠締付け用当て金（Ｌ型） 全

L1－551 コンクリート型枠締付け用金具 L1－3234B コンクリート型枠締付け用当て金（コ型） 全

L1－551 コンクリート型枠締付け用金具 L1－3235 コンクリート型枠締付け用座金 全

L1－551 コンクリート型枠締付け用金具 L1－3239 コンクリート型枠締付け具等部品及び付
属品

全

L1－552 コンクリート型枠締付け用くさび L1－3236 コンクリート型枠締付け用くさび 全

L1－553 コンクリート型枠締付け用コーン L1－3237 コンクリート型枠締付け用コーン 全

L1－56 仮設さく用固着具 L1－40 仮設工事付帯用品 一

L2－000 その他の土木構造物及び土木用品 L2－00 その他の土木構造物及び土木用品 一

L2－000 その他の土木構造物及び土木用品 L2－02 土木用構造材 全

L2－000 その他の土木構造物及び土木用品 L2－10 土木構造物 全

L2－010 その他の土木構築用ブロック L2－01 土木構築用ブロック 全

L2－010 その他の土木構築用ブロック L2－01A 土木構築用ブロック（板型） 全

L2－010 その他の土木構築用ブロック L2－01B 土木構築用ブロック（立体） 全

L2－09 コンクリート製品用金具 G1－05 ※コンクリート製品吊り下げ係止具 一

L2－09 コンクリート製品用金具 L2－00 その他の土木構造物及び土木用品 一

L2－20 基礎工事用品及び土木工事用品 L2－20 基礎工事用品及び土木工事用品 全

L2－2100 基礎工事用品 L2－210 基礎工事用品 全

L2－2100 基礎工事用品 L2－213 構造物用基礎 全

L2－21100 基礎くい等 L2－2110 基礎くい等 全

L2－21100 基礎くい等 L2－2111 基礎くい 全

L2－214 構造物用基礎ブロック L2－214 構造物用基礎ブロック 全

L2－219 基礎工事用品部品及び付属品 L2－2112 基礎くい先端具 全

L2－219 基礎工事用品部品及び付属品 L2－21190 基礎くい等部品及び付属品 全

L2－219 基礎工事用品部品及び付属品 L2－21191 基礎くい等継ぎ手材 全

L2－2200 法面保護用品 L2－220 法面工事用品 一

L2－2200 法面保護用品 L2－221 法面保護用品 全

L2－2200 法面保護用品 L2－223 擁壁用品 一

L2－2220 法面用くい L2－2122 土留めくい 全

L2－2220 法面用くい L2－222 法面用くい 全

L2－22400 法面保護用ブロック L2－223 擁壁用品 一
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L2－22400 法面保護用ブロック L2－2240 法面保護用ブロック 全

L2－22400 法面保護用ブロック L2－2240A 法面保護用ブロック（敷設型） 全

L2－22400 法面保護用ブロック L2－2240B 法面保護用ブロック（Ｌ型及びＴ型） 全

L2－22400 法面保護用ブロック L2－2241 消波ブロック及び根固めブロック 一

L2－22400 法面保護用ブロック L2－2242 護岸用ブロック 全

L2－22400 法面保護用ブロック L2－2243 法張りブロック 全

L2－22400 法面保護用ブロック L2－2243A 法張りブロック（板型） 全

L2－22400 法面保護用ブロック L2－2243B 法張りブロック（棒型） 全

L2－22400 法面保護用ブロック L2－2243C 法張りブロック（枠型） 全

L2－22400 法面保護用ブロック L2－2244 擁壁用ブロック 全

L2－22400 法面保護用ブロック L2－2244A 擁壁用ブロック（間知型） 全

L2－22400 法面保護用ブロック L2－2244AA 擁壁用ブロック（隅角用間知型） 全

L2－22400 法面保護用ブロック L2－2244B 擁壁用ブロック（井桁型） 全

L2－22400 法面保護用ブロック L2－2244C 擁壁用ブロック（箱型） 全

L2－22400 法面保護用ブロック L2－2244D 擁壁用ブロック（Ｈ型） 全

L2－22400A 控え部有り（ＡＡを除く） L2－2240 法面保護用ブロック 一

L2－22400A 控え部有り（ＡＡを除く） L2－2241 消波ブロック及び根固めブロック 一

L2－22400A 控え部有り（ＡＡを除く） L2－2242 護岸用ブロック 一

L2－22400A 控え部有り（ＡＡを除く） L2－2243 法張りブロック 一

L2－22400A 控え部有り（ＡＡを除く） L2－2244 擁壁用ブロック 全

L2－22400A 控え部有り（ＡＡを除く） L2－2244A 擁壁用ブロック（間知型） 全

L2－22400A 控え部有り（ＡＡを除く） L2－2244AA 擁壁用ブロック（隅角用間知型） 全

L2－22400A 控え部有り（ＡＡを除く） L2－2244B 擁壁用ブロック（井桁型） 一

L2－22400A 控え部有り（ＡＡを除く） L2－2244C 擁壁用ブロック（箱型） 全

L2－22400A 控え部有り（ＡＡを除く） L2－2244D 擁壁用ブロック（Ｈ型） 全

L2－22400AA Ｌ型及び逆Ｔ型 L2－2240B 法面保護用ブロック（Ｌ型及びＴ型） 全

L2－22400B 板型 L2－2240A 法面保護用ブロック（敷設型） 全

L2－22400B 板型 L2－2242 護岸用ブロック 一

L2－22400B 板型 L2－2243A 法張りブロック（板型） 全

L2－22400C 棒状構成型（ＣＡを除く） L2－223 擁壁用品 一

L2－22400C 棒状構成型（ＣＡを除く） L2－2240 法面保護用ブロック 一

L2－22400C 棒状構成型（ＣＡを除く） L2－2243B 法張りブロック（棒型） 全

L2－22400C 棒状構成型（ＣＡを除く） L2－2243C 法張りブロック（枠型） 全

L2－22400C 棒状構成型（ＣＡを除く） L2－2244B 擁壁用ブロック（井桁型） 全

L2－22400CA 枝状突出有り L2－2240 法面保護用ブロック 一

L2－22400CA 枝状突出有り L2－2240A 法面保護用ブロック（敷設型） 一

L2－22400CA 枝状突出有り L2－2241 消波ブロック及び根固めブロック 一

L2－22400CA 枝状突出有り L2－2242 護岸用ブロック 一

L2－22400CA 枝状突出有り L2－2243 法張りブロック 一

L2－22400CA 枝状突出有り L2－2243B 法張りブロック（棒型） 一

L2－22400CA 枝状突出有り L2－2244 擁壁用ブロック 一

L2－22400D 植生容体部有り L2－2244C 擁壁用ブロック（箱型） 全

L2－22400E 模様有り L2－2240 法面保護用ブロック 一

L2－22400E 模様有り L2－2240A 法面保護用ブロック（敷設型） 一

L2－22400E 模様有り L2－2240B 法面保護用ブロック（Ｌ型及びＴ型） 一

L2－22400E 模様有り L2－2241 消波ブロック及び根固めブロック 一

L2－22400E 模様有り L2－2242 護岸用ブロック 一

L2－22400E 模様有り L2－2243 法張りブロック 一

L2－22400E 模様有り L2－2243A 法張りブロック（板型） 一

L2－22400E 模様有り L2－2243B 法張りブロック（棒型） 一

L2－22400E 模様有り L2－2243C 法張りブロック（枠型） 一

L2－22400E 模様有り L2－2244 擁壁用ブロック 一

L2－22400E 模様有り L2－2244A 擁壁用ブロック（間知型） 一

L2－22400E 模様有り L2－2244AA 擁壁用ブロック（隅角用間知型） 一
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L2－22400E 模様有り L2－2244B 擁壁用ブロック（井桁型） 一

L2－22400E 模様有り L2－2244C 擁壁用ブロック（箱型） 一

L2－22400E 模様有り L2－2244D 擁壁用ブロック（Ｈ型） 一

L2－229 法面保護用品部品及び付属品 L2－220 法面工事用品 一

L2－300 農業土木用品 L2－30 農業土木用品 一

L2－3100 畦畔用品 L2－310 畦畔用板 全

L2－3100 畦畔用品 L2－310A 畦畔用板（端部加工無し） 全

L2－311 畦畔用ブロック L2－311 畦畔用ブロック 全

L2－320 農業用水口せき及び農業用せき板 L2－32 農業用水口せき及び農業用せき板 全

L2－320 農業用水口せき及び農業用せき板 L2－32A 農業用水口せき及び農業用せき板（端部
加工無し）

全

L2－330 農業用境界用品 L2－30 農業土木用品 一

L2－331 農業・園芸用境界ブロック L2－30 農業土木用品 一

L2－390 農業土木用品部品及び付属品 L2－30 農業土木用品 一

L2－390 農業土木用品部品及び付属品 L2－39 農業土木用品部品及び付属品 全

L2－40 上下水路用品 L2－40 上下水用設備具 全

L2－4100 水路用管，水路用溝等 L2－410 水路用管，水路用溝等 一

L2－4100 水路用管，水路用溝等 L2－411 水路用管 一

L2－4100 水路用管，水路用溝等 L2－411A 水路用管（ヒューム管型） 一

L2－4100 水路用管，水路用溝等 L2－411B 水路用管（吸水管型） 一

L2－4100 水路用管，水路用溝等 L2－411C 水路用管（箱型暗渠型） 一

L2－4100 水路用管，水路用溝等 L2－411D 水路用管（側溝管型） 一

L2－4100 水路用管，水路用溝等 L2－411E 水路用管（底開側溝管型） 一

L2－4100 水路用管，水路用溝等 L2－412 水路用溝 一

L2－4100 水路用管，水路用溝等 L2－412A 水路用溝（上面広開型） 一

L2－4100 水路用管，水路用溝等 L2－412B 水路用溝（上面狭開型） 一

L2－4100 水路用管，水路用溝等 L2－412C 水路用溝（底面孔有型） 一

L2－4100 水路用管，水路用溝等 L2－412D 水路用溝（段差溝型） 一

L2－4100 水路用管，水路用溝等 L2－421 水路用支柱 一

L2－4100 水路用管，水路用溝等 L2－421A 水路用支柱（Ｕ型） 一

L2－4100 水路用管，水路用溝等 L2－421B 水路用支柱（Ｌ型） 一

L2－4110 水路用管ブロック及び水路用溝ブロック L2－410 水路用管，水路用溝等 一

L2－4110 水路用管ブロック及び水路用溝ブロック L2－411 水路用管 一

L2－4110 水路用管ブロック及び水路用溝ブロック L2－411A 水路用管（ヒューム管型） 一

L2－4110 水路用管ブロック及び水路用溝ブロック L2－411B 水路用管（吸水管型） 一

L2－4110 水路用管ブロック及び水路用溝ブロック L2－411C 水路用管（箱型暗渠型） 一

L2－4110 水路用管ブロック及び水路用溝ブロック L2－411D 水路用管（側溝管型） 一

L2－4110 水路用管ブロック及び水路用溝ブロック L2－411E 水路用管（底開側溝管型） 一

L2－4110 水路用管ブロック及び水路用溝ブロック L2－412 水路用溝 一

L2－4110 水路用管ブロック及び水路用溝ブロック L2－412A 水路用溝（上面広開型） 一

L2－4110 水路用管ブロック及び水路用溝ブロック L2－412B 水路用溝（上面狭開型） 一

L2－4110 水路用管ブロック及び水路用溝ブロック L2－412C 水路用溝（底面孔有型） 一

L2－4110 水路用管ブロック及び水路用溝ブロック L2－412D 水路用溝（段差溝型） 一

L2－4110 水路用管ブロック及び水路用溝ブロック L2－413 水路構成用ブロック 全

L2－4110 水路用管ブロック及び水路用溝ブロック L2－413A 水路構成用ブロック（板型） 全

L2－4110 水路用管ブロック及び水路用溝ブロック L2－413B 水路構成用ブロック（Ｌ型及びＴ型） 全

L2－4110 水路用管ブロック及び水路用溝ブロック L2－421 水路用支柱 一

L2－4110 水路用管ブロック及び水路用溝ブロック L2－421A 水路用支柱（Ｕ型） 一

L2－4110 水路用管ブロック及び水路用溝ブロック L2－421B 水路用支柱（Ｌ型） 一

L2－4110AA 断面○型 L2－411A 水路用管（ヒューム管型） 一

L2－4110AA 断面○型 L2－411B 水路用管（吸水管型） 一

L2－4110AB 断面□型 L2－411C 水路用管（箱型暗渠型） 一

L2－4110AB 断面□型 L2－411D 水路用管（側溝管型） 一

L2－4110AB 断面□型 L2－412B 水路用溝（上面狭開型） 一
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L2－4110AC 断面Ｎ型 L2－411C 水路用管（箱型暗渠型） 一

L2－4110AC 断面Ｎ型 L2－411E 水路用管（底開側溝管型） 一

L2－4110AD 断面Ｕ型 L2－410 水路用管，水路用溝等 一

L2－4110AD 断面Ｕ型 L2－411D 水路用管（側溝管型） 一

L2－4110AD 断面Ｕ型 L2－412 水路用溝 一

L2－4110AD 断面Ｕ型 L2－412A 水路用溝（上面広開型） 一

L2－4110AD 断面Ｕ型 L2－412B 水路用溝（上面狭開型） 一

L2－4110AD 断面Ｕ型 L2－412C 水路用溝（底面孔有型） 一

L2－4110AD 断面Ｕ型 L2－412D 水路用溝（段差溝型） 一

L2－4110AE 断面Ｌ型及び逆Ｔ型 L2－410 水路用管，水路用溝等 一

L2－4110AE 断面Ｌ型及び逆Ｔ型 L2－412 水路用溝 一

L2－4110AE 断面Ｌ型及び逆Ｔ型 L2－413 水路構成用ブロック 一

L2－4110AE 断面Ｌ型及び逆Ｔ型 L2－413B 水路構成用ブロック（Ｌ型及びＴ型） 一

L2－4110AE 断面Ｌ型及び逆Ｔ型 L2－421 水路用支柱 一

L2－4110AE 断面Ｌ型及び逆Ｔ型 L2－421B 水路用支柱（Ｌ型） 一

L2－4110AF 板型 L2－410 水路用管，水路用溝等 一

L2－4110AF 板型 L2－412 水路用溝 一

L2－4110AF 板型 L2－413A 水路構成用ブロック（板型） 全

L2－4110AF 板型 L2－421 水路用支柱 一

L2－4110B 控え部有り L2－411 水路用管 一

L2－4110B 控え部有り L2－411A 水路用管（ヒューム管型） 一

L2－4110B 控え部有り L2－411B 水路用管（吸水管型） 一

L2－4110B 控え部有り L2－411C 水路用管（箱型暗渠型） 一

L2－4110B 控え部有り L2－411D 水路用管（側溝管型） 一

L2－4110B 控え部有り L2－411E 水路用管（底開側溝管型） 一

L2－4110B 控え部有り L2－412 水路用溝 一

L2－4110B 控え部有り L2－412A 水路用溝（上面広開型） 一

L2－4110B 控え部有り L2－412B 水路用溝（上面狭開型） 一

L2－4110B 控え部有り L2－412C 水路用溝（底面孔有型） 一

L2－4110B 控え部有り L2－412D 水路用溝（段差溝型） 一

L2－4110B 控え部有り L2－413 水路構成用ブロック 一

L2－4110B 控え部有り L2－413A 水路構成用ブロック（板型） 一

L2－4110B 控え部有り L2－413B 水路構成用ブロック（Ｌ型及びＴ型） 一

L2－4110B 控え部有り L2－421 水路用支柱 一

L2－4110B 控え部有り L2－421A 水路用支柱（Ｕ型） 一

L2－4110B 控え部有り L2－421B 水路用支柱（Ｌ型） 一

L2－4110C 曲がり部有り L2－410 水路用管，水路用溝等 一

L2－4110C 曲がり部有り L2－411 水路用管 一

L2－4110C 曲がり部有り L2－411A 水路用管（ヒューム管型） 一

L2－4110C 曲がり部有り L2－411B 水路用管（吸水管型） 一

L2－4110C 曲がり部有り L2－411C 水路用管（箱型暗渠型） 一

L2－4110C 曲がり部有り L2－411D 水路用管（側溝管型） 一

L2－4110C 曲がり部有り L2－411E 水路用管（底開側溝管型） 一

L2－4110C 曲がり部有り L2－412 水路用溝 一

L2－4110C 曲がり部有り L2－412A 水路用溝（上面広開型） 一

L2－4110C 曲がり部有り L2－412B 水路用溝（上面狭開型） 一

L2－4110C 曲がり部有り L2－412C 水路用溝（底面孔有型） 一

L2－4110C 曲がり部有り L2－412D 水路用溝（段差溝型） 一

L2－4110C 曲がり部有り L2－413 水路構成用ブロック 一

L2－4110C 曲がり部有り L2－413A 水路構成用ブロック（板型） 一

L2－4110C 曲がり部有り L2－413B 水路構成用ブロック（Ｌ型及びＴ型） 一

L2－4110C 曲がり部有り L2－421 水路用支柱 一

L2－4110C 曲がり部有り L2－421A 水路用支柱（Ｕ型） 一

L2－4110C 曲がり部有り L2－421B 水路用支柱（Ｌ型） 一
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L2－4110D 複数流路有り L2－411 水路用管 一

L2－4110D 複数流路有り L2－411A 水路用管（ヒューム管型） 一

L2－4110D 複数流路有り L2－411B 水路用管（吸水管型） 一

L2－4110D 複数流路有り L2－411C 水路用管（箱型暗渠型） 一

L2－4110D 複数流路有り L2－411D 水路用管（側溝管型） 一

L2－4110D 複数流路有り L2－411E 水路用管（底開側溝管型） 一

L2－4110D 複数流路有り L2－412 水路用溝 一

L2－4110D 複数流路有り L2－412A 水路用溝（上面広開型） 一

L2－4110D 複数流路有り L2－412B 水路用溝（上面狭開型） 一

L2－4110D 複数流路有り L2－412C 水路用溝（底面孔有型） 一

L2－4110D 複数流路有り L2－412D 水路用溝（段差溝型） 一

L2－4110D 複数流路有り L2－413 水路構成用ブロック 一

L2－4110D 複数流路有り L2－413A 水路構成用ブロック（板型） 一

L2－4110D 複数流路有り L2－413B 水路構成用ブロック（Ｌ型及びＴ型） 一

L2－4110D 複数流路有り L2－421 水路用支柱 一

L2－4110D 複数流路有り L2－421A 水路用支柱（Ｕ型） 一

L2－4110D 複数流路有り L2－421B 水路用支柱（Ｌ型） 一

L2－4110E 蓋有り L2－411 水路用管 一

L2－4110E 蓋有り L2－411A 水路用管（ヒューム管型） 一

L2－4110E 蓋有り L2－411B 水路用管（吸水管型） 一

L2－4110E 蓋有り L2－411C 水路用管（箱型暗渠型） 一

L2－4110E 蓋有り L2－411D 水路用管（側溝管型） 一

L2－4110E 蓋有り L2－411E 水路用管（底開側溝管型） 一

L2－4110E 蓋有り L2－412 水路用溝 一

L2－4110E 蓋有り L2－412A 水路用溝（上面広開型） 一

L2－4110E 蓋有り L2－412B 水路用溝（上面狭開型） 一

L2－4110E 蓋有り L2－412C 水路用溝（底面孔有型） 一

L2－4110E 蓋有り L2－412D 水路用溝（段差溝型） 一

L2－4110E 蓋有り L2－413 水路構成用ブロック 一

L2－4110E 蓋有り L2－413A 水路構成用ブロック（板型） 一

L2－4110E 蓋有り L2－413B 水路構成用ブロック（Ｌ型及びＴ型） 一

L2－4110E 蓋有り L2－421 水路用支柱 一

L2－4110E 蓋有り L2－421A 水路用支柱（Ｕ型） 一

L2－4110E 蓋有り L2－421B 水路用支柱（Ｌ型） 一

L2－4110F 縁石・擁壁有り L2－411 水路用管 一

L2－4110F 縁石・擁壁有り L2－411A 水路用管（ヒューム管型） 一

L2－4110F 縁石・擁壁有り L2－411B 水路用管（吸水管型） 一

L2－4110F 縁石・擁壁有り L2－411C 水路用管（箱型暗渠型） 一

L2－4110F 縁石・擁壁有り L2－411D 水路用管（側溝管型） 一

L2－4110F 縁石・擁壁有り L2－411E 水路用管（底開側溝管型） 一

L2－4110F 縁石・擁壁有り L2－412 水路用溝 一

L2－4110F 縁石・擁壁有り L2－412A 水路用溝（上面広開型） 一

L2－4110F 縁石・擁壁有り L2－412B 水路用溝（上面狭開型） 一

L2－4110F 縁石・擁壁有り L2－412C 水路用溝（底面孔有型） 一

L2－4110F 縁石・擁壁有り L2－412D 水路用溝（段差溝型） 一

L2－4110F 縁石・擁壁有り L2－413 水路構成用ブロック 一

L2－4110F 縁石・擁壁有り L2－413A 水路構成用ブロック（板型） 一

L2－4110F 縁石・擁壁有り L2－413B 水路構成用ブロック（Ｌ型及びＴ型） 一

L2－4110F 縁石・擁壁有り L2－421 水路用支柱 一

L2－4110F 縁石・擁壁有り L2－421A 水路用支柱（Ｕ型） 一

L2－4110F 縁石・擁壁有り L2－421B 水路用支柱（Ｌ型） 一

L2－4110G 凹凸有り L2－411 水路用管 一

L2－4110G 凹凸有り L2－411A 水路用管（ヒューム管型） 一

L2－4110G 凹凸有り L2－411B 水路用管（吸水管型） 一
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L2－4110G 凹凸有り L2－411C 水路用管（箱型暗渠型） 一

L2－4110G 凹凸有り L2－411D 水路用管（側溝管型） 一

L2－4110G 凹凸有り L2－411E 水路用管（底開側溝管型） 一

L2－4110G 凹凸有り L2－412 水路用溝 一

L2－4110G 凹凸有り L2－412A 水路用溝（上面広開型） 一

L2－4110G 凹凸有り L2－412B 水路用溝（上面狭開型） 一

L2－4110G 凹凸有り L2－412C 水路用溝（底面孔有型） 一

L2－4110G 凹凸有り L2－412D 水路用溝（段差溝型） 一

L2－4110G 凹凸有り L2－413 水路構成用ブロック 一

L2－4110G 凹凸有り L2－413A 水路構成用ブロック（板型） 一

L2－4110G 凹凸有り L2－413B 水路構成用ブロック（Ｌ型及びＴ型） 一

L2－4110G 凹凸有り L2－421 水路用支柱 一

L2－4110G 凹凸有り L2－421A 水路用支柱（Ｕ型） 一

L2－4110G 凹凸有り L2－421B 水路用支柱（Ｌ型） 一

L2－4110H 孔有り L2－411 水路用管 一

L2－4110H 孔有り L2－411A 水路用管（ヒューム管型） 一

L2－4110H 孔有り L2－411B 水路用管（吸水管型） 一

L2－4110H 孔有り L2－411C 水路用管（箱型暗渠型） 一

L2－4110H 孔有り L2－411D 水路用管（側溝管型） 一

L2－4110H 孔有り L2－411E 水路用管（底開側溝管型） 一

L2－4110H 孔有り L2－412 水路用溝 一

L2－4110H 孔有り L2－412A 水路用溝（上面広開型） 一

L2－4110H 孔有り L2－412B 水路用溝（上面狭開型） 一

L2－4110H 孔有り L2－412C 水路用溝（底面孔有型） 一

L2－4110H 孔有り L2－412D 水路用溝（段差溝型） 一

L2－4110H 孔有り L2－413 水路構成用ブロック 一

L2－4110H 孔有り L2－413A 水路構成用ブロック（板型） 一

L2－4110H 孔有り L2－413B 水路構成用ブロック（Ｌ型及びＴ型） 一

L2－4110H 孔有り L2－421 水路用支柱 一

L2－4110H 孔有り L2－421A 水路用支柱（Ｕ型） 一

L2－4110H 孔有り L2－421B 水路用支柱（Ｌ型） 一

L2－4120 溝ぶた L2－442 溝ぶた 全

L2－4120A グレーチング型 L2－442 溝ぶた 一

L2－4121 溝ぶた構成材 L2－440 マンホールふた及び溝ぶた 一

L2－4121 溝ぶた構成材 L2－449 マンホールふた及び溝ぶた部品及び付属 一

L2－4121 溝ぶた構成材 L6－141 床板構成部材 一

L2－41900 水路用管，水路用溝等部品及び付属品 L2－4190 水路用管，水路溝等部品及び付属品 全

L2－41900 水路用管，水路用溝等部品及び付属品 L2－420 水路支持具 一

L2－4191 側溝用ふた受け枠 L2－4191 側溝用ふた受け枠 全

L2－4192 水路支持ブロック L2－420 水路支持具 一

L2－4300 マンホール等 L2－430 下水用会所升等 一

L2－4300 マンホール等 L2－431 下水用会所升 一

L2－4300 マンホール等 L2－431A 下水用会所升（円筒形） 一

L2－4300 マンホール等 L2－431B 下水用会所升（角筒形） 一

L2－4300 マンホール等 L2－432 上水道用弁室枠 全

L2－4300 マンホール等 L2－432A 上水道用弁室枠（丸型） 全

L2－4300 マンホール等 L2－432B 上水道用弁室枠（角型） 全

L2－4300 マンホール等 L2－433 量水器用保護箱 全

L2－4340 マンホールふた L2－441 マンホールふた 一

L2－4340 マンホールふた L2－441A マンホールふた（円形） 一

L2－4340 マンホールふた L2－441B マンホールふた（角形） 一

L2－4340AA 円形 L2－441A マンホールふた（円形） 一

L2－4340AB 角形 L2－441B マンホールふた（角形） 一

L2－4340B 具象模様付き L2－441 マンホールふた 一
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L2－4340B 具象模様付き L2－441A マンホールふた（円形） 一

L2－4340B 具象模様付き L2－441B マンホールふた（角形） 一

L2－43900 マンホール等部品及び付属品 L2－4390 下水用会所升等部品 一

L2－4392 マンホール用ふた受け枠 L2－440 マンホールふた及び溝ぶた 一

L2－4392 マンホール用ふた受け枠 L2－441 マンホールふた 一

L2－4392 マンホール用ふた受け枠 L2－441A マンホールふた（円形） 一

L2－4392 マンホール用ふた受け枠 L2－441B マンホールふた（角形） 一

L2－4393 マンホールふた部品及び付属品 L2－440 マンホールふた及び溝ぶた 一

L2－4393 マンホールふた部品及び付属品 L2－449 マンホールふた及び溝ぶた部品及び付属 一

L2－500 道路構造物及び道路用品 L2－50 道路用品 全

L2－500 道路構造物及び道路用品 L2－540 道路付帯用品 一

L2－500 道路構造物及び道路用品 L2－541 防雪用品 一

L2－5010 組立て橋りょう L2－110 組立て橋梁りょう 全

L2－5019 組立て橋りょう部品及び付属品 L2－119 組立て橋りょう部品及び付属品 全

L2－5020 組立てトンネル L2－120 組立てトンネル 全

L2－50290 組立てトンネル部品及び付属品 L2－12190 トンネルセグメント部品および及び付属品 全

L2－50290 組立てトンネル部品及び付属品 L2－12192 トンネルセグメント用構成材 全

L2－50290 組立てトンネル部品及び付属品 L2－122 トンネル構築用品 全

L2－50291 トンネル用セグメント L2－1210 トンネル用セグメント 全

L2－50292 トンネル用セグメントの継ぎ手 L2－12191 トンネル用セグメントの継ぎ手 全

L2－51 組立て道路 L2－51 組立て道路 全

L2－5200 道路用ブロック，板等 L2－520 道路構築用品 全

L2－5200 道路用ブロック，板等 L2－541 防雪用品 一

L2－52100 縁石ブロック等 L2－5210 道路用ブロック 一

L2－52100 縁石ブロック等 L2－5211 縁石ブロック 全

L2－52100 縁石ブロック等 L2－5212 道路用集水ブロック 全

L2－52100 縁石ブロック等 L2－522 仮設道路用板 一

L2－52100AA 断面四角型 L2－5210 道路用ブロック 一

L2－52100AA 断面四角型 L2－5211 縁石ブロック 一

L2－52100AA 断面四角型 L2－5212 道路用集水ブロック 一

L2－52100AB 断面Ｌ型 L2－5210 道路用ブロック 一

L2－52100AB 断面Ｌ型 L2－5211 縁石ブロック 一

L2－52100AB 断面Ｌ型 L2－5212 道路用集水ブロック 一

L2－52100AC 断面逆Ｔ型 L2－5210 道路用ブロック 一

L2－52100AC 断面逆Ｔ型 L2－5211 縁石ブロック 一

L2－52100AC 断面逆Ｔ型 L2－5212 道路用集水ブロック 一

L2－52100AD 断面三角型 L2－522 仮設道路用板 一

L2－52100B 孔有り L2－5210 道路用ブロック 一

L2－52100B 孔有り L2－5211 縁石ブロック 一

L2－52100B 孔有り L2－5212 道路用集水ブロック 一

L2－52101 車輪止めブロック L2－5210 道路用ブロック 一

L2－5220 敷板，舗装用ブロック等 C1－391 ※床敷マットブロック（ベランダ，テラ
ス，屋上等用）

一

L2－5220 敷板，舗装用ブロック等 L2－522 仮設道路用板 一

L2－5220 敷板，舗装用ブロック等 L6－140 床板 一

L2－5220 敷板，舗装用ブロック等 L6－140A 床板（端部加工） 一

L2－5220 敷板，舗装用ブロック等 L6－140B 床板（加飾） 一

L2－5220 敷板，舗装用ブロック等 L6－140C 床板（格子） 一

L2－5220 敷板，舗装用ブロック等 L6－1420 敷板 全

L2－5220 敷板，舗装用ブロック等 L6－1421 誘導用敷板 全

L2－5220 敷板，舗装用ブロック等 L6－1422 滑止め用敷板 全

L2－5220A 平面形状非矩形型 C1－391 ※床敷マットブロック（ベランダ，テラ
ス，屋上等用）

一

L2－5220A 平面形状非矩形型 L2－522 仮設道路用板 一
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L2－5220A 平面形状非矩形型 L6－140 床板 一

L2－5220A 平面形状非矩形型 L6－140A 床板（端部加工） 一

L2－5220A 平面形状非矩形型 L6－140B 床板（加飾） 一

L2－5220A 平面形状非矩形型 L6－140C 床板（格子） 一

L2－5220A 平面形状非矩形型 L6－1420 敷板 一

L2－5220A 平面形状非矩形型 L6－1421 誘導用敷板 一

L2－5220A 平面形状非矩形型 L6－1422 滑止め用敷板 一

L2－5220B 多孔，格子型 C1－391 ※床敷マットブロック（ベランダ，テラ
ス，屋上等用）

一

L2－5220B 多孔，格子型 L2－522 仮設道路用板 一

L2－5220B 多孔，格子型 L6－140A 床板（端部加工） 一

L2－5220B 多孔，格子型 L6－140B 床板（加飾） 一

L2－5220B 多孔，格子型 L6－140C 床板（格子） 一

L2－5220B 多孔，格子型 L6－1420 敷板 一

L2－5220B 多孔，格子型 L6－1421 誘導用敷板 一

L2－5220B 多孔，格子型 L6－1422 滑止め用敷板 一

L2－5220C 繰り返し突起模様型 C1－391 ※床敷マットブロック（ベランダ，テラ
ス，屋上等用）

一

L2－5220C 繰り返し突起模様型 L2－522 仮設道路用板 一

L2－5220C 繰り返し突起模様型 L6－140A 床板（端部加工） 一

L2－5220C 繰り返し突起模様型 L6－140B 床板（加飾） 一

L2－5220C 繰り返し突起模様型 L6－140C 床板（格子） 一

L2－5220C 繰り返し突起模様型 L6－1420 敷板 一

L2－5220C 繰り返し突起模様型 L6－1421 誘導用敷板 一

L2－5220C 繰り返し突起模様型 L6－1422 滑止め用敷板 一

L2－523 道路用継ぎ目材 L2－523 道路用継ぎ目材 全

L2－5400 道路付帯用品 L2－540 道路付帯用品 一

L2－5400 道路付帯用品 L2－541 防雪用品 一

L2－5400 道路付帯用品 L2－542 防雪さく及び雪崩予防さく 一

L2－5420 防風，防雪さく及び雪崩予防さく L2－542 防雪さく及び雪崩予防さく 一

L2－54290 防風，防雪さく及び雪崩予防さく部品及び
付属品

L2－542 防雪さく及び雪崩予防さく 一

L2－54291 防風，防雪さく用板 L6－1320 塀板 一

L2－5430 道路用防音壁 L2－543 道路用防音壁 一

L2－54390 道路用防音壁部品及び付属品 L2－543 道路用防音壁 一

L2－54391 道路用防音壁板 L6－131 吸音防音天井板及び吸音防音壁板 一

L2－54391 道路用防音壁板 L6－131A 吸音防音天井板及び吸音防音壁板（端
部加工）

一

L2－550 道路植栽用品 L2－550 道路植栽用品 全

L2－5510 木の根元覆い L2－5510 木の根元覆い 全

L2－5511 木の根元覆い用ブロック L2－5511 木の根元覆い用ブロック 全

L2－590 道路構造物及び道路用品部品及び付属
品

L2－529 道路用構築用品部品及び付属品 全

L2－600 河川，海洋，港湾関連構造物及び関連用
品

L2－14 海洋構造物及び河川構造物 一

L2－600 河川，海洋，港湾関連構造物及び関連用
品

L2－60 河川，海洋及び港湾関連用品 全

L2－600 河川，海洋，港湾関連構造物及び関連用
品

L2－62 堤防用品及び消波用品 一

L2－600 河川，海洋，港湾関連構造物及び関連用
品

L2－630 けい船用品 一

L2－600 河川，海洋，港湾関連構造物及び関連用
品

L2－631 浮桟橋 一

L2－600 河川，海洋，港湾関連構造物及び関連用
品

L2－640 魚礁等 一

L2－601 水門，ダムゲート等 L2－13 水門，ダムゲート等 一

L2－602 蛇籠等 L2－61 護岸用品及び床固め用品 一

L2－603 消波，水流制御ブロック等 L2－2241 消波ブロック及び根固めブロック 一

L2－604 漁礁，漁礁ブロック L2－640 魚礁等 一

L2－604 漁礁，漁礁ブロック L2－641 人工魚礁 全

L2－604 漁礁，漁礁ブロック L2－642 人工魚礁ブロック 全
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L2－609 河川，海洋，港湾関連構造物部品及び付
属品，並びに関連用品部品及び付属品

L2－13 水門，ダムゲート等 一

L2－609 河川，海洋，港湾関連構造物部品及び付
属品，並びに関連用品部品及び付属品

L2－14 海洋構造物及び河川構造物 一

L2－609 河川，海洋，港湾関連構造物部品及び付
属品，並びに関連用品部品及び付属品

L2－61 護岸用品及び床固め用品 一

L2－609 河川，海洋，港湾関連構造物部品及び付
属品，並びに関連用品部品及び付属品

L2－62 堤防用品及び消波用品 一

L2－609 河川，海洋，港湾関連構造物部品及び付
属品，並びに関連用品部品及び付属品

L2－630 けい船用品 一

L2－609 河川，海洋，港湾関連構造物部品及び付
属品，並びに関連用品部品及び付属品

L2－631 浮桟橋 一

L2－609 河川，海洋，港湾関連構造物部品及び付
属品，並びに関連用品部品及び付属品

L2－640 魚礁等 一

L3－0 その他の組立て家屋，屋外装備品等 L3－0 その他の組立て家屋，屋外装備品等 全

L3－100 施設物 L2－15 高架タンク等 全

L3－100 施設物 L2－17 煙突 全

L3－100 施設物 L3－10 施設物 一

L3－101 屋外用ごみ収納庫 L3－10 施設物 一

L3－11 環境施設物 L3－11 環境施設物 全

L3－12 情報施設物 L3－12 情報施設物 全

L3－130 交通施設物 L3－13 交通施設物 一

L3－1310 車庫及び二輪車収納庫 L3－13 ※自転車用載置台，車両退出阻止機 一

L3－1310 車庫及び二輪車収納庫 L3－230 組立て車庫 全

L3－1310 車庫及び二輪車収納庫 L3－230A 組立て車庫（上屋型） 全

L3－1310 車庫及び二輪車収納庫 L3－231 二輪車収納庫 全

L3－1310A 車庫型 L3－230 組立て車庫 一

L3－1310A 車庫型 L3－231 二輪車収納庫 一

L3－1310B 上屋型 L3－230 組立て車庫 一

L3－1310B 上屋型 L3－230A 組立て車庫（上屋型） 全

L3－1310B 上屋型 L3－231 二輪車収納庫 一

L3－1310C 駐車機型 L3－230 組立て車庫 一

L3－1310C 駐車機型 L3－231 二輪車収納庫 一

L3－1319 車庫構成品及び二輪車収納庫構成品 L3－232 組立て車庫構成品及び二輪車収納庫構
成品

全

L3－140 送電通信施設物 L2－160 鉄塔，電柱等 全

L3－140 送電通信施設物 L2－161 鉄塔 全

L3－140 送電通信施設物 L2－162 電柱 全

L3－149 送電通信施設物部品及び付属品 L2－169 鉄塔，電柱等部品及び付属品 一

L3－2000 組立て家屋等 L3－200 組立て家屋等 全

L3－2000 組立て家屋等 L3－25 水上家屋 全

L3－2010 組立て屋内設置室 L3－201 組立て屋内設置室 全

L3－2010 組立て屋内設置室 L3－45 床の間 一

L3－2020 住宅衛生設備室 D5－60 住宅衛生設備室 全

L3－2029 住宅衛生設備室構成体 D5－30 浴室用設備具 一

L3－2029 住宅衛生設備室構成体 D5－69 住宅衛生設備室部品及び付属品 全

L3－21 組立て家屋 L3－21 組立て家屋 全

L3－21A ろく屋根型 L3－21 組立て家屋 一

L3－21B 集合住宅型 L3－21 組立て家屋 一

L3－2200 組立て物置 L3－220 組立て物置 全

L3－2200 組立て物置 L3－220A 組立て物置（ロッカー型） 全

L3－2200 組立て物置 L3－220B 組立て物置（庇型） 全

L3－2200A 上屋型 L3－220B 組立て物置（庇型） 全

L3－221 組立て物置用構成品 L3－221 組立て物置用構成品 全

L3－24 組立て店舗 L3－24 組立て売店 全

L3－260 テント等 L3－260 テント等 全
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L3－261 テント L3－261 テント 全

L3－269 テント部品及び付属品 L3－269 テント部品及び付属品 全

L3－300 組立て温室 L3－30 組立て温室及びビニールハウス 一

L3－3900 組立て温室部品及び付属品 L3－390 組立て温室及びビニールハウス部品及び
付属品

一

L3－3900 組立て温室部品及び付属品 L3－391 組立て温室用枠及びビニールハウス用 一

L3－3900 組立て温室部品及び付属品 L3－392 組立て温室用枠連結具及びビニールハ
ウス用枠連結具

一

L3－400 ベランダ，バルコニー等 L3－41 ベランダ，バルコニー等 全

L3－400 ベランダ，バルコニー等 L3－42 濡縁 全

L3－400 ベランダ，バルコニー等 L3－430 窓用さく，窓用面格子等（花台等床面の
ある窓用さく）

一

L3－400A 床構成型 L3－41 ベランダ，バルコニー等 一

L3－400A 床構成型 L3－42 濡縁 一

L3－400A 床構成型 L3－430 窓用さく，窓用面格子等 一

L3－400B 屋根構成型 L3－41 ベランダ，バルコニー等 一

L3－400C 床，屋根構成型 L3－41 ベランダ，バルコニー等 一

L3－400C 床，屋根構成型 L3－42 濡縁 一

L3－400D 密閉室型 L3－41 ベランダ，バルコニー等 一

L3－500 門，塀，さく等 L3－50 屋外造作物 一

L3－500 門，塀，さく等 L3－530 さく 一

L3－501 一組の門柱，門扉及びフェンスセット L3－50 ※一組の門柱，門扉及びフェンスセッ 一

L3－502 門（扉無し） L3－50 ※門 一

L3－503 伸縮門扉付き門 L3－50 ※門 一

L3－503 伸縮門扉付き門 L3－511 伸縮門扉 全

L3－503A 扉のみ型 L3－511 伸縮門扉 一

L3－504 門（扉付き） L3－50 ※門 一

L3－504 門（扉付き） L3－510 門扉 一

L3－504AA 扉縦桟構成型 L3－50 ※門 一

L3－504AB 扉横桟構成型 L3－50 ※門 一

L3－504AC 扉格子構成型 L3－50 ※門 一

L3－504AD 扉鋼線構成型 L3－50 ※門 一

L3－504AE 扉ガラリ構成型 L3－50 ※門 一

L3－504BA 扉古典的装飾模様有り L3－50 ※門 一

L3－504BB 扉具象模様有り L3－50 ※門 一

L3－504CA 引扉型 L3－50 ※門 一

L3－504CA 引扉型 L3－510 門扉 一

L3－504CB 折扉型 L3－50 ※門 一

L3－504CC 跳ね上げ扉型 L3－50 ※門 一

L3－5100 門扉 L3－510 門扉 一

L3－5100 門扉 L3－510A 門扉（縦桟構成型） 全

L3－5100 門扉 L3－510B 門扉（横桟構成型） 全

L3－5100 門扉 L3－510C 門扉（装飾体構成型） 全

L3－5100 門扉 L3－510D 門扉（縦桟，横桟及び装飾体構成型） 全

L3－5100AA 縦桟構成型 L3－510 門扉 一

L3－5100AA 縦桟構成型 L3－510A 門扉（縦桟構成型） 一

L3－5100AA 縦桟構成型 L3－510C 門扉（装飾体構成型） 一

L3－5100AA 縦桟構成型 L3－510D 門扉（縦桟，横桟及び装飾体構成型） 一

L3－5100AB 横桟構成型 L3－510 門扉 一

L3－5100AB 横桟構成型 L3－510B 門扉（横桟構成型） 一

L3－5100AB 横桟構成型 L3－510C 門扉（装飾体構成型） 一

L3－5100AB 横桟構成型 L3－510D 門扉（縦桟，横桟及び装飾体構成型） 一

L3－5100AC 格子構成型 L3－510 門扉 一

L3－5100AC 格子構成型 L3－510A 門扉（縦桟構成型） 一

L3－5100AC 格子構成型 L3－510B 門扉（横桟構成型） 一
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L3－5100AC 格子構成型 L3－510C 門扉（装飾体構成型） 一

L3－5100AC 格子構成型 L3－510D 門扉（縦桟，横桟及び装飾体構成型） 一

L3－5100AD 鋼線構成型 L3－510 門扉 一

L3－5100AE ガラリ構成型 L3－510 門扉 一

L3－5100AE ガラリ構成型 L3－510A 門扉 一

L3－5100AE ガラリ構成型 L3－510B 門扉（横桟構成型） 一

L3－5100BA 古典的装飾模様有り L3－510 門扉 一

L3－5100BA 古典的装飾模様有り L3－510C 門扉（装飾体構成型） 一

L3－5100BA 古典的装飾模様有り L3－510D 門扉（縦桟，横桟及び装飾体構成型） 一

L3－5100BB 具象模様有り L3－510 門扉 一

L3－5100BB 具象模様有り L3－510D 門扉（縦桟，横桟及び装飾体構成型） 一

L3－5200 門柱 L3－510 門柱 一

L3－5200 門柱 L3－520 門柱 全

L3－5200 門柱 L3－5410 門扉，塀，さく等支柱 一

L3－5200 門柱 L3－5411 門扉用支柱 一

L3－5200A 簡易型 L3－510 門柱 一

L3－5300 塀，さく及び手すり L3－430 窓用さく，窓用面格子等 一

L3－5300 塀，さく及び手すり L3－431 窓用面格子 一

L3－5300 塀，さく及び手すり L3－50 ※塀，さく及び手すり 一

L3－5300 塀，さく及び手すり L3－530 さく 一

L3－5300 塀，さく及び手すり L3－530A さく（縦桟構成型） 全

L3－5300 塀，さく及び手すり L3－530B さく（横桟構成型） 全

L3－5300 塀，さく及び手すり L3－530C さく（装飾体構成型） 全

L3－5300 塀，さく及び手すり L3－530D さく（縦桟，横桟及び装飾体構成型） 全

L3－5300 塀，さく及び手すり L3－530E さく（鋼線構成型） 全

L3－5300 塀，さく及び手すり L3－530F さく（パネル構成型） 全

L3－5300AA 縦桟構成型 L3－430 窓用さく，窓用面格子等 一

L3－5300AA 縦桟構成型 L3－431 窓用面格子 一

L3－5300AA 縦桟構成型 L3－50 ※塀，さく及び手すり 一

L3－5300AA 縦桟構成型 L3－530 さく 一

L3－5300AA 縦桟構成型 L3－530A さく（縦桟構成型） 一

L3－5300AA 縦桟構成型 L3－530C さく（装飾体構成型） 一

L3－5300AA 縦桟構成型 L3－530D さく（縦桟，横桟及び装飾体構成型） 一

L3－5300AA 縦桟構成型 L3－530E さく（鋼線構成型） 一

L3－5300AB 横桟構成型 L3－430 窓用さく，窓用面格子等 一

L3－5300AB 横桟構成型 L3－431 窓用面格子 一

L3－5300AB 横桟構成型 L3－50 ※塀，さく及び手すり 一

L3－5300AB 横桟構成型 L3－530 さく 一

L3－5300AB 横桟構成型 L3－530B さく（横桟構成型） 一

L3－5300AB 横桟構成型 L3－530C さく（装飾体構成型） 一

L3－5300AB 横桟構成型 L3－530D さく（縦桟，横桟及び装飾体構成型） 一

L3－5300AC 格子構成型 L3－430 窓用さく，窓用面格子等 一

L3－5300AC 格子構成型 L3－431 窓用面格子 一

L3－5300AC 格子構成型 L3－50 ※塀，さく及び手すり 一

L3－5300AC 格子構成型 L3－530 さく 一

L3－5300AC 格子構成型 L3－530A さく（縦桟構成型） 一

L3－5300AC 格子構成型 L3－530B さく（横桟構成型） 一

L3－5300AC 格子構成型 L3－530C さく（装飾体構成型） 一

L3－5300AC 格子構成型 L3－530D さく（縦桟，横桟及び装飾体構成型） 一

L3－5300AD 鋼線構成型 L3－430 窓用さく，窓用面格子等 一

L3－5300AD 鋼線構成型 L3－431 窓用面格子 一

L3－5300AD 鋼線構成型 L3－530 さく 一

L3－5300AD 鋼線構成型 L3－530E さく（鋼線構成型） 一

L3－5300ADA 鋼線平面構成型 L3－430 窓用さく，窓用面格子等 一
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L3－5300ADA 鋼線平面構成型 L3－431 窓用面格子 一

L3－5300ADA 鋼線平面構成型 L3－530 さく 一

L3－5300ADA 鋼線平面構成型 L3－530E さく（鋼線構成型） 一

L3－5300ADB 鋼線胴縁有り型 L3－430 窓用さく，窓用面格子等 一

L3－5300ADB 鋼線胴縁有り型 L3－431 窓用面格子 一

L3－5300ADB 鋼線胴縁有り型 L3－530 さく 一

L3－5300ADB 鋼線胴縁有り型 L3－530E さく（鋼線構成型） 一

L3－5300AE ガラリ構成型 L3－430 窓用さく，窓用面格子等 一

L3－5300AE ガラリ構成型 L3－431 窓用面格子 一

L3－5300AE ガラリ構成型 L3－530 さく 一

L3－5300AE ガラリ構成型 L3－530A さく（縦桟構成型） 一

L3－5300AE ガラリ構成型 L3－530B さく（横桟構成型） 一

L3－5300AF パイプ構成型 L3－530 さく 一

L3－5300AF パイプ構成型 L3－530B さく（横桟構成型） 一

L3－5300BA 古典的装飾模様有り L3－430 窓用さく，窓用面格子等 一

L3－5300BA 古典的装飾模様有り L3－431 窓用面格子 一

L3－5300BA 古典的装飾模様有り L3－530 さく 一

L3－5300BA 古典的装飾模様有り L3－530A さく（縦桟構成型） 一

L3－5300BA 古典的装飾模様有り L3－530B さく（横桟構成型） 一

L3－5300BA 古典的装飾模様有り L3－530C さく（装飾体構成型） 一

L3－5300BA 古典的装飾模様有り L3－530D さく（縦桟，横桟及び装飾体構成型） 一

L3－5300BA 古典的装飾模様有り L3－530E さく（鋼線構成型） 一

L3－5300BA 古典的装飾模様有り L3－530F さく（パネル構成型） 一

L3－5300BB 具象模様有り L3－430 窓用さく，窓用面格子等 一

L3－5300BB 具象模様有り L3－431 窓用面格子 一

L3－5300BB 具象模様有り L3－530 さく 一

L3－5300BB 具象模様有り L3－530A さく（縦桟構成型） 一

L3－5300BB 具象模様有り L3－530B さく（横桟構成型） 一

L3－5300BB 具象模様有り L3－530C さく（装飾体構成型） 一

L3－5300BB 具象模様有り L3－530D さく（縦桟，横桟及び装飾体構成型） 一

L3－5300BB 具象模様有り L3－530E さく（鋼線構成型） 一

L3－5300BB 具象模様有り L3－530F さく（パネル構成型） 一

L3－5300C さく体混合型 L3－430 窓用さく，窓用面格子等 一

L3－5300C さく体混合型 L3－431 窓用面格子 一

L3－5300C さく体混合型 L3－50 ※塀，さく及び手すり 一

L3－5300C さく体混合型 L3－530 さく 一

L3－5300C さく体混合型 L3－530D さく（縦桟，横桟及び装飾体構成型） 一

L3－5300D 支柱無し L3－430 窓用さく，窓用面格子等 一

L3－5300D 支柱無し L3－431 窓用面格子 一

L3－5300D 支柱無し L3－530 さく 一

L3－5300D 支柱無し L3－530A さく（縦桟構成型） 一

L3－5300D 支柱無し L3－530B さく（横桟構成型） 一

L3－5300D 支柱無し L3－530C さく（装飾体構成型） 一

L3－5300D 支柱無し L3－530D さく（縦桟，横桟及び装飾体構成型） 一

L3－5300D 支柱無し L3－530E さく（鋼線構成型） 一

L3－5300D 支柱無し L3－530F さく（パネル構成型） 一

L3－531 ガーデンフェンス L3－531 ガーデンフェンス 全

L3－532 道路用移動さく L3－532 道路用移動さく 全

L3－533 壁取付け用手すり L3－530 さく 一

L3－590 門，塀，さく等部品及び付属品 L3－5190 門扉部品及び付属品 一

L3－590 門，塀，さく等部品及び付属品 L3－529 門柱部品及び付属品 一

L3－590 門，塀，さく等部品及び付属品 L3－5390 さく部品及び付属品 一

L3－590 門，塀，さく等部品及び付属品 L3－540 門扉，塀，さく等構成部材 一

L3－590 門，塀，さく等部品及び付属品 L3－5470 道路さく，橋りょうさく等構成部材 一
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L3－590 門，塀，さく等部品及び付属品 L3－549 門扉，塀，さく等構成部材部品及び付属 一

L3－590 門，塀，さく等部品及び付属品 L6－1320 塀板 一

L3－591 塀用ブロック L6－1321 塀用コンクリートブロック 全

L3－591 塀用ブロック L6－1321A 塀用コンクリートブロック（空胴型） 全

L3－591 塀用ブロック L6－1321B 塀用コンクリートブロック（門柱型及び笠
木型）

全

L3－591A 空胴型 L6－1321A 塀用コンクリートブロック（空胴型） 全

L3－591B 笠木型 L6－1321B 塀用コンクリートブロック（門柱型及び笠
木型）

全

L3－592 塀，さく等支柱 L3－5410 門扉，塀，さく等支柱 一

L3－592 塀，さく等支柱 L3－5411 門扉用支柱 一

L3－592 塀，さく等支柱 L3－5471 道路用さく親柱 全

L3－592 塀，さく等支柱 L3－5472 道路用さく支柱 全

L3－592A 支柱材（端部加工無し） L3－5410 門扉，塀，さく等支柱 一

L3－592A 支柱材（端部加工無し） L3－5411 門扉用支柱 一

L3－592B 地中収納型 L3－5410 門扉，塀，さく等支柱 一

L3－592C 道路用さく親柱型 L3－5471 道路用さく親柱 一

L3－592D パイプレール支持型 L3－5410 門扉，塀，さく等支柱 一

L3－592D パイプレール支持型 L3－5472 道路用さく支柱 一

L3－593 塀，さく，手すり等笠木 L3－5420 塀，さく及び手すり用笠木 全

L3－593 塀，さく，手すり等笠木 L3－5421 塀用笠木 全

L3－593 塀，さく，手すり等笠木 L3－5470 道路さく，橋りょうさく等構成部材 一

L3－593A 端部加工無し L3－5420 塀，さく及び手すり用笠木 一

L3－593A 端部加工無し L3－5421 塀用笠木 一

L3－593A 端部加工無し L3－5470 道路さく，橋りょうさく等構成部材 一

L3－594 塀，さく，手すり等笠木受け L3－5430 塀，さく及び手すり用笠木受け 全

L3－594 塀，さく，手すり等笠木受け L3－5431 塀用笠木受け 全

L3－594A 端部加工無し L3－5430 塀，さく及び手すり用笠木受け 一

L3－594A 端部加工無し L3－5431 塀用笠木受け 一

L3－5950 門，塀，さく等枠 L3－544 門扉用枠及び塀用枠 全

L3－5951 門，塀，さく等枠材等 L2－542 防雪さく及び雪崩予防さく 一

L3－5951 門，塀，さく等枠材等 L2－543 道路用防音壁 一

L3－5951 門，塀，さく等枠材等 L3－540 門扉，塀，さく等構成部材 一

L3－5951 門，塀，さく等枠材等 L3－5450 門扉，塀，さく及び手すり用立子 全

L3－5951 門，塀，さく等枠材等 L3－5450A 門扉，塀，さく及び手すり用立子（板状） 全

L3－5951 門，塀，さく等枠材等 L3－5451 門扉，塀，さく及び手すり用横桟 全

L3－5951 門，塀，さく等枠材等 L3－5452 窓用さく取付け桟 全

L3－5951 門，塀，さく等枠材等 L3－546 塀，さく及び手すり用下枠 全

L3－5951A 端部加工無し L2－542 防雪さく及び雪崩予防さく 一

L3－5951A 端部加工無し L2－543 道路用防音壁 一

L3－5951A 端部加工無し L3－540 門扉，塀，さく等構成部材 一

L3－5951A 端部加工無し L3－5450 門扉，塀，さく及び手すり用立子 一

L3－5951A 端部加工無し L3－5450A 門扉，塀，さく及び手すり用立子（板状） 一

L3－5951A 端部加工無し L3－5451 門扉，塀，さく及び手すり用横桟 一

L3－5951A 端部加工無し L3－5452 窓用さく取付け桟 一

L3－5951A 端部加工無し L3－546 塀，さく及び手すり用下枠 一

L3－5951BA 板型 L2－542 防雪さく及び雪崩予防さく 一

L3－5951BA 板型 L2－543 道路用防音壁 一

L3－5951BA 板型 L3－540 門扉，塀，さく等構成部材 一

L3－5951BA 板型 L3－5450 門扉，塀，さく及び手すり用立子 一

L3－5951BA 板型 L3－5450A 門扉，塀，さく及び手すり用立子（板状） 一

L3－5951BA 板型 L3－5451 門扉，塀，さく及び手すり用横桟 一

L3－5951BA 板型 L3－5452 窓用さく取付け桟 一

L3－5951BA 板型 L3－546 塀，さく及び手すり用下枠 一
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L3－5951BB ロの字型（ＢＡ除く） L2－542 防雪さく及び雪崩予防さく 一

L3－5951BB ロの字型（ＢＡ除く） L2－543 道路用防音壁 一

L3－5951BB ロの字型（ＢＡ除く） L3－540 門扉，塀，さく等構成部材 一

L3－5951BB ロの字型（ＢＡ除く） L3－5450 門扉，塀，さく及び手すり用立子 一

L3－5951BB ロの字型（ＢＡ除く） L3－5451 門扉，塀，さく及び手すり用横桟 一

L3－5951BB ロの字型（ＢＡ除く） L3－5452 窓用さく取付け桟 一

L3－5951BB ロの字型（ＢＡ除く） L3－546 塀，さく及び手すり用下枠 一

L3－5951C 装飾有り L2－542 防雪さく及び雪崩予防さく 一

L3－5951C 装飾有り L2－543 道路用防音壁 一

L3－5951C 装飾有り L3－540 門扉，塀，さく等構成部材 一

L3－5951C 装飾有り L3－5450 門扉，塀，さく及び手すり用立子 一

L3－5951C 装飾有り L3－5450A 門扉，塀，さく及び手すり用立子（板状） 一

L3－5951C 装飾有り L3－5451 門扉，塀，さく及び手すり用横桟 一

L3－5951C 装飾有り L3－5452 窓用さく取付け桟 一

L3－5951C 装飾有り L3－546 塀，さく及び手すり用下枠 一

L3－596 門，塀，さく用装飾体 L3－529 門柱部品及び付属品 一

L3－596 門，塀，さく用装飾体 L3－5391 さく用装飾体 全

L3－5970 門，塀，さく等金具金物 L2－542 防雪さく及び雪崩予防さく 一

L3－5970 門，塀，さく等金具金物 L2－543 道路用防音壁 一

L3－5970 門，塀，さく等金具金物 L3－5190 門扉部品及び付属品 一

L3－5970 門，塀，さく等金具金物 L3－529 門柱部品及び付属品 一

L3－5970 門，塀，さく等金具金物 L3－5390 さく部品及び付属品 一

L3－5970 門，塀，さく等金具金物 L3－549 門扉，塀，さく等構成部材部品及び付属 一

L3－5970A 基本形状平板型 L2－542 防雪さく及び雪崩予防さく 一

L3－5970A 基本形状平板型 L2－543 道路用防音壁 一

L3－5970A 基本形状平板型 L3－5190 門扉部品及び付属品 一

L3－5970A 基本形状平板型 L3－529 門柱部品及び付属品 一

L3－5970A 基本形状平板型 L3－5390 さく部品及び付属品 一

L3－5970A 基本形状平板型 L3－549 門扉，塀，さく等構成部材部品及び付属 一

L3－5970B 基本形状立体折れ曲がり型（コの字，Ｌ
字，Ｔ字型）

L2－542 防雪さく及び雪崩予防さく 一

L3－5970B 基本形状立体折れ曲がり型（コの字，Ｌ
字，Ｔ字型）

L2－543 道路用防音壁 一

L3－5970B 基本形状立体折れ曲がり型（コの字，Ｌ
字，Ｔ字型）

L3－5190 門扉部品及び付属品 一

L3－5970B 基本形状立体折れ曲がり型（コの字，Ｌ
字，Ｔ字型）

L3－529 門柱部品及び付属品 一

L3－5970B 基本形状立体折れ曲がり型（コの字，Ｌ
字，Ｔ字型）

L3－5390 さく部品及び付属品 一

L3－5970B 基本形状立体折れ曲がり型（コの字，Ｌ
字，Ｔ字型）

L3－549 門扉，塀，さく等構成部材部品及び付属
品

一

L3－5971 門，さく，手すり用ブラケット L3－549 門扉，塀，さく等構成部材部品及び付属
品

一

L3－5972 門，さく，手すり用継ぎ手 L3－549 門扉，塀，さく等構成部材部品及び付属
品

一

L3－5973 門扉，塀，さく等キャップ L3－5390 さく部品及び付属品 一

L3－60 屋外設備具及び屋外造作物 L3－60 噴水，鳥居 全

L3－610 太陽熱利用温水器 L3－610 太陽熱利用温水器 全

L3－619 太陽熱利用温水器部品及び付属品 L3－619 太陽熱利用温水器部品及び付属品 全

L3－620 高置水槽等 L3－620 高置水槽等 全

L3－620AA 直方体型 L3－620 高置水槽等 一

L3－620AB 円筒型 L3－620 高置水槽等 一

L3－620B パネル集合体型 L3－620 高置水槽等 一

L3－6290 高置水槽等部品及び付属品 L3－6290 高置水槽等部品及び付属品 全

L3－6291 高置水槽用パネル L3－6291 高置水槽用パネル 全

L3－6291AA 正方形 L3－6291 高置水槽用パネル 一

L3－6291AB 長方形 L3－6291 高置水槽用パネル 一

L3－6291B 点検口付き L3－6291 高置水槽用パネル 一
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L3－630 設置池及び設置プール L3－630 設置池，設置プール 全

L3－639 設置池及び設置プール部品及び付属品 L3－639 設置池及び設置プール部品及び付属品 全

L4－000 その他の建築用構成品 L3－40 建築用ユニット 全

L4－000 その他の建築用構成品 L4－00 その他の建築用構成部材 全

L4－20 屋根，庇，樋等 L4－20 屋根，樋等 全

L4－210 屋根 L4－210 屋根 全

L4－2200 庇及び建物用日除け L4－220 庇，建物用日よけ 全

L4－2200 庇及び建物用日除け L4－221 庇材，建物用日よけ材 全

L4－2300 樋等 L4－230 樋等 全

L4－2300 樋等 L4－2390 樋等部品及び付属品 一

L4－2310 樋及び樋継ぎ手 L4－231 樋 全

L4－2310 樋及び樋継ぎ手 L4－231A 樋（断面対称型） 全

L4－2310 樋及び樋継ぎ手 L4－231B 樋（断面非対称型） 全

L4－2310 樋及び樋継ぎ手 L4－231C 樋（管状型） 全

L4－2310 樋及び樋継ぎ手 L4－231D 樋（化粧板付き型） 全

L4－2310 樋及び樋継ぎ手 L4－231E 樋（鎖型） 全

L4－2310 樋及び樋継ぎ手 L4－2322 樋継ぎ手 全

L4－2310 樋及び樋継ぎ手 L4－2322A 樋継ぎ手（断面対称型） 全

L4－2310 樋及び樋継ぎ手 L4－2322B 樋継ぎ手（断面非対称型） 全

L4－2310 樋及び樋継ぎ手 L4－2322C 樋継ぎ手（管状型） 全

L4－2310 樋及び樋継ぎ手 L4－2322D 樋継ぎ手（樋曲り型） 全

L4－2310 樋及び樋継ぎ手 L4－2322E 樋継ぎ手（管曲り型） 全

L4－2310AA 溝型 L4－231 樋 一

L4－2310AA 溝型 L4－231A 樋（断面対称型） 一

L4－2310AA 溝型 L4－231B 樋（断面非対称型） 一

L4－2310AA 溝型 L4－231D 樋（化粧板付き型） 一

L4－2310AA 溝型 L4－2322 樋継ぎ手 一

L4－2310AA 溝型 L4－2322A 樋継ぎ手（断面対称型） 一

L4－2310AA 溝型 L4－2322B 樋継ぎ手（断面非対称型） 一

L4－2310AA 溝型 L4－2322D 樋継ぎ手（樋曲り型） 一

L4－2310AB 管型 L4－231 樋 一

L4－2310AB 管型 L4－231C 樋（管状型） 全

L4－2310AB 管型 L4－2322 樋継ぎ手 一

L4－2310AB 管型 L4－2322C 樋継ぎ手（管状型） 全

L4－2310AB 管型 L4－2322E 樋継ぎ手（管曲り型） 全

L4－2310AC 鎖型 L4－231E 樋（鎖型） 全

L4－2310B 断面形状連続型 L4－231 樋 一

L4－2310B 断面形状連続型 L4－231A 樋（断面対称型） 一

L4－2310B 断面形状連続型 L4－231B 樋（断面非対称型） 一

L4－2310B 断面形状連続型 L4－231C 樋（管状型） 一

L4－2310B 断面形状連続型 L4－231D 樋（化粧板付き型） 一

L4－2310B 断面形状連続型 L4－231E 樋（鎖型） 一

L4－2310B 断面形状連続型 L4－2322 樋継ぎ手 一

L4－2310B 断面形状連続型 L4－2322A 樋継ぎ手（断面対称型） 一

L4－2310B 断面形状連続型 L4－2322B 樋継ぎ手（断面非対称型） 一

L4－2310B 断面形状連続型 L4－2322C 樋継ぎ手（管状型） 一

L4－2310B 断面形状連続型 L4－2322D 樋継ぎ手（樋曲り型） 一

L4－2310B 断面形状連続型 L4－2322E 樋継ぎ手（管曲り型） 一

L4－2310C 曲がり型 L4－2322D 樋継ぎ手（樋曲り型） 全

L4－2310C 曲がり型 L4－2322E 樋継ぎ手（管曲り型） 全

L4－2320 樋構成部材 L4－2320 樋構成部材 全

L4－2321 樋集水器 L4－2321 樋用集水器 全

L4－2323 樋止め L4－2323 樋止め 全

L4－30 天井，壁，床等 L4－30 天井，壁，床等 全
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L4－3100 天井 L4－310 天井 全

L4－3100 天井 L4－310A 天井（変形） 全

L4－3200 壁 L4－320 壁 全

L4－3200 壁 L4－3210 壁構成部材 全

L4－3200 壁 L4－3211 カーテンウォール 一

L4－330 床 L3－45 床の間 一

L4－330 床 L4－330 床 全

L4－340 階段 L3－44 階段，階段室 全

L4－3410 階段用構成部材 L4－030 階段用構成部材 全

L4－3410 階段用構成部材 L4－039 階段用構成部材部品及び付属品 全

L4－3411 階段用踏み板及び階段用け込み板 L4－031 階段用踏み板及び階段用け込み板 全

L4－50 建物用固着具等 L4－390 天井，壁，床等部品及び付属品 一

L4－50 建物用固着具等 L4－391 建築版重合用緊定金具 全

L4－50 建物用固着具等 L4－490 建物用縁，建物用目地等部品及び付属 一

L4－510 建物構造材用金具 L4－190 建築用構造材部品及び付属品 一

L4－510 建物構造材用金具 L4－191 建築用構造材相互接合連結金具 全

L4－510 建物構造材用金具 L4－191A 建築用構造材相互接合連結金具（木造 全

L4－510 建物構造材用金具 L4－191B 建築用構造材相互接合連結金具（鉄骨 全

L4－510 建物構造材用金具 L4－191C 建築用構造材相互接合連結金具（軽量
形鋼用）

全

L4－510A 基本形状平板型 L4－190 建築用構造材部品及び付属品 一

L4－510A 基本形状平板型 L4－191 建築用構造材相互接合連結金具 一

L4－510A 基本形状平板型 L4－191A 建築用構造材相互接合連結金具（木造 一

L4－510A 基本形状平板型 L4－191B 建築用構造材相互接合連結金具（鉄骨 一

L4－510A 基本形状平板型 L4－191C 建築用構造材相互接合連結金具（軽量
形鋼用）

一

L4－510B 基本形状立体折れ曲がり型（コの字，Ｌ
字，Ｔ字型）

L4－190 建築用構造材部品及び付属品 一

L4－510B 基本形状立体折れ曲がり型（コの字，Ｌ
字，Ｔ字型）

L4－191 建築用構造材相互接合連結金具 一

L4－510B 基本形状立体折れ曲がり型（コの字，Ｌ
字，Ｔ字型）

L4－191A 建築用構造材相互接合連結金具（木造
用）

一

L4－510B 基本形状立体折れ曲がり型（コの字，Ｌ
字，Ｔ字型）

L4－191B 建築用構造材相互接合連結金具（鉄骨
用）

一

L4－510B 基本形状立体折れ曲がり型（コの字，Ｌ
字，Ｔ字型）

L4－191C 建築用構造材相互接合連結金具（軽量
形鋼用）

一

L4－510C ピン状型 L4－190 建築用構造材部品及び付属品 一

L4－510C ピン状型 L4－191 建築用構造材相互接合連結金具 一

L4－510C ピン状型 L4－191A 建築用構造材相互接合連結金具（木造
用）

一

L4－510C ピン状型 L4－191B 建築用構造材相互接合連結金具（鉄骨
用）

一

L4－510C ピン状型 L4－191C 建築用構造材相互接合連結金具（軽量
形鋼用）

一

L4－511 鉄筋固定具 L1－430 配筋固定具等 全

L4－511 鉄筋固定具 L1－431 鉄筋用スペーサー 全

L4－511 鉄筋固定具 L1－431A 鉄筋用スペーサー（鉄線型） 全

L4－511 鉄筋固定具 L1－432 鉄骨用スペーサー 全

L4－511 鉄筋固定具 L1－433 鉄筋支持具等 全

L4－512 羽子板ボルト L4－193 羽子板ボルト 全

L4－513 建物構造材用カバー，キャップ L4－190 建築用構造材部品及び付属品 一

L4－520 屋根用金具等 L4－029 ベランダ用構造材部品及び付属品 一

L4－520 屋根用金具等 L4－2190 屋根部品及び付属品 一

L4－520 屋根用金具等 L4－2193 たる木先端金具 全

L4－520 屋根用金具等 L4－29 屋根，樋等部品及び付属品 一

L4－521 かわら止め具及び屋根板止め具 L4－2191 かわら止め具及び屋根板止め具 全

L4－521 かわら止め具及び屋根板止め具 L6－119 かわら部品及び付属品 一

L4－522 雪止め L4－2192 雪止め 全
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L4－53 庇及び建物用日よけ金具 L4－229 庇取付け具，建物用日よけ取付け具 全

L4－53 庇及び建物用日よけ金具 L4－29 屋根，樋等部品及び付属品 一

L4－54 樋用金具 L4－2390 樋等部品及び付属品 一

L4－54 樋用金具 L4－2391 樋受け金物 全

L4－55 天井用つり具 L4－3190 天井部品及び付属品 全

L4－55 天井用つり具 L4－31910 天井つり具 全

L4－55 天井用つり具 L4－31911 天井野縁受けつり具 全

L4－55 天井用つり具 L4－31911A 天井野縁受けつり具（木製野縁受け型） 全

L4－55 天井用つり具 L4－31911B 天井野縁受けつり具（軽量形鋼野縁受け 全

L4－55 天井用つり具 L4－31912 さお縁つり具 全

L4－55 天井用つり具 L4－3192 天井板固定金具 全

L4－56 壁板取付け具 L4－3212 壁間隔保持具 一

L4－56 壁板取付け具 L4－329 壁部品及び付属品 全

L4－56 壁板取付け具 L4－390 天井，壁，床等部品及び付属品 一

L4－56 壁板取付け具 L4－490 建物用縁，建物用目地等部品及び付属 一

L4－57 床用支持具 L4－029 ベランダ用構造材部品及び付属品 一

L4－57 床用支持具 L4－3390 床部品及び付属品 全

L4－57 床用支持具 L4－3391 建物用根太受け，建物用大引き受け等 全

L4－580 インサート L4－3920 インサート 全

L4－580 インサート L4－3920A インサート（箱型） 全

L4－580 インサート L4－3920AA インサート（箱型・ナット付き） 全

L4－580 インサート L4－3920AB インサート（箱型・連結具付き） 全

L4－580 インサート L4－3920B インサート（筒型） 全

L4－580 インサート L4－3920BA インサート（筒型・ナット付き） 全

L4－580 インサート L4－3920BB インサート（筒型・めねじ付き） 全

L4－580 インサート L4－3920BC インサート（筒型・連結具付き） 全

L4－580 インサート L4－3920C インサート（ボルト型） 全

L4－580 インサート L4－3920D インサート（つり足付き） 全

L4－580 インサート L4－3920E インサート（溶接継ぎ手付き） 全

L4－580A 箱型 L4－3920A インサート（箱型） 全

L4－580A 箱型 L4－3920AA インサート（箱型・ナット付き） 全

L4－580A 箱型 L4－3920AB インサート（箱型・連結具付き） 全

L4－580B 筒型 L4－3920B インサート（筒型） 全

L4－580B 筒型 L4－3920BA インサート（筒型・ナット付き） 全

L4－580B 筒型 L4－3920BB インサート（筒型・めねじ付き） 全

L4－580B 筒型 L4－3920BC インサート（筒型・連結具付き） 全

L4－580C ボルト型 L4－3920C インサート（ボルト型） 全

L4－589 インサート部品及び付属品 L4－3929 インサート部品及び付属品 全

L4－60 建具等 L5－00 その他の建具及び建築用開口部材 一

L4－60 建具等 L5－20 雨戸及び戸袋 一

L4－60 建具等 L5－220 戸袋 全

L4－60 建具等 L5－23 雨戸板及び戸袋板 一

L4－60 建具等 L5－23A 雨戸板及び戸袋板（単位板） 一

L4－60 建具等 L5－40 建物用通風口，建物用点検口等（建物用
避難口）

一

L4－610 間仕切り，欄間等 L5－00 その他の建具及び建築用開口部材 一

L4－611 建物用間仕切り L5－010 建物用間仕切り 全

L4－611 建物用間仕切り L5－0122 建物用可動間仕切りパネル 全

L4－612 欄間 L5－02 欄間 全

L4－620 建物用戸及び建物用窓 L5－100 建物用戸，窓，建物用戸枠及び窓枠 全

L4－620 建物用戸及び建物用窓 L5－110 建物用枠付き戸及び枠付き窓 全

L4－620 建物用戸及び建物用窓 L5－1200 建物用戸及び窓 全

L4－6210 建物用戸及び枠付き戸 L5－111 建物用枠付き戸 一

L4－6210 建物用戸及び枠付き戸 L5－12100 建物用戸 一
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L4－6210 建物用戸及び枠付き戸 L5－12101 金庫室扉 全

L4－6210A 枠付き L5－111 建物用枠付き戸 一

L4－6210B 複数パネル構成型 L5－111 建物用枠付き戸 一

L4－6210B 複数パネル構成型 L5－12100 建物用戸 一

L4－6210C 格子，網戸及び雨戸付き L5－111 建物用枠付き戸 一

L4－6210C 格子，網戸及び雨戸付き L5－12100 建物用戸 一

L4－6211 折戸 D2－59 ※クローゼット用折戸 一

L4－6211 折戸 L5－1220 建物用折戸 全

L4－6211 折戸 L5－1222 建物用折戸単位板 全

L4－6212 幼児用室内扉 L5－111 建物用枠付き戸 一

L4－6212 幼児用室内扉 L5－12100 建物用戸 一

L4－6220 窓及び枠付き窓 L5－112 枠付き窓 全

L4－6220 窓及び枠付き窓 L5－1260 窓 全

L4－6220A ルーバー構成型 L5－112 枠付き窓 一

L4－6220A ルーバー構成型 L5－1260 窓 一

L4－6220B 天窓，採光窓 L5－112 枠付き窓 一

L4－6220B 天窓，採光窓 L5－1260 窓 一

L4－6220C 格子，網戸及び雨戸付き L5－112 枠付き窓 一

L4－6220C 格子，網戸及び雨戸付き L5－1260 窓 一

L4－6221 出窓 L5－1261 出窓 全

L4－6221A 格子，網戸及び雨戸付き L5－1261 出窓 一

L4－623 網戸 L5－1250 網戸 全

L4－6240 格子，よろい戸及び雨戸 L3－431 窓用面格子 一

L4－6240 格子，よろい戸及び雨戸 L5－1230 よろい戸 全

L4－6240 格子，よろい戸及び雨戸 L5－20 雨戸及び戸袋 一

L4－6240 格子，よろい戸及び雨戸 L5－210 雨戸 全

L4－6240 格子，よろい戸及び雨戸 L5－23 雨戸板及び戸袋板 一

L4－6240 格子，よろい戸及び雨戸 L5－23A 雨戸板及び戸袋板（単位板） 一

L4－6240A ルーバー構成型 L5－1230 よろい戸 一

L4－6240A ルーバー構成型 L5－20 雨戸及び戸袋 一

L4－6240A ルーバー構成型 L5－210 雨戸 一

L4－6249 格子，よろい戸及び雨戸部品及び付属品 L5－1232 よろい戸用羽板 全

L4－6249 格子，よろい戸及び雨戸部品及び付属品 L5－23 雨戸板及び戸袋板 一

L4－6249 格子，よろい戸及び雨戸部品及び付属品 L5－23A 雨戸板及び戸袋板（単位板） 一

L4－625 ふすま及び障子 L5－1240 ふすま及び障子 全

L4－6260 建物用シャッター L5－30 建物用シャッター 全

L4－6260A スラット可動型 L5－30 建物用シャッター 一

L4－62690 建物用シャッター部品及び付属品 L5－310 建物用シャッター構成部材 全

L4－62690 建物用シャッター部品及び付属品 L5－322 建物用シャッター巻き袋構成部材 全

L4－62690 建物用シャッター部品及び付属品 L5－39 建物用シャッター部品及び付属品 全

L4－62691 建物用シャッタースラット L5－311 建物用シャッタースラット 全

L4－63 建物用戸枠及び窓枠 L5－130 建物用戸枠及び窓枠 全

L4－63 建物用戸枠及び窓枠 L5－131 建物用戸枠 全

L4－63 建物用戸枠及び窓枠 L5－132 窓枠 全

L4－640 建物用通風口，建物用点検口等 L5－40 建物用通風口，建物用点検口等 一

L4－641 建物用通風口 L5－41 建物用通風口 全

L4－642 建物用点検口 L5－420 建物用点検口 全

L4－650 カーテンレール L5－50 カーテンレール及びつり戸車レール 一

L4－6590 カーテンレール部品及び付属品 L5－590 カーテンレール及びつり戸車レール部品
及び付属品

全

L4－6591 カーテンランナー L5－512 カーテンランナー 全

L4－6592 カーテンつり金具 L5－513 カーテンつり金具 全

L4－6593 カーテン房掛け具 L5－514 カーテン房掛け具 全

L4－6594 カーテンレール用ブラケット L5－591 カーテンレール用ブラケット 全
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L4－6595 カーテンストッパー L5－592 カーテンストッパー 全

L4－690 建具等部品及び付属品 L5－019 建物用間仕切り部品及び付属品 一

L4－690 建具等部品及び付属品 L5－60 建具金物 全

L4－690 建具等部品及び付属品 L5－90 建築用開口部材及び建具部品及び付属 全

L4－691 建具用コーナー継ぎ手 L5－019 建物用間仕切り部品及び付属品 一

L4－691 建具用コーナー継ぎ手 L5－91 建具用コーナー継ぎ手 全

L4－692 建具用接続具 L5－019 建物用間仕切り部品及び付属品 一

L4－692 建具用接続具 L5－92 建具用接続具 全

L4－693 建具用摺動具 L5－93 建具用摺動具 全

L4－694 建具用気密具 L5－94 建具用気密具 全

L4－695 建具用戸当り具 L5－95 建具用戸当り具 全

L4－696 建具用戸車及びつり戸車 L5－62 建具用戸車及びつり戸車 全

L4－697 ノッカー L5－65 ノッカー 全

L4－698 ドアスコープ L5－66 ドアスコープ 全

L6－00 その他の建築用内外装材 L6－00 その他の建築用内外装材 全

L6－02 建築用ガラスブロック L6－02 建築用ガラスブロック 全

L6－03 壁面，天井面構成用ルーバー L6－10 屋根板，天井板，壁板，床板等 一

L6－04 建築用装飾体 L5－96 建具用装飾体 全

L6－04 建築用装飾体 L6－20 建築用装飾板等 一

L6－100 建築用板 D5－34 浴室用すのこ 一

L6－100 建築用板 L4－3211 カーテンウォール 一

L6－100 建築用板 L5－1212 ドア構成単位板 全

L6－100 建築用板 L6－01 建築用板 全

L6－100 建築用板 L6－01A 建築用板（端部加工） 全

L6－100 建築用板 L6－01B 建築用板（加飾） 一

L6－100 建築用板 L6－10 屋根板，天井板，壁板，床板等 一

L6－100 建築用板 L6－10A 屋根板，天井板，壁板，床板等（端部加 全

L6－100 建築用板 L6－10B 屋根板，天井板，壁板，床板等（加飾） 一

L6－100 建築用板 L6－130 天井板及び壁板 一

L6－100 建築用板 L6－130A 天井板及び壁板（端部加工） 一

L6－100 建築用板 L6－130B 天井板及び壁板（加飾） 一

L6－100 建築用板 L6－130C 天井板及び壁板（単位板） 一

L6－100 建築用板 L6－140 床板 一

L6－100 建築用板 L6－140A 床板（端部加工） 一

L6－100 建築用板 L6－140B 床板（加飾） 一

L6－100 建築用板 L6－140C 床板（格子） 一

L6－100 建築用板 L6－21 建築用装飾版 一

L6－100 建築用板 L6－21J 建築用装飾板（縞模様） 一

L6－100A 折板型 L6－01 建築用板 一

L6－100A 折板型 L6－01A 建築用板（端部加工） 一

L6－100A 折板型 L6－10 屋根板，天井板，壁板，床板等 一

L6－100A 折板型 L6－10A 屋根板，天井板，壁板，床板等（端部加 一

L6－100A 折板型 L6－130 天井板及び壁板 一

L6－100A 折板型 L6－130A 天井板及び壁板（端部加工） 一

L6－100A 折板型 L6－140 床板 一

L6－100A 折板型 L6－140A 床板（端部加工） 一

L6－100B 連結用端部加工無し D5－34 浴室用すのこ 一

L6－100B 連結用端部加工無し L4－3211 カーテンウォール 一

L6－100B 連結用端部加工無し L5－1212 ドア構成単位板 全

L6－100B 連結用端部加工無し L6－01 建築用板 全

L6－100B 連結用端部加工無し L6－01A 建築用板（端部加工） 全

L6－100B 連結用端部加工無し L6－01B 建築用板（加飾） 一

L6－100B 連結用端部加工無し L6－10 屋根板，天井板，壁板，床板等 一

L6－100B 連結用端部加工無し L6－10A 屋根板，天井板，壁板，床板等（端部加 全
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L6－100B 連結用端部加工無し L6－10B 屋根板，天井板，壁板，床板等（加飾） 一

L6－100B 連結用端部加工無し L6－130 天井板及び壁板 一

L6－100B 連結用端部加工無し L6－130A 天井板及び壁板（端部加工） 一

L6－100B 連結用端部加工無し L6－130B 天井板及び壁板（加飾） 一

L6－100B 連結用端部加工無し L6－130C 天井板及び壁板（単位板） 一

L6－100B 連結用端部加工無し L6－140 床板 一

L6－100B 連結用端部加工無し L6－140A 床板（端部加工） 一

L6－100B 連結用端部加工無し L6－140B 床板（加飾） 一

L6－100B 連結用端部加工無し L6－140C 床板（格子） 一

L6－100B 連結用端部加工無し L6－21 建築用装飾版 一

L6－100B 連結用端部加工無し L6－21J 建築用装飾板（縞模様） 一

L6－100C 太陽光発電パネル付き L6－01 建築用板 一

L6－100C 太陽光発電パネル付き L6－10 屋根板，天井板，壁板，床板等 一

L6－100DA 孔板型 L6－01 建築用板 一

L6－100DA 孔板型 L6－01A 建築用板（端部加工） 一

L6－100DA 孔板型 L6－10 屋根板，天井板，壁板，床板等 一

L6－100DA 孔板型 L6－10A 屋根板，天井板，壁板，床板等（端部加 一

L6－100DA 孔板型 L6－130 天井板及び壁板 一

L6－100DA 孔板型 L6－130A 天井板及び壁板（端部加工） 一

L6－100DA 孔板型 L6－130C 天井板及び壁板（単位板） 一

L6－100DA 孔板型 L6－140 床板 一

L6－100DA 孔板型 L6－140A 床板（端部加工） 一

L6－100DB 格子板型 D5－34 浴室用すのこ 一

L6－100DB 格子板型 L6－01 建築用板 一

L6－100DB 格子板型 L6－01A 建築用板（端部加工） 一

L6－100DB 格子板型 L6－10 屋根板，天井板，壁板，床板等 一

L6－100DB 格子板型 L6－10A 屋根板，天井板，壁板，床板等（端部加 一

L6－100DB 格子板型 L6－130 天井板及び壁板 一

L6－100DB 格子板型 L6－130A 天井板及び壁板（端部加工） 一

L6－100DB 格子板型 L6－130C 天井板及び壁板（単位板） 一

L6－100DB 格子板型 L6－140C 床板（格子） 一

L6－100E 装飾有り L4－3211 カーテンウォール 一

L6－100E 装飾有り L5－1212 ドア構成単位板 全

L6－100E 装飾有り L6－01 建築用板 全

L6－100E 装飾有り L6－01A 建築用板（端部加工） 全

L6－100E 装飾有り L6－01B 建築用板（加飾） 一

L6－100E 装飾有り L6－10 屋根板，天井板，壁板，床板等 一

L6－100E 装飾有り L6－10A 屋根板，天井板，壁板，床板等（端部加 全

L6－100E 装飾有り L6－10B 屋根板，天井板，壁板，床板等（加飾） 一

L6－100E 装飾有り L6－130 天井板及び壁板 一

L6－100E 装飾有り L6－130A 天井板及び壁板（端部加工） 一

L6－100E 装飾有り L6－130B 天井板及び壁板（加飾） 一

L6－100E 装飾有り L6－130C 天井板及び壁板（単位板） 一

L6－100E 装飾有り L6－140 床板 一

L6－100E 装飾有り L6－140A 床板（端部加工） 一

L6－100E 装飾有り L6－140B 床板（加飾） 一

L6－100E 装飾有り L6－140C 床板（格子） 一

L6－100E 装飾有り L6－21 建築用装飾版 一

L6－100E 装飾有り L6－21J 建築用装飾板（縞模様） 一

L6－101 建築用装飾板 L4－410 建物用縁 一

L6－101 建築用装飾板 L4－4120 建物用入隅出隅材 一

L6－101 建築用装飾板 L4－4120A 建物用入隅出隅材（継ぎ手機能有り） 一

L6－101 建築用装飾板 L4－491 建物用縁等コーナー具 一

L6－101 建築用装飾板 L6－01B 建築用板（加飾） 一
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L6－101 建築用装飾板 L6－10B 屋根板，天井板，壁板，床板等（加飾） 一

L6－101 建築用装飾板 L6－130 天井板及び壁板 一

L6－101 建築用装飾板 L6－130A 天井板及び壁板（端部加工） 一

L6－101 建築用装飾板 L6－130B 天井板及び壁板（加飾） 一

L6－101 建築用装飾板 L6－130C 天井板及び壁板（単位板） 一

L6－101 建築用装飾板 L6－140 床板 一

L6－101 建築用装飾板 L6－140A 床板（端部加工） 一

L6－101 建築用装飾板 L6－140B 床板（加飾） 一

L6－101 建築用装飾板 L6－140C 床板（格子） 一

L6－101 建築用装飾板 L6－20 建築用装飾板等 一

L6－101 建築用装飾板 L6－21 建築用装飾板 一

L6－101 建築用装飾板 L6－21A 建築用装飾板（花模様） 全

L6－101 建築用装飾板 L6－21AA 建築用装飾板（凹凸花模様） 全

L6－101 建築用装飾板 L6－21B 建築用装飾板（花縞模様） 全

L6－101 建築用装飾板 L6－21BA 建築用装飾板（凹凸花縞模様） 全

L6－101 建築用装飾板 L6－21C 建築用装飾板（花格子模様） 全

L6－101 建築用装飾板 L6－21CA 建築用装飾板（凹凸花格子模様） 全

L6－101 建築用装飾板 L6－21D 建築用装飾板（花無し植物模様） 全

L6－101 建築用装飾板 L6－21DA 建築用装飾板（凹凸花無し模様） 全

L6－101 建築用装飾板 L6－21E 建築用装飾板（動物模様） 全

L6－101 建築用装飾板 L6－21EA 建築用装飾板（凹凸動物模様） 全

L6－101 建築用装飾板 L6－21F 建築用装飾板（器物模様） 全

L6－101 建築用装飾板 L6－21FA 建築用装飾板（凹凸器物模様） 全

L6－101 建築用装飾板 L6－21G 建築用装飾板（混合模様） 全

L6－101 建築用装飾板 L6－21GA 建築用装飾板（凹凸混合模様） 全

L6－101 建築用装飾板 L6－21H 建築用装飾板（抽象模様） 全

L6－101 建築用装飾板 L6－21HA 建築用装飾板（凹凸抽象模様） 全

L6－101 建築用装飾板 L6－21HB 建築用装飾板（抽象寄木模様） 全

L6－101 建築用装飾板 L6－21J 建築用装飾板（縞模様） 一

L6－101 建築用装飾板 L6－21K 建築用装飾板（格子模様） 全

L6－101 建築用装飾板 L6－21L 建築用装飾板（孔板） 全

L6－101 建築用装飾板 L6－21LA 建築用装飾板（格子板） 全

L6－101A 断面Ｌ字型 L4－4120 建物用入隅出隅材 一

L6－101A 断面Ｌ字型 L4－4120A 建物用入隅出隅材（継ぎ手機能有り） 一

L6－101A 断面Ｌ字型 L4－491 建物用縁等コーナー具 一

L6－101B 連結用端部加工無し L4－410 建物用縁 一

L6－101B 連結用端部加工無し L4－4120 建物用入隅出隅材 一

L6－101B 連結用端部加工無し L4－4120A 建物用入隅出隅材（継ぎ手機能有り） 一

L6－101B 連結用端部加工無し L4－491 建物用縁等コーナー具 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－01B 建築用板（加飾） 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－10B 屋根板，天井板，壁板，床板等（加飾） 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－130 天井板及び壁板 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－130A 天井板及び壁板（端部加工） 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－130B 天井板及び壁板（加飾） 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－130C 天井板及び壁板（単位板） 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－140 床板 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－140A 床板（端部加工） 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－140B 床板（加飾） 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－140C 床板（格子） 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－20 建築用装飾板等 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－21 建築用装飾板 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－21A 建築用装飾板（花模様） 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－21AA 建築用装飾板（凹凸花模様） 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－21B 建築用装飾板（花縞模様） 一
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L6－101B 連結用端部加工無し L6－21BA 建築用装飾板（凹凸花縞模様） 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－21C 建築用装飾板（花格子模様） 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－21CA 建築用装飾板（凹凸花格子模様） 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－21D 建築用装飾板（花無し植物模様） 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－21DA 建築用装飾板（凹凸花無し模様） 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－21E 建築用装飾板（動物模様） 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－21EA 建築用装飾板（凹凸動物模様） 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－21F 建築用装飾板（器物模様） 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－21FA 建築用装飾板（凹凸器物模様） 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－21G 建築用装飾板（混合模様） 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－21GA 建築用装飾板（凹凸混合模様） 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－21H 建築用装飾板（抽象模様） 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－21HA 建築用装飾板（凹凸抽象模様） 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－21HB 建築用装飾板（抽象寄木模様） 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－21J 建築用装飾板（縞模様） 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－21K 建築用装飾板（格子模様） 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－21L 建築用装飾板（孔板） 一

L6－101B 連結用端部加工無し L6－21LA 建築用装飾板（格子板） 一

L6－101DA 孔板型 L4－410 建物用縁 一

L6－101DA 孔板型 L4－4120 建物用入隅出隅材 一

L6－101DA 孔板型 L4－4120A 建物用入隅出隅材（継ぎ手機能有り） 一

L6－101DA 孔板型 L4－491 建物用縁等コーナー具 一

L6－101DA 孔板型 L6－130 天井板及び壁板 一

L6－101DA 孔板型 L6－130A 天井板及び壁板（端部加工） 一

L6－101DA 孔板型 L6－130C 天井板及び壁板（単位板） 一

L6－101DA 孔板型 L6－140 床板 一

L6－101DA 孔板型 L6－140A 床板（端部加工） 一

L6－101DA 孔板型 L6－21L 建築用装飾板（孔板） 全

L6－101DB 格子板型 L4－410 建物用縁 一

L6－101DB 格子板型 L4－4120 建物用入隅出隅材 一

L6－101DB 格子板型 L4－4120A 建物用入隅出隅材（継ぎ手機能有り） 一

L6－101DB 格子板型 L4－491 建物用縁等コーナー具 一

L6－101DB 格子板型 L6－130 天井板及び壁板 一

L6－101DB 格子板型 L6－130A 天井板及び壁板（端部加工） 一

L6－101DB 格子板型 L6－130C 天井板及び壁板（単位板） 一

L6－101DB 格子板型 L6－140C 床板（格子） 一

L6－101DB 格子板型 L6－21LA 建築用装飾板（格子板） 全

L6－101EA 石，煉瓦模様 L4－410 建物用縁 一

L6－101EA 石，煉瓦模様 L4－4120 建物用入隅出隅材 一

L6－101EA 石，煉瓦模様 L4－4120A 建物用入隅出隅材（継ぎ手機能有り） 一

L6－101EA 石，煉瓦模様 L4－491 建物用縁等コーナー具 一

L6－101EA 石，煉瓦模様 L6－01B 建築用板（加飾） 一

L6－101EA 石，煉瓦模様 L6－10B 屋根板，天井板，壁板，床板等（加飾） 一

L6－101EA 石，煉瓦模様 L6－130B 天井板及び壁板（加飾） 一

L6－101EA 石，煉瓦模様 L6－140B 床板（加飾） 一

L6－101EA 石，煉瓦模様 L6－21 建築用装飾板 一

L6－101EA 石，煉瓦模様 L6－21H 建築用装飾板（抽象模様） 一

L6－101EA 石，煉瓦模様 L6－21HA 建築用装飾板（凹凸抽象模様） 一

L6－101EB 塗り仕上げ模様 L4－410 建物用縁 一

L6－101EB 塗り仕上げ模様 L4－4120 建物用入隅出隅材 一

L6－101EB 塗り仕上げ模様 L4－4120A 建物用入隅出隅材（継ぎ手機能有り） 一

L6－101EB 塗り仕上げ模様 L4－491 建物用縁等コーナー具 一

L6－101EB 塗り仕上げ模様 L6－01B 建築用板（加飾） 一

L6－101EB 塗り仕上げ模様 L6－10B 屋根板，天井板，壁板，床板等（加飾） 一
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L6－101EB 塗り仕上げ模様 L6－130B 天井板及び壁板（加飾） 一

L6－101EB 塗り仕上げ模様 L6－140B 床板（加飾） 一

L6－101EB 塗り仕上げ模様 L6－21 建築用装飾板 一

L6－101EB 塗り仕上げ模様 L6－21H 建築用装飾板（抽象模様） 一

L6－101EB 塗り仕上げ模様 L6－21HA 建築用装飾板（凹凸抽象模様） 一

L6－101EC 木目調模様 L4－410 建物用縁 一

L6－101EC 木目調模様 L4－4120 建物用入隅出隅材 一

L6－101EC 木目調模様 L4－4120A 建物用入隅出隅材（継ぎ手機能有り） 一

L6－101EC 木目調模様 L4－491 建物用縁等コーナー具 一

L6－101EC 木目調模様 L6－01B 建築用板（加飾） 一

L6－101EC 木目調模様 L6－10B 屋根板，天井板，壁板，床板等（加飾） 一

L6－101EC 木目調模様 L6－130B 天井板及び壁板（加飾） 一

L6－101EC 木目調模様 L6－140B 床板（加飾） 一

L6－101EC 木目調模様 L6－21 建築用装飾板 一

L6－101EC 木目調模様 L6－21H 建築用装飾板（抽象模様） 一

L6－101EC 木目調模様 L6－21HA 建築用装飾板（凹凸抽象模様） 一

L6－101EC 木目調模様 L6－21HB 建築用装飾板（抽象寄木模様） 一

L6－102 建築用断熱板 L6－10B 屋根板，天井板，壁板，床板等（端部加 一

L6－102 建築用断熱板 L6－10C 屋根板，天井板，壁板，床板等（断熱材 全

L6－102 建築用断熱板 L6－130 天井板及び壁板 一

L6－102 建築用断熱板 L6－130B 天井板及び壁板（加飾） 一

L6－102A 折板型 L6－10B 屋根板，天井板，壁板，床板等（端部加 一

L6－102A 折板型 L6－10C 屋根板，天井板，壁板，床板等（断熱材 一

L6－102A 折板型 L6－130 天井板及び壁板 一

L6－102A 折板型 L6－130B 天井板及び壁板（加飾） 一

L6－102B 連結用端部加工無し L6－10B 屋根板，天井板，壁板，床板等（端部加 一

L6－102B 連結用端部加工無し L6－10C 屋根板，天井板，壁板，床板等（断熱材 一

L6－102B 連結用端部加工無し L6－130 天井板及び壁板 一

L6－102B 連結用端部加工無し L6－130B 天井板及び壁板（加飾） 一

L6－102E 装飾有り L6－10B 屋根板，天井板，壁板，床板等（端部加 一

L6－102E 装飾有り L6－10C 屋根板，天井板，壁板，床板等（断熱材 一

L6－102E 装飾有り L6－130 天井板及び壁板 一

L6－102E 装飾有り L6－130B 天井板及び壁板（加飾） 一

L6－103 建物用吸音板及び防音板 L6－131 吸音防音天井板及び吸音防音壁板 一

L6－103 建物用吸音板及び防音板 L6－131A 吸音防音天井板及び吸音防音壁板（端
部加工）

一

L6－104 配線，配管用板 L6－140 床板 一

L6－104 配線，配管用板 L6－140A 床板（端部加工） 一

L6－104 配線，配管用板 L6－140B 床板（加飾） 一

L6－104 配線，配管用板 L6－140C 床板（格子） 一

L6－104 配線，配管用板 L6－141 床板構成部材 一

L6－104 配線，配管用板 L6－143 床下地板 一

L6－104A 溝付き L6－140 床板 一

L6－104A 溝付き L6－140A 床板（端部加工） 一

L6－104A 溝付き L6－140B 床板（加飾） 一

L6－104A 溝付き L6－143 床下地板 一

L6－1100 屋根板等 L4－2110 屋根構成部材 一

L6－116 屋根板及びかわら L4－2110 屋根構成部材 一

L6－116 屋根板及びかわら L4－2111 棟木，たる木及びかわら棒キャップ 一

L6－116 屋根板及びかわら L6－110 かわら 全

L6－116 屋根板及びかわら L6－1110 桟がわら 全

L6－116 屋根板及びかわら L6－1111 スレートがわら 全

L6－116 屋根板及びかわら L6－1112 金属がわら 全

L6－116 屋根板及びかわら L6－112 軒がわら等 全



新→旧

325/373

意匠分類記号
/Ｄターム記号

意匠分類の名称 意匠分類記号 意匠分類の名称 または 移行した物品
移行
方法

旧意匠分類新意匠分類

L6－116 屋根板及びかわら L6－113 棟がわら等 全

L6－116 屋根板及びかわら L6－115 鬼がわら等 全

L6－116 屋根板及びかわら L6－120 屋根板 全

L6－116 屋根板及びかわら L6－120A 屋根板（端部加工） 全

L6－116 屋根板及びかわら L6－120B 屋根板（加飾） 全

L6－116AA 折板型 L4－2110 屋根構成部材 一

L6－116AA 折板型 L4－2111 棟木，たる木及びかわら棒キャップ 一

L6－116AA 折板型 L6－110 かわら 一

L6－116AA 折板型 L6－1111 スレートがわら 一

L6－116AA 折板型 L6－120 屋根板 一

L6－116AA 折板型 L6－120A 屋根板（端部加工） 一

L6－116AA 折板型 L6－120B 屋根板（加飾） 一

L6－116AB 平板型 L4－2110 屋根構成部材 一

L6－116AB 平板型 L4－2111 棟木，たる木及びかわら棒キャップ 一

L6－116AB 平板型 L6－110 かわら 一

L6－116AB 平板型 L6－1110 桟がわら 一

L6－116AB 平板型 L6－1111 スレートがわら 一

L6－116AB 平板型 L6－120 屋根板 一

L6－116AB 平板型 L6－120A 屋根板（端部加工） 一

L6－116AB 平板型 L6－120B 屋根板（加飾） 一

L6－116AC かわら型 L6－110 かわら 一

L6－116AC かわら型 L6－1110 桟がわら 一

L6－116AC かわら型 L6－112 軒がわら等 全

L6－116AC かわら型 L6－113 棟がわら等 全

L6－116AC かわら型 L6－115 鬼がわら等 全

L6－116BA 棟，谷に使うもの L4－2110 屋根構成部材 一

L6－116BA 棟，谷に使うもの L4－2111 棟木，たる木及びかわら棒キャップ 一

L6－116BA 棟，谷に使うもの L6－110 かわら 一

L6－116BA 棟，谷に使うもの L6－1112 金属がわら 一

L6－116BA 棟，谷に使うもの L6－113 棟がわら等 全

L6－116BB けらば，軒先に使うもの L4－2110 屋根構成部材 一

L6－116BB けらば，軒先に使うもの L4－2111 棟木，たる木及びかわら棒キャップ 一

L6－116BB けらば，軒先に使うもの L6－110 かわら 一

L6－116BB けらば，軒先に使うもの L6－1112 金属がわら 一

L6－116BB けらば，軒先に使うもの L6－112 軒がわら等 一

L6－116C 太陽光発電パネル付き L6－110 かわら 一

L6－116C 太陽光発電パネル付き L6－1110 桟がわら 一

L6－116C 太陽光発電パネル付き L6－1111 スレートがわら 一

L6－116C 太陽光発電パネル付き L6－1112 金属がわら 一

L6－116C 太陽光発電パネル付き L6－112 軒がわら等 全

L6－116C 太陽光発電パネル付き L6－113 棟がわら等 一

L6－116C 太陽光発電パネル付き L6－115 鬼がわら等 一

L6－116C 太陽光発電パネル付き L6－120 屋根板 全

L6－116C 太陽光発電パネル付き L6－120A 屋根板（端部加工） 全

L6－1170 屋根用縁等 L4－2110 屋根構成部材 一

L6－1170 屋根用縁等 L4－2111 棟木，たる木及びかわら棒キャップ 一

L6－1170 屋根用縁等 L4－2113 鼻隠し及びパラペット 一

L6－1170 屋根用縁等 L4－2114 屋根用水切り 全

L6－1170 屋根用縁等 L4－2190 屋根部品及び付属品 一

L6－1170 屋根用縁等 L6－114 面戸がわら 全

L6－1170 屋根用縁等 L6－119 かわら部品及び付属品 一

L6－1170AA 平板型 L4－2110 屋根構成部材 一

L6－1170AA 平板型 L4－2111 棟木，たる木及びかわら棒キャップ 一

L6－1170AA 平板型 L4－2113 鼻隠し及びパラペット 一
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L6－1170AA 平板型 L4－2114 屋根用水切り 一

L6－1170AA 平板型 L4－2190 屋根部品及び付属品 一

L6－1170AA 平板型 L6－119 かわら部品及び付属品 一

L6－1170AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L4－2110 屋根構成部材 一

L6－1170AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L4－2111 棟木，たる木及びかわら棒キャップ 一

L6－1170AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L4－2113 鼻隠し及びパラペット 一

L6－1170AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L4－2114 屋根用水切り 一

L6－1170AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L4－2190 屋根部品及び付属品 一

L6－1170AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L6－119 かわら部品及び付属品 一

L6－1170AC 断面コの字・Ｕ字型 L4－2110 屋根構成部材 一

L6－1170AC 断面コの字・Ｕ字型 L4－2111 棟木，たる木及びかわら棒キャップ 一

L6－1170AC 断面コの字・Ｕ字型 L4－2113 鼻隠し及びパラペット 一

L6－1170AC 断面コの字・Ｕ字型 L4－2114 屋根用水切り 一

L6－1170AC 断面コの字・Ｕ字型 L4－2190 屋根部品及び付属品 一

L6－1170AC 断面コの字・Ｕ字型 L6－119 かわら部品及び付属品 一

L6－1170C ロールフォーミング型 L4－2110 屋根構成部材 一

L6－1170C ロールフォーミング型 L4－2111 棟木，たる木及びかわら棒キャップ 一

L6－1170C ロールフォーミング型 L4－2113 鼻隠し及びパラペット 一

L6－1170C ロールフォーミング型 L4－2114 屋根用水切り 一

L6－1170C ロールフォーミング型 L4－2190 屋根部品及び付属品 一

L6－1170C ロールフォーミング型 L6－119 かわら部品及び付属品 一

L6－1170E 装飾有り L4－2110 屋根構成部材 一

L6－1170E 装飾有り L4－2111 棟木，たる木及びかわら棒キャップ 一

L6－1170E 装飾有り L4－2113 鼻隠し及びパラペット 一

L6－1170E 装飾有り L4－2114 屋根用水切り 一

L6－1170E 装飾有り L4－2114 屋根用水切り 一

L6－1170E 装飾有り L4－2190 屋根部品及び付属品 一

L6－1170E 装飾有り L6－114 面戸がわら 一

L6－1170E 装飾有り L6－119 かわら部品及び付属品 一

L6－1170F 水切り・換気機能有り L4－2110 屋根構成部材 一

L6－1170F 水切り・換気機能有り L4－2111 棟木，たる木及びかわら棒キャップ 一

L6－1170F 水切り・換気機能有り L4－2113 鼻隠し及びパラペット 一

L6－1170F 水切り・換気機能有り L4－2114 屋根用水切り 一

L6－1170F 水切り・換気機能有り L4－2190 屋根部品及び付属品 一

L6－1171 鼻隠し及び破風板 L4－2113 鼻隠し及びパラペット 一

L6－1172 パラペット用笠木 L4－2113 鼻隠し及びパラペット 一

L6－1210 屋根，かわら下地板 L6－119 ※屋根瓦下地板，屋根下地材，瓦下 一

L6－1210 屋根，かわら下地板 L6－121 ※断熱下地板，屋根板用断熱下地板 全

L6－133 壁下地板 L6－1330 壁下地板 全

L6－133 壁下地板 L6－1330A 壁下地板（端部加工） 全

L6－133 壁下地板 L6－1331 ラス 全

L6－1430 床下地板 L6－143 床下地板 一

L6－300 モザイクタイル及びタイル L6－30 モザイクタイル及びタイル 一

L6－310 モザイクタイル L6－31 モザイクタイル 一

L6－320 タイル及び陶板 L6－30 モザイクタイル及びタイル 一

L6－320 タイル及び陶板 L6－31 モザイクタイル 一

L6－320 タイル及び陶板 L6－32 タイル及び陶板 全

L6－320 タイル及び陶板 L6－32A タイル及び陶板（変形） 全

L6－320 タイル及び陶板 L6－32B タイル及び陶板（凹凸） 全

L6－320 タイル及び陶板 L6－32BA タイル及び陶板（凹凸具象模様付き） 全

L6－320AA 断面Ｌ字型 L6－30 モザイクタイル及びタイル 一

L6－320AA 断面Ｌ字型 L6－31 モザイクタイル 一

L6－320AB 非矩形 L6－30 モザイクタイル及びタイル 一

L6－320AB 非矩形 L6－31 モザイクタイル 一
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L6－320AB 非矩形 L6－32A タイル及び陶板（変形） 全

L6－320B 表面凹凸有り L6－30 モザイクタイル及びタイル 一

L6－320B 表面凹凸有り L6－31 モザイクタイル 一

L6－320B 表面凹凸有り L6－32 タイル及び陶板 一

L6－320B 表面凹凸有り L6－32A タイル及び陶板（変形） 一

L6－320B 表面凹凸有り L6－32B タイル及び陶板（凹凸） 全

L6－320B 表面凹凸有り L6－32BA タイル及び陶板（凹凸具象模様付き） 全

L6－320C 裏面凹凸有り L6－30 モザイクタイル及びタイル 一

L6－320C 裏面凹凸有り L6－31 モザイクタイル 一

L6－320C 裏面凹凸有り L6－32 タイル及び陶板 一

L6－320C 裏面凹凸有り L6－32A タイル及び陶板（変形） 一

L6－320C 裏面凹凸有り L6－32B タイル及び陶板（凹凸） 一

L6－320C 裏面凹凸有り L6－32BA タイル及び陶板（凹凸具象模様付き） 一

L6－320D 具象模様有り L6－30 モザイクタイル及びタイル 一

L6－320D 具象模様有り L6－31 モザイクタイル 一

L6－320D 具象模様有り L6－32 タイル及び陶板 一

L6－320D 具象模様有り L6－32A タイル及び陶板（変形） 一

L6－320D 具象模様有り L6－32B タイル及び陶板（凹凸） 一

L6－320D 具象模様有り L6－32BA タイル及び陶板（凹凸具象模様付き） 一

L6－39 モザイクタイル及びタイル部品及び付属 L6－39 モザイクタイル及びタイル部品及び付属 全

L6－400 ふすま紙，障子紙及び壁紙 L6－40 ふすま紙，障子紙及び壁紙 全

L6－400 ふすま紙，障子紙及び壁紙 L6－41 ふすま紙 全

L6－400 ふすま紙，障子紙及び壁紙 L6－42 障子紙 全

L6－50 建物用縁等 L4－331 床構成部材 一

L6－50 建物用縁等 L4－40 建物用縁，建物用目地等 一

L6－50 建物用縁等 L4－410 建物用縁 一

L6－50 建物用縁等 L4－4120 建物用入隅出隅材 一

L6－50 建物用縁等 L4－4120A 建物用入隅出隅材（継ぎ手機能有り） 一

L6－50 建物用縁等 L4－4121 天井周り縁及び天井見切り縁 全

L6－50 建物用縁等 L4－4122 幅木 全

L6－50 建物用縁等 L4－413 壁見切り縁 全

L6－50 建物用縁等 L4－414 カーペット押え縁 全

L6－50 建物用縁等 L4－431 モルタル定規 全

L6－50 建物用縁等 L4－491 建物用縁等コーナー具 一

L6－50AA 平板型 L4－331 床構成部材 一

L6－50AA 平板型 L4－40 建物用縁，建物用目地等 一

L6－50AA 平板型 L4－410 建物用縁 一

L6－50AA 平板型 L4－4120 建物用入隅出隅材 一

L6－50AA 平板型 L4－4120A 建物用入隅出隅材（継ぎ手機能有り） 一

L6－50AA 平板型 L4－4121 天井周り縁及び天井見切り縁 一

L6－50AA 平板型 L4－4122 幅木 一

L6－50AA 平板型 L4－413 壁見切り縁 一

L6－50AA 平板型 L4－414 カーペット押え縁 一

L6－50AA 平板型 L4－431 モルタル定規 一

L6－50AA 平板型 L4－491 建物用縁等コーナー具 一

L6－50AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L4－331 床構成部材 一

L6－50AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L4－40 建物用縁，建物用目地等 一

L6－50AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L4－410 建物用縁 一

L6－50AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L4－4120 建物用入隅出隅材 一

L6－50AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L4－4120A 建物用入隅出隅材（継ぎ手機能有り） 一

L6－50AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L4－4121 天井周り縁及び天井見切り縁 一

L6－50AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L4－4122 幅木 一

L6－50AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L4－413 壁見切り縁 一

L6－50AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L4－414 カーペット押え縁 一
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L6－50AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L4－431 モルタル定規 一

L6－50AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L4－491 建物用縁等コーナー具 一

L6－50AC 断面コの字，Ｕ字型 L4－331 床構成部材 一

L6－50AC 断面コの字，Ｕ字型 L4－40 建物用縁，建物用目地等 一

L6－50AC 断面コの字，Ｕ字型 L4－410 建物用縁 一

L6－50AC 断面コの字，Ｕ字型 L4－4120 建物用入隅出隅材 一

L6－50AC 断面コの字，Ｕ字型 L4－4120A 建物用入隅出隅材（継ぎ手機能有り） 一

L6－50AC 断面コの字，Ｕ字型 L4－4121 天井周り縁及び天井見切り縁 一

L6－50AC 断面コの字，Ｕ字型 L4－4122 幅木 一

L6－50AC 断面コの字，Ｕ字型 L4－413 壁見切り縁 一

L6－50AC 断面コの字，Ｕ字型 L4－414 カーペット押え縁 一

L6－50AC 断面コの字，Ｕ字型 L4－431 モルタル定規 一

L6－50AC 断面コの字，Ｕ字型 L4－491 建物用縁等コーナー具 一

L6－50AD 断面三角型 L4－331 床構成部材 一

L6－50AD 断面三角型 L4－40 建物用縁，建物用目地等 一

L6－50AD 断面三角型 L4－410 建物用縁 一

L6－50AD 断面三角型 L4－414 カーペット押え縁 一

L6－50AE 断面蒲鉾型 L4－331 床構成部材 一

L6－50AE 断面蒲鉾型 L4－40 建物用縁，建物用目地等 一

L6－50AE 断面蒲鉾型 L4－410 建物用縁 一

L6－50AE 断面蒲鉾型 L4－4120 建物用入隅出隅材 一

L6－50AE 断面蒲鉾型 L4－4120A 建物用入隅出隅材（継ぎ手機能有り） 一

L6－50AE 断面蒲鉾型 L4－4121 天井周り縁及び天井見切り縁 一

L6－50AE 断面蒲鉾型 L4－4122 幅木 一

L6－50AE 断面蒲鉾型 L4－413 壁見切り縁 一

L6－50AE 断面蒲鉾型 L4－414 カーペット押え縁 一

L6－50AE 断面蒲鉾型 L4－431 モルタル定規 一

L6－50AE 断面蒲鉾型 L4－491 建物用縁等コーナー具 一

L6－50C ロールフォーミング型 L4－331 床構成部材 一

L6－50C ロールフォーミング型 L4－40 建物用縁，建物用目地等 一

L6－50C ロールフォーミング型 L4－410 建物用縁 一

L6－50C ロールフォーミング型 L4－4120 建物用入隅出隅材 一

L6－50C ロールフォーミング型 L4－4120A 建物用入隅出隅材（継ぎ手機能有り） 一

L6－50C ロールフォーミング型 L4－4121 天井周り縁及び天井見切り縁 一

L6－50C ロールフォーミング型 L4－4122 幅木 一

L6－50C ロールフォーミング型 L4－413 壁見切り縁 一

L6－50C ロールフォーミング型 L4－414 カーペット押え縁 一

L6－50C ロールフォーミング型 L4－431 モルタル定規 一

L6－50C ロールフォーミング型 L4－491 建物用縁等コーナー具 一

L6－50E 装飾有り L4－331 床構成部材 一

L6－50E 装飾有り L4－40 建物用縁，建物用目地等 一

L6－50E 装飾有り L4－410 建物用縁 一

L6－50E 装飾有り L4－4120 建物用入隅出隅材 一

L6－50E 装飾有り L4－4120A 建物用入隅出隅材（継ぎ手機能有り） 一

L6－50E 装飾有り L4－4121 天井周り縁及び天井見切り縁 一

L6－50E 装飾有り L4－4122 幅木 一

L6－50E 装飾有り L4－413 壁見切り縁 一

L6－50E 装飾有り L4－414 カーペット押え縁 一

L6－50E 装飾有り L4－431 モルタル定規 一

L6－50E 装飾有り L4－491 建物用縁等コーナー具 一

L6－50F 水切り，換気機能有り L4－40 建物用縁，建物用目地等 一

L6－50F 水切り，換気機能有り L4－410 建物用縁 一

L6－50F 水切り，換気機能有り L4－413 壁見切り縁 一

L6－51 建物用目板 L4－40 建物用縁，建物用目地等 一
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L6－51 建物用目板 L4－411 建物用目板 全

L6－52 建物用目地 L4－40 建物用縁，建物用目地等 一

L6－52 建物用目地 L4－430 建物用目地 全

L6－53 建物用充填材，気密材等 L4－40 建物用縁，建物用目地等 一

L6－53 建物用充填材，気密材等 L4－432 温冷蔵室用気密材 全

L6－54 ノンスリップ L4－420 階段用ノンスリップ 全

L6－54 ノンスリップ L4－421 階段用ノンスリップの枠 全

L6－54 ノンスリップ L4－422 階段用ノンスリップの充填材 全

L6－54 ノンスリップ L4－423 階段用ノンスリップのキャップ 全

L7－00 その他の建物用構造材，枠材等 L5－00 その他の建具及び建築用開口部材 一

L7－01 鉄筋 L4－120 コンクリート構造材用組立て鉄筋 全

L7－01 鉄筋 L4－121 鉄筋 全

L7－01 鉄筋 L4－122 コンクリート用つり筋 全

L7－01A 組立て鉄筋 L4－120 コンクリート構造材用組立て鉄筋 全

L7－01A 組立て鉄筋 L4－121 鉄筋 一

L7－01A 組立て鉄筋 L4－122 コンクリート用つり筋 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L4－010 組立て温室用構成部材 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L4－011 組立て温室用胴縁 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L4－012 組立て温室用棟木 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L4－020 ベランダ用構造材 一

L7－10 建築用構造材，枠材 L4－10 建築用構造材 一

L7－10 建築用構造材，枠材 L4－10A 建築用構造材（二次加工） 一

L7－10 建築用構造材，枠材 L4－110 建物用柱，建物用梁，建物用根太等 一

L7－10 建築用構造材，枠材 L4－111 建物用柱 一

L7－10 建築用構造材，枠材 L4－112 建物用梁，建物用桁及び建物用方づえ 一

L7－10 建築用構造材，枠材 L4－113 建物用根太及び建物用大引き 一

L7－10 建築用構造材，枠材 L4－2110 屋根構成部材 一

L7－10 建築用構造材，枠材 L4－2112 屋根用ガラス継ぎ手及び屋根用パネル
継ぎ手

全

L7－10 建築用構造材，枠材 L4－212 太陽熱利用温水屋根用構成部材 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L4－411A 建物用目板（継ぎ手機能有り） 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L4－4120A 建物用入隅出隅材（継ぎ手機能有り） 一

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－00 その他の建具及び建築用開口部材 一

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－0110 建物用固定間仕切り構成部材 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－0111 建物用間仕切りパネル構成部材 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－0112 建物用間仕切り柱及び間仕切り柱構成 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－0113 建物用間仕切り柱はめ殺し部材 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－0114 建物用間仕切り柱・間仕切りパネル連結 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－0115 建物用間仕切りパネル・床・壁・天井連結 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－0116 建物用間仕切りパネル間連結枠 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－0116A 建物用間仕切りパネル間連結枠（直角 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－1010 建物用ガラスはめ殺し部材 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－1010A 建物用ガラスはめ殺し部材（はめ殺し枠 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－1010B 建物用ガラスはめ殺し部材（ガラス額縁 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－1010C 建物用ガラスはめ殺し部材（押し受け枠 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－1010D 建物用ガラスはめ殺し部材（押し縁型） 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－1020 建物用戸当り及び建物用戸すれ枠材 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－1020A 建物用戸当り及び建物用戸すれ枠材（平
行戸すれ型）

全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－103 窓枠用額縁及び出入口枠用額物 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－104 窓枠用水切り及び出入口枠用水切り 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－106 窓枠用目板及び出入口枠用目板 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－107 窓枠用溝ふさぎ及び出入口枠用溝ふさぎ 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－1231 よろい戸羽板枠 全
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L7－10 建築用構造材，枠材 L5－1254 網戸押し縁 一

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－140 建物用引戸枠及び引窓枠構成部材 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－141 建物用引戸枠及び引窓用上枠 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－141A 建物用引戸枠及び引窓用上枠（１本レー
ル型）

全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－141B 建物用引戸枠及び引窓用上枠（２～３本
レール型）

全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－141C 建物用引戸枠及び引窓用上枠（４本レー
ル以上型）

全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－141D 建物用引戸枠及び引窓用上枠（１～３本
レール型・雨戸枠面格子枠付き）

全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－141E 建物用引戸枠及び引窓用上枠（４本レー
ル以上型・雨戸枠面格子枠付き）

全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－141G 建物用引戸枠及び引窓用上枠（はめ殺し
枠付き）

全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－141H 建物用引戸枠及び引窓用上枠（折戸型） 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－141J 建物用引戸枠及び引窓用上枠（鴨居型） 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－142 建物用引戸下枠及び引窓用下枠 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－142A 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（１本
レール型）

全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－142B 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（２～３
本レール型）

全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－142C 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（４本
レール以上型）

全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－142D 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（１～３
本レール型・雨戸枠付き）

全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－142E 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（４本
レール以上型・雨戸枠枠付き）

全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－142F 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（面格
子枠付き）

全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－142G 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（はめ
殺し枠付き）

全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－142H 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（折戸 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－142J 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（敷居 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－142K 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（レール
装置型）

全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－142L 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（係止
めレール型）

全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－143 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－143A 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（１本
レール型）

全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－143B 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（２～３
本レール型）

全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－143C 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（４本
レール以上型）

全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－143G 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（はめ
殺し枠付き）

全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－143H 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（折戸 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－143J 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（ふす
ま，障子用縦枠型）

全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－143M 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（方引
戸すれ型）

全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－1500 ドア・回転窓・はめ殺し窓枠構成部材 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－1501 ドア・回転窓・はめ殺し窓用上枠 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－1502 ドア・回転窓・はめ殺し窓用下枠 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－1503 ドア・回転窓・はめ殺し窓用縦枠 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－1510 ドア枠及び回転窓枠構成部材 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－1511 ドア用上枠及び回転窓用上枠 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－1512 ドア用下枠及び回転窓用下枠 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－1513 ドア用縦枠及び回転窓用縦枠 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－1520 はめ殺し窓枠構成部材 全



新→旧

331/373

意匠分類記号
/Ｄターム記号

意匠分類の名称 意匠分類記号 意匠分類の名称 または 移行した物品
移行
方法

旧意匠分類新意匠分類

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－1521 はめ殺し窓用上枠 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－1522 はめ殺し窓用下枠 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－1523 はめ殺し窓用縦枠 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－1600 無目 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－1601 無目用はめ殺し部材 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－161 引戸用無目及び引窓用無目 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－162 ドア用無目及び回転窓用無目 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－163 はめ殺し無目 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－164 組合せ無目 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－164A 組合せ無目（引戸及び引窓・はめ殺し窓
組合せ型）

全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－164B 組合せ無目（引戸及び引窓・回転窓組合
せ型）

全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－164C 組合せ無目（回転窓・はめ殺し窓組合せ 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－1700 方立て 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－1701 方立て用はめ殺し部材 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－171 引戸用方立て及び引窓用方立て 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－172 ドア用方立て及び回転窓用方立て 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－173 はめ殺し窓用方立て 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－174 組合せ方立て 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－174A 組合せ方立て（引戸及び引窓・はめ殺し
窓組合せ型）

全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－174B 組合せ方立て（引戸及び引窓・回転窓組
合せ型）

全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－174C 組合せ方立て（回転窓・はめ殺し窓組合
せ型）

全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－2210 戸袋構成部材 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－2211 戸袋用鏡板取付け枠 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－240 雨戸枠 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－241 雨戸用上枠 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－242 雨戸用下枠 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－243 雨戸用縦枠 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－244 雨戸枠用支持材 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－4210 建物用点検口構成部材 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－4212 建物用点検口枠部材 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－430 床下収納庫開口部構成部材 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－432 床下収納庫用枠 全

L7－10 建築用構造材，枠材 L5－510 カーテンレール構成部材及びつり戸車
レール構成部材

一

L7－10AA 平板型 L4－010 組立て温室用構成部材 一

L7－10AA 平板型 L4－011 組立て温室用胴縁 一

L7－10AA 平板型 L4－012 組立て温室用棟木 一

L7－10AA 平板型 L4－10 建築用構造材 一

L7－10AA 平板型 L4－10A 建築用構造材（二次加工） 一

L7－10AA 平板型 L4－2112 屋根用ガラス継ぎ手及び屋根用パネル
継ぎ手

一

L7－10AA 平板型 L4－212 太陽熱利用温水屋根用構成部材 一

L7－10AA 平板型 L4－411A 建物用目板（継ぎ手機能有り） 一

L7－10AA 平板型 L4－4120A 建物用入隅出隅材（継ぎ手機能有り） 一

L7－10AA 平板型 L5－00 その他の建具及び建築用開口部材 一

L7－10AA 平板型 L5－0110 建物用固定間仕切り構成部材 一

L7－10AA 平板型 L5－0111 建物用間仕切りパネル構成部材 一

L7－10AA 平板型 L5－0112 建物用間仕切り柱及び間仕切り柱構成
部材

一

L7－10AA 平板型 L5－0113 建物用間仕切り柱はめ殺し部材 一

L7－10AA 平板型 L5－0114 建物用間仕切り柱・間仕切りパネル連結
枠

一

L7－10AA 平板型 L5－0115 建物用間仕切りパネル・床・壁・天井連結 一
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L7－10AA 平板型 L5－0116 建物用間仕切りパネル間連結枠 一

L7－10AA 平板型 L5－0116A 建物用間仕切りパネル間連結枠（直角 一

L7－10AA 平板型 L5－1010 建物用ガラスはめ殺し部材 一

L7－10AA 平板型 L5－1010A 建物用ガラスはめ殺し部材（はめ殺し枠 一

L7－10AA 平板型 L5－1010B 建物用ガラスはめ殺し部材（ガラス額縁 一

L7－10AA 平板型 L5－1010C 建物用ガラスはめ殺し部材（押し受け枠 一

L7－10AA 平板型 L5－1010D 建物用ガラスはめ殺し部材（押し縁型） 一

L7－10AA 平板型 L5－1020 建物用戸当り及び建物用戸すれ枠材 一

L7－10AA 平板型 L5－1020A 建物用戸当り及び建物用戸すれ枠材（平
行戸すれ型）

一

L7－10AA 平板型 L5－103 窓枠用額縁及び出入口枠用額物 一

L7－10AA 平板型 L5－104 窓枠用水切り及び出入口枠用水切り 一

L7－10AA 平板型 L5－106 窓枠用目板及び出入口枠用目板 一

L7－10AA 平板型 L5－107 窓枠用溝ふさぎ及び出入口枠用溝ふさぎ 一

L7－10AA 平板型 L5－1231 よろい戸羽板枠 一

L7－10AA 平板型 L5－1254 網戸押し縁 一

L7－10AA 平板型 L5－140 建物用引戸枠及び引窓枠構成部材 一

L7－10AA 平板型 L5－141 建物用引戸枠及び引窓用上枠 一

L7－10AA 平板型 L5－141A 建物用引戸枠及び引窓用上枠（１本レー
ル型）

一

L7－10AA 平板型 L5－141B 建物用引戸枠及び引窓用上枠（２～３本
レール型）

一

L7－10AA 平板型 L5－141C 建物用引戸枠及び引窓用上枠（４本レー
ル以上型）

一

L7－10AA 平板型 L5－141D 建物用引戸枠及び引窓用上枠（１～３本
レール型・雨戸枠面格子枠付き）

一

L7－10AA 平板型 L5－141E 建物用引戸枠及び引窓用上枠（４本レー
ル以上型・雨戸枠面格子枠付き）

一

L7－10AA 平板型 L5－141G 建物用引戸枠及び引窓用上枠（はめ殺し
枠付き）

一

L7－10AA 平板型 L5－141H 建物用引戸枠及び引窓用上枠（折戸型） 一

L7－10AA 平板型 L5－141J 建物用引戸枠及び引窓用上枠（鴨居型） 一

L7－10AA 平板型 L5－142 建物用引戸下枠及び引窓用下枠 一

L7－10AA 平板型 L5－142A 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（１本
レール型）

一

L7－10AA 平板型 L5－142B 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（２～３
本レール型）

一

L7－10AA 平板型 L5－142C 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（４本
レール以上型）

一

L7－10AA 平板型 L5－142D 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（１～３
本レール型・雨戸枠付き）

一

L7－10AA 平板型 L5－142E 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（４本
レール以上型・雨戸枠枠付き）

一

L7－10AA 平板型 L5－142F 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（面格
子枠付き）

一

L7－10AA 平板型 L5－142G 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（はめ
殺し枠付き）

一

L7－10AA 平板型 L5－142H 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（折戸 一

L7－10AA 平板型 L5－142J 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（敷居 一

L7－10AA 平板型 L5－142K 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（レール
装置型）

一

L7－10AA 平板型 L5－142L 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（係止
めレール型）

一

L7－10AA 平板型 L5－143 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠 一

L7－10AA 平板型 L5－143A 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（１本
レール型）

一

L7－10AA 平板型 L5－143B 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（２～３
本レール型）

一

L7－10AA 平板型 L5－143C 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（４本
レール以上型）

一
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L7－10AA 平板型 L5－143G 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（はめ
殺し枠付き）

一

L7－10AA 平板型 L5－143H 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（折戸 一

L7－10AA 平板型 L5－143J 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（ふす
ま，障子用縦枠型）

一

L7－10AA 平板型 L5－143M 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（方引
戸すれ型）

一

L7－10AA 平板型 L5－1500 ドア・回転窓・はめ殺し窓枠構成部材 一

L7－10AA 平板型 L5－1501 ドア・回転窓・はめ殺し窓用上枠 一

L7－10AA 平板型 L5－1502 ドア・回転窓・はめ殺し窓用下枠 一

L7－10AA 平板型 L5－1503 ドア・回転窓・はめ殺し窓用縦枠 一

L7－10AA 平板型 L5－1510 ドア枠及び回転窓枠構成部材 一

L7－10AA 平板型 L5－1511 ドア用上枠及び回転窓用上枠 一

L7－10AA 平板型 L5－1512 ドア用下枠及び回転窓用下枠 一

L7－10AA 平板型 L5－1513 ドア用縦枠及び回転窓用縦枠 一

L7－10AA 平板型 L5－1520 はめ殺し窓枠構成部材 一

L7－10AA 平板型 L5－1521 はめ殺し窓用上枠 一

L7－10AA 平板型 L5－1522 はめ殺し窓用下枠 一

L7－10AA 平板型 L5－1523 はめ殺し窓用縦枠 一

L7－10AA 平板型 L5－1600 無目 一

L7－10AA 平板型 L5－1601 無目用はめ殺し部材 一

L7－10AA 平板型 L5－161 引戸用無目及び引窓用無目 一

L7－10AA 平板型 L5－162 ドア用無目及び回転窓用無目 一

L7－10AA 平板型 L5－163 はめ殺し無目 一

L7－10AA 平板型 L5－164 組合せ無目 一

L7－10AA 平板型 L5－164A 組合せ無目（引戸及び引窓・はめ殺し窓
組合せ型）

一

L7－10AA 平板型 L5－164B 組合せ無目（引戸及び引窓・回転窓組合
せ型）

一

L7－10AA 平板型 L5－164C 組合せ無目（回転窓・はめ殺し窓組合せ
型）

一

L7－10AA 平板型 L5－1700 方立て 一

L7－10AA 平板型 L5－1701 方立て用はめ殺し部材 一

L7－10AA 平板型 L5－171 引戸用方立て及び引窓用方立て 一

L7－10AA 平板型 L5－172 ドア用方立て及び回転窓用方立て 一

L7－10AA 平板型 L5－173 はめ殺し窓用方立て 一

L7－10AA 平板型 L5－174 組合せ方立て 一

L7－10AA 平板型 L5－174A 組合せ方立て（引戸及び引窓・はめ殺し
窓組合せ型）

一

L7－10AA 平板型 L5－174B 組合せ方立て（引戸及び引窓・回転窓組
合せ型）

一

L7－10AA 平板型 L5－174C 組合せ方立て（回転窓・はめ殺し窓組合
せ型）

一

L7－10AA 平板型 L5－2210 戸袋構成部材 一

L7－10AA 平板型 L5－2211 戸袋用鏡板取付け枠 一

L7－10AA 平板型 L5－240 雨戸枠 一

L7－10AA 平板型 L5－241 雨戸用上枠 一

L7－10AA 平板型 L5－242 雨戸用下枠 一

L7－10AA 平板型 L5－243 雨戸用縦枠 一

L7－10AA 平板型 L5－244 雨戸枠用支持材 一

L7－10AA 平板型 L5－4210 建物用点検口構成部材 一

L7－10AA 平板型 L5－4212 建物用点検口枠部材 一

L7－10AA 平板型 L5－430 床下収納庫開口部構成部材 一

L7－10AA 平板型 L5－432 床下収納庫用枠 一

L7－10AA 平板型 L5－510 カーテンレール構成部材及びつり戸車
レール構成部材

一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L4－010 組立て温室用構成部材 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L4－011 組立て温室用胴縁 一
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L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L4－012 組立て温室用棟木 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L4－020 ベランダ用構造材 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L4－10 建築用構造材 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L4－10A 建築用構造材（二次加工） 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L4－2110 屋根構成部材 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L4－2112 屋根用ガラス継ぎ手及び屋根用パネル
継ぎ手

一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L4－212 太陽熱利用温水屋根用構成部材 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L4－411A 建物用目板（継ぎ手機能有り） 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L4－4120A 建物用入隅出隅材（継ぎ手機能有り） 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－00 その他の建具及び建築用開口部材 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－0110 建物用固定間仕切り構成部材 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－0111 建物用間仕切りパネル構成部材 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－0112 建物用間仕切り柱及び間仕切り柱構成 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－0113 建物用間仕切り柱はめ殺し部材 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－0114 建物用間仕切り柱・間仕切りパネル連結 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－0115 建物用間仕切りパネル・床・壁・天井連結 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－0116 建物用間仕切りパネル間連結枠 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－0116A 建物用間仕切りパネル間連結枠（直角 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1010 建物用ガラスはめ殺し部材 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1010A 建物用ガラスはめ殺し部材（はめ殺し枠 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1010B 建物用ガラスはめ殺し部材（ガラス額縁 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1010C 建物用ガラスはめ殺し部材（押し受け枠 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1010D 建物用ガラスはめ殺し部材（押し縁型） 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1020 建物用戸当り及び建物用戸すれ枠材 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1020A 建物用戸当り及び建物用戸すれ枠材（平
行戸すれ型）

一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－103 窓枠用額縁及び出入口枠用額物 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－104 窓枠用水切り及び出入口枠用水切り 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－106 窓枠用目板及び出入口枠用目板 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－107 窓枠用溝ふさぎ及び出入口枠用溝ふさぎ 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1231 よろい戸羽板枠 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1254 網戸押し縁 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－140 建物用引戸枠及び引窓枠構成部材 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－141 建物用引戸枠及び引窓用上枠 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－141A 建物用引戸枠及び引窓用上枠（１本レー
ル型）

一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－141B 建物用引戸枠及び引窓用上枠（２～３本
レール型）

一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－141C 建物用引戸枠及び引窓用上枠（４本レー
ル以上型）

一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－141D 建物用引戸枠及び引窓用上枠（１～３本
レール型・雨戸枠面格子枠付き）

一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－141E 建物用引戸枠及び引窓用上枠（４本レー
ル以上型・雨戸枠面格子枠付き）

一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－141G 建物用引戸枠及び引窓用上枠（はめ殺し
枠付き）

一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－141H 建物用引戸枠及び引窓用上枠（折戸型） 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－141J 建物用引戸枠及び引窓用上枠（鴨居型） 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－142 建物用引戸下枠及び引窓用下枠 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－142A 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（１本
レール型）

一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－142B 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（２～３
本レール型）

一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－142C 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（４本
レール以上型）

一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－142D 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（１～３
本レール型・雨戸枠付き）

一
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L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－142E 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（４本
レール以上型・雨戸枠枠付き）

一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－142F 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（面格
子枠付き）

一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－142G 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（はめ
殺し枠付き）

一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－142H 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（折戸 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－142J 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（敷居
型）

一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－142K 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（レール
装置型）

一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－142L 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（係止
めレール型）

一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－143 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－143A 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（１本
レール型）

一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－143B 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（２～３
本レール型）

一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－143C 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（４本
レール以上型）

一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－143G 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（はめ
殺し枠付き）

一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－143H 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（折戸
型）

一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－143J 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（ふす
ま，障子用縦枠型）

一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－143M 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（方引
戸すれ型）

一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1500 ドア・回転窓・はめ殺し窓枠構成部材 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1501 ドア・回転窓・はめ殺し窓用上枠 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1502 ドア・回転窓・はめ殺し窓用下枠 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1503 ドア・回転窓・はめ殺し窓用縦枠 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1510 ドア枠及び回転窓枠構成部材 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1511 ドア用上枠及び回転窓用上枠 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1512 ドア用下枠及び回転窓用下枠 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1513 ドア用縦枠及び回転窓用縦枠 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1520 はめ殺し窓枠構成部材 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1521 はめ殺し窓用上枠 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1522 はめ殺し窓用下枠 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1523 はめ殺し窓用縦枠 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1600 無目 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1601 無目用はめ殺し部材 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－161 引戸用無目及び引窓用無目 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－162 ドア用無目及び回転窓用無目 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－163 はめ殺し無目 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－164 組合せ無目 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－164A 組合せ無目（引戸及び引窓・はめ殺し窓
組合せ型）

一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－164B 組合せ無目（引戸及び引窓・回転窓組合
せ型）

一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－164C 組合せ無目（回転窓・はめ殺し窓組合せ 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1700 方立て 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1701 方立て用はめ殺し部材 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－171 引戸用方立て及び引窓用方立て 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－172 ドア用方立て及び回転窓用方立て 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－173 はめ殺し窓用方立て 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－174 組合せ方立て 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－174A 組合せ方立て（引戸及び引窓・はめ殺し
窓組合せ型）

一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－174B 組合せ方立て（引戸及び引窓・回転窓組
合せ型）

一
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L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－174C 組合せ方立て（回転窓・はめ殺し窓組合
せ型）

一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－2210 戸袋構成部材 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－2211 戸袋用鏡板取付け枠 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－240 雨戸枠 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－241 雨戸用上枠 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－242 雨戸用下枠 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－243 雨戸用縦枠 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－244 雨戸枠用支持材 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－4210 建物用点検口構成部材 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－4212 建物用点検口枠部材 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－430 床下収納庫開口部構成部材 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－432 床下収納庫用枠 一

L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－510 カーテンレール構成部材及びつり戸車
レール構成部材

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L4－010 組立て温室用構成部材 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L4－011 組立て温室用胴縁 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L4－012 組立て温室用棟木 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L4－020 ベランダ用構造材 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L4－10 建築用構造材 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L4－10A 建築用構造材（二次加工） 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L4－2110 屋根構成部材 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L4－2112 屋根用ガラス継ぎ手及び屋根用パネル
継ぎ手

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L4－212 太陽熱利用温水屋根用構成部材 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L4－411A 建物用目板（継ぎ手機能有り） 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L4－4120A 建物用入隅出隅材（継ぎ手機能有り） 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－00 その他の建具及び建築用開口部材 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－0110 建物用固定間仕切り構成部材 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－0111 建物用間仕切りパネル構成部材 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－0112 建物用間仕切り柱及び間仕切り柱構成 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－0113 建物用間仕切り柱はめ殺し部材 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－0114 建物用間仕切り柱・間仕切りパネル連結
枠

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－0115 建物用間仕切りパネル・床・壁・天井連結 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－0116 建物用間仕切りパネル間連結枠 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－0116A 建物用間仕切りパネル間連結枠（直角
型）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1010 建物用ガラスはめ殺し部材 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1010A 建物用ガラスはめ殺し部材（はめ殺し枠
型）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1010B 建物用ガラスはめ殺し部材（ガラス額縁
型）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1010C 建物用ガラスはめ殺し部材（押し受け枠 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1010D 建物用ガラスはめ殺し部材（押し縁型） 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1020 建物用戸当り及び建物用戸すれ枠材 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1020A 建物用戸当り及び建物用戸すれ枠材（平
行戸すれ型）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－103 窓枠用額縁及び出入口枠用額物 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－104 窓枠用水切り及び出入口枠用水切り 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－106 窓枠用目板及び出入口枠用目板 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－107 窓枠用溝ふさぎ及び出入口枠用溝ふさぎ 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1231 よろい戸羽板枠 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1254 網戸押し縁 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－140 建物用引戸枠及び引窓枠構成部材 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－141 建物用引戸枠及び引窓用上枠 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－141A 建物用引戸枠及び引窓用上枠（１本レー
ル型）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－141B 建物用引戸枠及び引窓用上枠（２～３本
レール型）

一
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L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－141C 建物用引戸枠及び引窓用上枠（４本レー
ル以上型）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－141D 建物用引戸枠及び引窓用上枠（１～３本
レール型・雨戸枠面格子枠付き）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－141E 建物用引戸枠及び引窓用上枠（４本レー
ル以上型・雨戸枠面格子枠付き）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－141G 建物用引戸枠及び引窓用上枠（はめ殺し
枠付き）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－141H 建物用引戸枠及び引窓用上枠（折戸型） 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－141J 建物用引戸枠及び引窓用上枠（鴨居型） 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－142 建物用引戸下枠及び引窓用下枠 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－142A 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（１本
レール型）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－142B 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（２～３
本レール型）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－142C 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（４本
レール以上型）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－142D 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（１～３
本レール型・雨戸枠付き）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－142E 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（４本
レール以上型・雨戸枠枠付き）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－142F 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（面格
子枠付き）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－142G 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（はめ
殺し枠付き）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－142H 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（折戸
型）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－142J 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（敷居
型）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－142K 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（レール
装置型）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－142L 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（係止
めレール型）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－143 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－143A 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（１本
レール型）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－143B 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（２～３
本レール型）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－143C 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（４本
レール以上型）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－143G 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（はめ
殺し枠付き）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－143H 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（折戸 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－143J 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（ふす
ま，障子用縦枠型）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－143M 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（方引
戸すれ型）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1500 ドア・回転窓・はめ殺し窓枠構成部材 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1501 ドア・回転窓・はめ殺し窓用上枠 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1502 ドア・回転窓・はめ殺し窓用下枠 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1503 ドア・回転窓・はめ殺し窓用縦枠 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1510 ドア枠及び回転窓枠構成部材 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1511 ドア用上枠及び回転窓用上枠 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1512 ドア用下枠及び回転窓用下枠 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1513 ドア用縦枠及び回転窓用縦枠 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1520 はめ殺し窓枠構成部材 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1521 はめ殺し窓用上枠 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1522 はめ殺し窓用下枠 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1523 はめ殺し窓用縦枠 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1600 無目 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1601 無目用はめ殺し部材 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－161 引戸用無目及び引窓用無目 一
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L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－162 ドア用無目及び回転窓用無目 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－163 はめ殺し無目 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－164 組合せ無目 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－164A 組合せ無目（引戸及び引窓・はめ殺し窓
組合せ型）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－164B 組合せ無目（引戸及び引窓・回転窓組合
せ型）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－164C 組合せ無目（回転窓・はめ殺し窓組合せ 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1700 方立て 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1701 方立て用はめ殺し部材 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－171 引戸用方立て及び引窓用方立て 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－172 ドア用方立て及び回転窓用方立て 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－173 はめ殺し窓用方立て 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－174 組合せ方立て 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－174A 組合せ方立て（引戸及び引窓・はめ殺し
窓組合せ型）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－174B 組合せ方立て（引戸及び引窓・回転窓組
合せ型）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－174C 組合せ方立て（回転窓・はめ殺し窓組合
せ型）

一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－2210 戸袋構成部材 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－2211 戸袋用鏡板取付け枠 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－240 雨戸枠 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－241 雨戸用上枠 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－242 雨戸用下枠 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－243 雨戸用縦枠 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－244 雨戸枠用支持材 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－4210 建物用点検口構成部材 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－4212 建物用点検口枠部材 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－430 床下収納庫開口部構成部材 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－432 床下収納庫用枠 一

L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－510 カーテンレール構成部材及びつり戸車
レール構成部材

一

L7－10AH 二方ストレート継ぎ手型 L4－010 組立て温室用構成部材 一

L7－10AH 二方ストレート継ぎ手型 L4－011 組立て温室用胴縁 一

L7－10AH 二方ストレート継ぎ手型 L4－012 組立て温室用棟木 一

L7－10AH 二方ストレート継ぎ手型 L4－020 ベランダ用構造材 一

L7－10AH 二方ストレート継ぎ手型 L4－10 建築用構造材 一

L7－10AH 二方ストレート継ぎ手型 L4－10A 建築用構造材（二次加工） 一

L7－10AH 二方ストレート継ぎ手型 L4－110 建物用柱，建物用梁，建物用根太等 一

L7－10AH 二方ストレート継ぎ手型 L4－111 建物用柱 一

L7－10AH 二方ストレート継ぎ手型 L4－112 建物用梁，建物用桁及び建物用方づえ 一

L7－10AH 二方ストレート継ぎ手型 L4－113 建物用根太及び建物用大引き 一

L7－10AH 二方ストレート継ぎ手型 L4－2110 屋根構成部材 一

L7－10AH 二方ストレート継ぎ手型 L4－2112 屋根用ガラス継ぎ手及び屋根用パネル
継ぎ手

一

L7－10AH 二方ストレート継ぎ手型 L4－212 太陽熱利用温水屋根用構成部材 一

L7－10AH 二方ストレート継ぎ手型 L4－411A 建物用目板（継ぎ手機能有り） 一

L7－10AH 二方ストレート継ぎ手型 L4－4120A 建物用入隅出隅材（継ぎ手機能有り） 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－00 その他の建具及び建築用開口部材 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－0110 建物用固定間仕切り構成部材 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－0111 建物用間仕切りパネル構成部材 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－0112 建物用間仕切り柱及び間仕切り柱構成
部材

一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－0113 建物用間仕切り柱はめ殺し部材 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－0114 建物用間仕切り柱・間仕切りパネル連結
枠

一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－0115 建物用間仕切りパネル・床・壁・天井連結 一
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L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－0116 建物用間仕切りパネル間連結枠 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－0116A 建物用間仕切りパネル間連結枠（直角 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－1010 建物用ガラスはめ殺し部材 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－1010A 建物用ガラスはめ殺し部材（はめ殺し枠 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－1010B 建物用ガラスはめ殺し部材（ガラス額縁 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－1010C 建物用ガラスはめ殺し部材（押し受け枠 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－1010D 建物用ガラスはめ殺し部材（押し縁型） 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－1020 建物用戸当り及び建物用戸すれ枠材 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－1020A 建物用戸当り及び建物用戸すれ枠材（平
行戸すれ型）

一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－1231 よろい戸羽板枠 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－1254 網戸押し縁 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－140 建物用引戸枠及び引窓枠構成部材 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－141 建物用引戸枠及び引窓用上枠 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－141A 建物用引戸枠及び引窓用上枠（１本レー
ル型）

一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－141B 建物用引戸枠及び引窓用上枠（２～３本
レール型）

一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－141C 建物用引戸枠及び引窓用上枠（４本レー
ル以上型）

一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－141D 建物用引戸枠及び引窓用上枠（１～３本
レール型・雨戸枠面格子枠付き）

一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－141E 建物用引戸枠及び引窓用上枠（４本レー
ル以上型・雨戸枠面格子枠付き）

一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－141G 建物用引戸枠及び引窓用上枠（はめ殺し
枠付き）

一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－141H 建物用引戸枠及び引窓用上枠（折戸型） 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－141J 建物用引戸枠及び引窓用上枠（鴨居型） 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－142 建物用引戸下枠及び引窓用下枠 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－142A 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（１本
レール型）

一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－142B 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（２～３
本レール型）

一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－142C 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（４本
レール以上型）

一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－142D 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（１～３
本レール型・雨戸枠付き）

一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－142E 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（４本
レール以上型・雨戸枠枠付き）

一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－142F 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（面格
子枠付き）

一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－142G 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（はめ
殺し枠付き）

一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－142H 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（折戸 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－142J 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（敷居 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－142K 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（レール
装置型）

一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－142L 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（係止
めレール型）

一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－143 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－143A 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（１本
レール型）

一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－143B 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（２～３
本レール型）

一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－143C 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（４本
レール以上型）

一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－143G 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（はめ
殺し枠付き）

一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－143H 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（折戸 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－143J 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（ふす
ま，障子用縦枠型）

一
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L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－143M 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（方引
戸すれ型）

一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－1500 ドア・回転窓・はめ殺し窓枠構成部材 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－1501 ドア・回転窓・はめ殺し窓用上枠 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－1502 ドア・回転窓・はめ殺し窓用下枠 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－1503 ドア・回転窓・はめ殺し窓用縦枠 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－1510 ドア枠及び回転窓枠構成部材 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－1511 ドア用上枠及び回転窓用上枠 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－1512 ドア用下枠及び回転窓用下枠 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－1513 ドア用縦枠及び回転窓用縦枠 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－1520 はめ殺し窓枠構成部材 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－1521 はめ殺し窓用上枠 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－1522 はめ殺し窓用下枠 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－1523 はめ殺し窓用縦枠 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－1600 無目 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－1601 無目用はめ殺し部材 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－161 引戸用無目及び引窓用無目 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－162 ドア用無目及び回転窓用無目 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－163 はめ殺し無目 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－164 組合せ無目 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－164A 組合せ無目（引戸及び引窓・はめ殺し窓
組合せ型）

一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－164B 組合せ無目（引戸及び引窓・回転窓組合
せ型）

一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－164C 組合せ無目（回転窓・はめ殺し窓組合せ 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－1700 方立て 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－1701 方立て用はめ殺し部材 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－171 引戸用方立て及び引窓用方立て 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－172 ドア用方立て及び回転窓用方立て 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－173 はめ殺し窓用方立て 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－174 組合せ方立て 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－174A 組合せ方立て（引戸及び引窓・はめ殺し
窓組合せ型）

一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－174B 組合せ方立て（引戸及び引窓・回転窓組
合せ型）

一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－174C 組合せ方立て（回転窓・はめ殺し窓組合
せ型）

一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－2210 戸袋構成部材 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－2211 戸袋用鏡板取付け枠 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－240 雨戸枠 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－241 雨戸用上枠 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－242 雨戸用下枠 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－243 雨戸用縦枠 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－244 雨戸枠用支持材 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－4210 建物用点検口構成部材 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－4212 建物用点検口枠部材 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－430 床下収納庫開口部構成部材 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－432 床下収納庫用枠 一

L7－10AH ストレート継ぎ手型 L5－510 カーテンレール構成部材及びつり戸車
レール構成部材

一

L7－10AJ 二方コーナー継ぎ手型 L4－010 組立て温室用構成部材 一

L7－10AJ 二方コーナー継ぎ手型 L4－011 組立て温室用胴縁 一

L7－10AJ 二方コーナー継ぎ手型 L4－012 組立て温室用棟木 一

L7－10AJ 二方コーナー継ぎ手型 L4－020 ベランダ用構造材 一

L7－10AJ 二方コーナー継ぎ手型 L4－10 建築用構造材 一

L7－10AJ 二方コーナー継ぎ手型 L4－10A 建築用構造材（二次加工） 一
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L7－10AJ 二方コーナー継ぎ手型 L4－110 建物用柱，建物用梁，建物用根太等 一

L7－10AJ 二方コーナー継ぎ手型 L4－111 建物用柱 一

L7－10AJ 二方コーナー継ぎ手型 L4－112 建物用梁，建物用桁及び建物用方づえ 一

L7－10AJ 二方コーナー継ぎ手型 L4－113 建物用根太及び建物用大引き 一

L7－10AJ 二方コーナー継ぎ手型 L4－2110 屋根構成部材 一

L7－10AJ 二方コーナー継ぎ手型 L4－2112 屋根用ガラス継ぎ手及び屋根用パネル
継ぎ手

一

L7－10AJ 二方コーナー継ぎ手型 L4－212 太陽熱利用温水屋根用構成部材 一

L7－10AJ 二方コーナー継ぎ手型 L4－411A 建物用目板（継ぎ手機能有り） 一

L7－10AJ 二方コーナー継ぎ手型 L4－4120A 建物用入隅出隅材（継ぎ手機能有り） 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－00 その他の建具及び建築用開口部材 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－0110 建物用固定間仕切り構成部材 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－0111 建物用間仕切りパネル構成部材 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－0112 建物用間仕切り柱及び間仕切り柱構成 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－0113 建物用間仕切り柱はめ殺し部材 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－0114 建物用間仕切り柱・間仕切りパネル連結 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－0115 建物用間仕切りパネル・床・壁・天井連結 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－0116 建物用間仕切りパネル間連結枠 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－0116A 建物用間仕切りパネル間連結枠（直角 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－1010 建物用ガラスはめ殺し部材 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－1010A 建物用ガラスはめ殺し部材（はめ殺し枠 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－1010B 建物用ガラスはめ殺し部材（ガラス額縁 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－1010C 建物用ガラスはめ殺し部材（押し受け枠 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－1010D 建物用ガラスはめ殺し部材（押し縁型） 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－1020 建物用戸当り及び建物用戸すれ枠材 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－1020A 建物用戸当り及び建物用戸すれ枠材（平
行戸すれ型）

一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－1231 よろい戸羽板枠 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－1254 網戸押し縁 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－140 建物用引戸枠及び引窓枠構成部材 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－141 建物用引戸枠及び引窓用上枠 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－141A 建物用引戸枠及び引窓用上枠（１本レー
ル型）

一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－141B 建物用引戸枠及び引窓用上枠（２～３本
レール型）

一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－141C 建物用引戸枠及び引窓用上枠（４本レー
ル以上型）

一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－141D 建物用引戸枠及び引窓用上枠（１～３本
レール型・雨戸枠面格子枠付き）

一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－141E 建物用引戸枠及び引窓用上枠（４本レー
ル以上型・雨戸枠面格子枠付き）

一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－141G 建物用引戸枠及び引窓用上枠（はめ殺し
枠付き）

一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－141H 建物用引戸枠及び引窓用上枠（折戸型） 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－141J 建物用引戸枠及び引窓用上枠（鴨居型） 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－142 建物用引戸下枠及び引窓用下枠 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－142A 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（１本
レール型）

一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－142B 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（２～３
本レール型）

一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－142C 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（４本
レール以上型）

一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－142D 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（１～３
本レール型・雨戸枠付き）

一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－142E 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（４本
レール以上型・雨戸枠枠付き）

一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－142F 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（面格
子枠付き）

一
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L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－142G 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（はめ
殺し枠付き）

一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－142H 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（折戸 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－142J 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（敷居 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－142K 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（レール
装置型）

一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－142L 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（係止
めレール型）

一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－143 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－143A 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（１本
レール型）

一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－143B 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（２～３
本レール型）

一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－143C 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（４本
レール以上型）

一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－143G 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（はめ
殺し枠付き）

一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－143H 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（折戸
型）

一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－143J 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（ふす
ま，障子用縦枠型）

一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－143M 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（方引
戸すれ型）

一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－1500 ドア・回転窓・はめ殺し窓枠構成部材 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－1501 ドア・回転窓・はめ殺し窓用上枠 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－1502 ドア・回転窓・はめ殺し窓用下枠 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－1503 ドア・回転窓・はめ殺し窓用縦枠 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－1510 ドア枠及び回転窓枠構成部材 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－1511 ドア用上枠及び回転窓用上枠 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－1512 ドア用下枠及び回転窓用下枠 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－1513 ドア用縦枠及び回転窓用縦枠 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－1520 はめ殺し窓枠構成部材 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－1521 はめ殺し窓用上枠 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－1522 はめ殺し窓用下枠 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－1523 はめ殺し窓用縦枠 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－1600 無目 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－1601 無目用はめ殺し部材 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－161 引戸用無目及び引窓用無目 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－162 ドア用無目及び回転窓用無目 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－163 はめ殺し無目 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－164 組合せ無目 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－164A 組合せ無目（引戸及び引窓・はめ殺し窓
組合せ型）

一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－164B 組合せ無目（引戸及び引窓・回転窓組合
せ型）

一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－164C 組合せ無目（回転窓・はめ殺し窓組合せ
型）

一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－1700 方立て 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－1701 方立て用はめ殺し部材 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－171 引戸用方立て及び引窓用方立て 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－172 ドア用方立て及び回転窓用方立て 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－173 はめ殺し窓用方立て 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－174 組合せ方立て 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－174A 組合せ方立て（引戸及び引窓・はめ殺し
窓組合せ型）

一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－174B 組合せ方立て（引戸及び引窓・回転窓組
合せ型）

一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－174C 組合せ方立て（回転窓・はめ殺し窓組合
せ型）

一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－2210 戸袋構成部材 一
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L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－2211 戸袋用鏡板取付け枠 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－240 雨戸枠 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－241 雨戸用上枠 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－242 雨戸用下枠 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－243 雨戸用縦枠 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－244 雨戸枠用支持材 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－4210 建物用点検口構成部材 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－4212 建物用点検口枠部材 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－430 床下収納庫開口部構成部材 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－432 床下収納庫用枠 一

L7－10AJ コーナー継ぎ手型 L5－510 カーテンレール構成部材及びつり戸車
レール構成部材

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L4－010 組立て温室用構成部材 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L4－011 組立て温室用胴縁 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L4－012 組立て温室用棟木 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L4－020 ベランダ用構造材 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L4－10 建築用構造材 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L4－10A 建築用構造材（二次加工） 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L4－110 建物用柱，建物用梁，建物用根太等 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L4－111 建物用柱 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L4－112 建物用梁，建物用桁及び建物用方づえ 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L4－113 建物用根太及び建物用大引き 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L4－2110 屋根構成部材 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L4－2112 屋根用ガラス継ぎ手及び屋根用パネル
継ぎ手

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L4－212 太陽熱利用温水屋根用構成部材 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L4－411A 建物用目板（継ぎ手機能有り） 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L4－4120A 建物用入隅出隅材（継ぎ手機能有り） 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－00 その他の建具及び建築用開口部材 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－0110 建物用固定間仕切り構成部材 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－0111 建物用間仕切りパネル構成部材 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－0112 建物用間仕切り柱及び間仕切り柱構成 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－0113 建物用間仕切り柱はめ殺し部材 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－0114 建物用間仕切り柱・間仕切りパネル連結 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－0115 建物用間仕切りパネル・床・壁・天井連結 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－0116 建物用間仕切りパネル間連結枠 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－0116A 建物用間仕切りパネル間連結枠（直角 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－1010 建物用ガラスはめ殺し部材 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－1010A 建物用ガラスはめ殺し部材（はめ殺し枠 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－1010B 建物用ガラスはめ殺し部材（ガラス額縁 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－1010C 建物用ガラスはめ殺し部材（押し受け枠 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－1010D 建物用ガラスはめ殺し部材（押し縁型） 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－1020 建物用戸当り及び建物用戸すれ枠材 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－1020A 建物用戸当り及び建物用戸すれ枠材（平
行戸すれ型）

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－1231 よろい戸羽板枠 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－1254 網戸押し縁 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－140 建物用引戸枠及び引窓枠構成部材 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－141 建物用引戸枠及び引窓用上枠 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－141A 建物用引戸枠及び引窓用上枠（１本レー
ル型）

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－141B 建物用引戸枠及び引窓用上枠（２～３本
レール型）

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－141C 建物用引戸枠及び引窓用上枠（４本レー
ル以上型）

一
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L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－141D 建物用引戸枠及び引窓用上枠（１～３本
レール型・雨戸枠面格子枠付き）

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－141E 建物用引戸枠及び引窓用上枠（４本レー
ル以上型・雨戸枠面格子枠付き）

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－141G 建物用引戸枠及び引窓用上枠（はめ殺し
枠付き）

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－141H 建物用引戸枠及び引窓用上枠（折戸型） 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－141J 建物用引戸枠及び引窓用上枠（鴨居型） 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－142 建物用引戸下枠及び引窓用下枠 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－142A 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（１本
レール型）

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－142B 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（２～３
本レール型）

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－142C 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（４本
レール以上型）

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－142D 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（１～３
本レール型・雨戸枠付き）

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－142E 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（４本
レール以上型・雨戸枠枠付き）

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－142F 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（面格
子枠付き）

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－142G 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（はめ
殺し枠付き）

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－142H 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（折戸
型）

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－142J 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（敷居
型）

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－142K 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（レール
装置型）

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－142L 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（係止
めレール型）

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－143 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－143A 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（１本
レール型）

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－143B 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（２～３
本レール型）

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－143C 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（４本
レール以上型）

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－143G 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（はめ
殺し枠付き）

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－143H 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（折戸 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－143J 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（ふす
ま，障子用縦枠型）

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－143M 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（方引
戸すれ型）

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－1500 ドア・回転窓・はめ殺し窓枠構成部材 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－1501 ドア・回転窓・はめ殺し窓用上枠 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－1502 ドア・回転窓・はめ殺し窓用下枠 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－1503 ドア・回転窓・はめ殺し窓用縦枠 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－1510 ドア枠及び回転窓枠構成部材 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－1511 ドア用上枠及び回転窓用上枠 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－1512 ドア用下枠及び回転窓用下枠 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－1513 ドア用縦枠及び回転窓用縦枠 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－1520 はめ殺し窓枠構成部材 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－1521 はめ殺し窓用上枠 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－1522 はめ殺し窓用下枠 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－1523 はめ殺し窓用縦枠 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－1600 無目 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－1601 無目用はめ殺し部材 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－161 引戸用無目及び引窓用無目 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－162 ドア用無目及び回転窓用無目 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－163 はめ殺し無目 一
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L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－164 組合せ無目 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－164A 組合せ無目（引戸及び引窓・はめ殺し窓
組合せ型）

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－164B 組合せ無目（引戸及び引窓・回転窓組合
せ型）

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－164C 組合せ無目（回転窓・はめ殺し窓組合せ 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－1700 方立て 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－1701 方立て用はめ殺し部材 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－171 引戸用方立て及び引窓用方立て 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－172 ドア用方立て及び回転窓用方立て 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－173 はめ殺し窓用方立て 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－174 組合せ方立て 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－174A 組合せ方立て（引戸及び引窓・はめ殺し
窓組合せ型）

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－174B 組合せ方立て（引戸及び引窓・回転窓組
合せ型）

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－174C 組合せ方立て（回転窓・はめ殺し窓組合
せ型）

一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－2210 戸袋構成部材 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－2211 戸袋用鏡板取付け枠 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－240 雨戸枠 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－241 雨戸用上枠 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－242 雨戸用下枠 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－243 雨戸用縦枠 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－244 雨戸枠用支持材 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－4210 建物用点検口構成部材 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－4212 建物用点検口枠部材 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－430 床下収納庫開口部構成部材 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－432 床下収納庫用枠 一

L7－10AK 多方継ぎ手型 L5－510 カーテンレール構成部材及びつり戸車
レール構成部材

一

L7－10B 引き戸レール型 L5－140 建物用引戸枠及び引窓枠構成部材 一

L7－10B 引き戸レール型 L5－141 建物用引戸枠及び引窓用上枠 一

L7－10B 引き戸レール型 L5－141A 建物用引戸枠及び引窓用上枠（１本レー
ル型）

一

L7－10B 引き戸レール型 L5－141B 建物用引戸枠及び引窓用上枠（２～３本
レール型）

一

L7－10B 引き戸レール型 L5－141C 建物用引戸枠及び引窓用上枠（４本レー
ル以上型）

一

L7－10B 引き戸レール型 L5－141D 建物用引戸枠及び引窓用上枠（１～３本
レール型・雨戸枠面格子枠付き）

一

L7－10B 引き戸レール型 L5－141E 建物用引戸枠及び引窓用上枠（４本レー
ル以上型・雨戸枠面格子枠付き）

一

L7－10B 引き戸レール型 L5－141G 建物用引戸枠及び引窓用上枠（はめ殺し
枠付き）

一

L7－10B 引き戸レール型 L5－141H 建物用引戸枠及び引窓用上枠（折戸型） 一

L7－10B 引き戸レール型 L5－141J 建物用引戸枠及び引窓用上枠（鴨居型） 一

L7－10B 引き戸レール型 L5－142 建物用引戸下枠及び引窓用下枠 一

L7－10B 引き戸レール型 L5－142A 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（１本
レール型）

一

L7－10B 引き戸レール型 L5－142B 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（２～３
本レール型）

一

L7－10B 引き戸レール型 L5－142C 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（４本
レール以上型）

一

L7－10B 引き戸レール型 L5－142D 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（１～３
本レール型・雨戸枠付き）

一

L7－10B 引き戸レール型 L5－142E 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（４本
レール以上型・雨戸枠枠付き）

一

L7－10B 引き戸レール型 L5－142F 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（面格
子枠付き）

一



新→旧

346/373

意匠分類記号
/Ｄターム記号

意匠分類の名称 意匠分類記号 意匠分類の名称 または 移行した物品
移行
方法

旧意匠分類新意匠分類

L7－10B 引き戸レール型 L5－142G 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（はめ
殺し枠付き）

一

L7－10B 引き戸レール型 L5－142H 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（折戸 一

L7－10B 引き戸レール型 L5－142J 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（敷居 一

L7－10B 引き戸レール型 L5－142K 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（レール
装置型）

一

L7－10B 引き戸レール型 L5－142L 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（係止
めレール型）

一

L7－10B 引き戸レール型 L5－143 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠 一

L7－10B 引き戸レール型 L5－143A 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（１本
レール型）

一

L7－10B 引き戸レール型 L5－143B 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（２～３
本レール型）

一

L7－10B 引き戸レール型 L5－143C 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（４本
レール以上型）

一

L7－10B 引き戸レール型 L5－143G 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（はめ
殺し枠付き）

一

L7－10B 引き戸レール型 L5－143H 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（折戸
型）

一

L7－10B 引き戸レール型 L5－143J 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（ふす
ま，障子用縦枠型）

一

L7－10B 引き戸レール型 L5－143M 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（方引
戸すれ型）

一

L7－10D 複数部材結合型 L4－010 組立て温室用構成部材 一

L7－10D 複数部材結合型 L4－011 組立て温室用胴縁 一

L7－10D 複数部材結合型 L4－012 組立て温室用棟木 一

L7－10D 複数部材結合型 L4－020 ベランダ用構造材 一

L7－10D 複数部材結合型 L4－10 建築用構造材 一

L7－10D 複数部材結合型 L4－10A 建築用構造材（二次加工） 一

L7－10D 複数部材結合型 L4－110 建物用柱，建物用梁，建物用根太等 一

L7－10D 複数部材結合型 L4－111 建物用柱 一

L7－10D 複数部材結合型 L4－113 建物用根太及び建物用大引き 一

L7－10D 複数部材結合型 L4－2110 屋根構成部材 一

L7－10D 複数部材結合型 L4－2112 屋根用ガラス継ぎ手及び屋根用パネル
継ぎ手

一

L7－10D 複数部材結合型 L4－212 太陽熱利用温水屋根用構成部材 一

L7－10D 複数部材結合型 L4－411A 建物用目板（継ぎ手機能有り） 一

L7－10D 複数部材結合型 L4－4120A 建物用入隅出隅材（継ぎ手機能有り） 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－00 その他の建具及び建築用開口部材 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－0110 建物用固定間仕切り構成部材 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－0111 建物用間仕切りパネル構成部材 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－0112 建物用間仕切り柱及び間仕切り柱構成
部材

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－0113 建物用間仕切り柱はめ殺し部材 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－0114 建物用間仕切り柱・間仕切りパネル連結
枠

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－0115 建物用間仕切りパネル・床・壁・天井連結
枠

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－0116 建物用間仕切りパネル間連結枠 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－0116A 建物用間仕切りパネル間連結枠（直角
型）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－1010 建物用ガラスはめ殺し部材 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－1010A 建物用ガラスはめ殺し部材（はめ殺し枠
型）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－1010B 建物用ガラスはめ殺し部材（ガラス額縁
型）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－1010C 建物用ガラスはめ殺し部材（押し受け枠
型）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－1010D 建物用ガラスはめ殺し部材（押し縁型） 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－1020 建物用戸当り及び建物用戸すれ枠材 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－1020A 建物用戸当り及び建物用戸すれ枠材（平
行戸すれ型）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－103 窓枠用額縁及び出入口枠用額物 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－104 窓枠用水切り及び出入口枠用水切り 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－106 窓枠用目板及び出入口枠用目板 一
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L7－10D 複数部材結合型 L5－107 窓枠用溝ふさぎ及び出入口枠用溝ふさぎ 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－1231 よろい戸羽板枠 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－1254 網戸押し縁 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－140 建物用引戸枠及び引窓枠構成部材 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－141 建物用引戸枠及び引窓用上枠 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－141A 建物用引戸枠及び引窓用上枠（１本レー
ル型）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－141B 建物用引戸枠及び引窓用上枠（２～３本
レール型）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－141C 建物用引戸枠及び引窓用上枠（４本レー
ル以上型）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－141D 建物用引戸枠及び引窓用上枠（１～３本
レール型・雨戸枠面格子枠付き）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－141E 建物用引戸枠及び引窓用上枠（４本レー
ル以上型・雨戸枠面格子枠付き）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－141G 建物用引戸枠及び引窓用上枠（はめ殺し
枠付き）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－141H 建物用引戸枠及び引窓用上枠（折戸型） 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－141J 建物用引戸枠及び引窓用上枠（鴨居型） 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－142 建物用引戸下枠及び引窓用下枠 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－142A 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（１本
レール型）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－142B 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（２～３
本レール型）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－142C 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（４本
レール以上型）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－142D 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（１～３
本レール型・雨戸枠付き）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－142E 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（４本
レール以上型・雨戸枠枠付き）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－142F 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（面格
子枠付き）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－142G 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（はめ
殺し枠付き）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－142H 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（折戸 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－142J 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（敷居 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－142K 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（レール
装置型）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－142L 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（係止
めレール型）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－143 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－143A 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（１本
レール型）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－143B 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（２～３
本レール型）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－143C 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（４本
レール以上型）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－143G 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（はめ
殺し枠付き）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－143H 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（折戸 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－143J 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（ふす
ま，障子用縦枠型）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－143M 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（方引
戸すれ型）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－1500 ドア・回転窓・はめ殺し窓枠構成部材 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－1501 ドア・回転窓・はめ殺し窓用上枠 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－1502 ドア・回転窓・はめ殺し窓用下枠 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－1503 ドア・回転窓・はめ殺し窓用縦枠 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－1510 ドア枠及び回転窓枠構成部材 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－1511 ドア用上枠及び回転窓用上枠 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－1512 ドア用下枠及び回転窓用下枠 一
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L7－10D 複数部材結合型 L5－1513 ドア用縦枠及び回転窓用縦枠 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－1520 はめ殺し窓枠構成部材 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－1521 はめ殺し窓用上枠 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－1522 はめ殺し窓用下枠 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－1523 はめ殺し窓用縦枠 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－1600 無目 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－1601 無目用はめ殺し部材 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－161 引戸用無目及び引窓用無目 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－162 ドア用無目及び回転窓用無目 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－163 はめ殺し無目 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－164 組合せ無目 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－164A 組合せ無目（引戸及び引窓・はめ殺し窓
組合せ型）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－164B 組合せ無目（引戸及び引窓・回転窓組合
せ型）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－164C 組合せ無目（回転窓・はめ殺し窓組合せ 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－1700 方立て 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－1701 方立て用はめ殺し部材 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－171 引戸用方立て及び引窓用方立て 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－172 ドア用方立て及び回転窓用方立て 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－173 はめ殺し窓用方立て 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－174 組合せ方立て 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－174A 組合せ方立て（引戸及び引窓・はめ殺し
窓組合せ型）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－174B 組合せ方立て（引戸及び引窓・回転窓組
合せ型）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－174C 組合せ方立て（回転窓・はめ殺し窓組合
せ型）

一

L7－10D 複数部材結合型 L5－2210 戸袋構成部材 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－2211 戸袋用鏡板取付け枠 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－240 雨戸枠 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－241 雨戸用上枠 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－242 雨戸用下枠 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－243 雨戸用縦枠 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－244 雨戸枠用支持材 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－4210 建物用点検口構成部材 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－4212 建物用点検口枠部材 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－430 床下収納庫開口部構成部材 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－432 床下収納庫用枠 一

L7－10D 複数部材結合型 L5－510 カーテンレール構成部材及びつり戸車
レール構成部材

一

L7－10E 装飾有り L4－010 組立て温室用構成部材 一

L7－10E 装飾有り L4－011 組立て温室用胴縁 一

L7－10E 装飾有り L4－012 組立て温室用棟木 一

L7－10E 装飾有り L4－020 ベランダ用構造材 一

L7－10E 装飾有り L4－10 建築用構造材 一

L7－10E 装飾有り L4－10A 建築用構造材（二次加工） 一

L7－10E 装飾有り L4－110 建物用柱，建物用梁，建物用根太等 一

L7－10E 装飾有り L4－111 建物用柱 一

L7－10E 装飾有り L4－113 建物用根太及び建物用大引き 一

L7－10E 装飾有り L4－2110 屋根構成部材 一

L7－10E 装飾有り L4－2112 屋根用ガラス継ぎ手及び屋根用パネル
継ぎ手

一

L7－10E 装飾有り L4－212 太陽熱利用温水屋根用構成部材 一

L7－10E 装飾有り L4－411A 建物用目板（継ぎ手機能有り） 一

L7－10E 装飾有り L4－4120A 建物用入隅出隅材（継ぎ手機能有り） 一
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L7－10E 装飾有り L5－00 その他の建具及び建築用開口部材 一

L7－10E 装飾有り L5－0110 建物用固定間仕切り構成部材 一

L7－10E 装飾有り L5－0111 建物用間仕切りパネル構成部材 一

L7－10E 装飾有り L5－0112 建物用間仕切り柱及び間仕切り柱構成 一

L7－10E 装飾有り L5－0113 建物用間仕切り柱はめ殺し部材 一

L7－10E 装飾有り L5－0114 建物用間仕切り柱・間仕切りパネル連結 一

L7－10E 装飾有り L5－0115 建物用間仕切りパネル・床・壁・天井連結 一

L7－10E 装飾有り L5－0116 建物用間仕切りパネル間連結枠 一

L7－10E 装飾有り L5－0116A 建物用間仕切りパネル間連結枠（直角 一

L7－10E 装飾有り L5－1010 建物用ガラスはめ殺し部材 一

L7－10E 装飾有り L5－1010A 建物用ガラスはめ殺し部材（はめ殺し枠 一

L7－10E 装飾有り L5－1010B 建物用ガラスはめ殺し部材（ガラス額縁 一

L7－10E 装飾有り L5－1010C 建物用ガラスはめ殺し部材（押し受け枠 一

L7－10E 装飾有り L5－1010D 建物用ガラスはめ殺し部材（押し縁型） 一

L7－10E 装飾有り L5－1020 建物用戸当り及び建物用戸すれ枠材 一

L7－10E 装飾有り L5－1020A 建物用戸当り及び建物用戸すれ枠材（平
行戸すれ型）

一

L7－10E 装飾有り L5－103 窓枠用額縁及び出入口枠用額物 一

L7－10E 装飾有り L5－104 窓枠用水切り及び出入口枠用水切り 一

L7－10E 装飾有り L5－106 窓枠用目板及び出入口枠用目板 一

L7－10E 装飾有り L5－107 窓枠用溝ふさぎ及び出入口枠用溝ふさぎ 一

L7－10E 装飾有り L5－1231 よろい戸羽板枠 一

L7－10E 装飾有り L5－1254 網戸押し縁 一

L7－10E 装飾有り L5－140 建物用引戸枠及び引窓枠構成部材 一

L7－10E 装飾有り L5－141 建物用引戸枠及び引窓用上枠 一

L7－10E 装飾有り L5－141A 建物用引戸枠及び引窓用上枠（１本レー
ル型）

一

L7－10E 装飾有り L5－141B 建物用引戸枠及び引窓用上枠（２～３本
レール型）

一

L7－10E 装飾有り L5－141C 建物用引戸枠及び引窓用上枠（４本レー
ル以上型）

一

L7－10E 装飾有り L5－141D 建物用引戸枠及び引窓用上枠（１～３本
レール型・雨戸枠面格子枠付き）

一

L7－10E 装飾有り L5－141E 建物用引戸枠及び引窓用上枠（４本レー
ル以上型・雨戸枠面格子枠付き）

一

L7－10E 装飾有り L5－141G 建物用引戸枠及び引窓用上枠（はめ殺し
枠付き）

一

L7－10E 装飾有り L5－141H 建物用引戸枠及び引窓用上枠（折戸型） 一

L7－10E 装飾有り L5－141J 建物用引戸枠及び引窓用上枠（鴨居型） 一

L7－10E 装飾有り L5－142 建物用引戸下枠及び引窓用下枠 一

L7－10E 装飾有り L5－142A 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（１本
レール型）

一

L7－10E 装飾有り L5－142B 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（２～３
本レール型）

一

L7－10E 装飾有り L5－142C 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（４本
レール以上型）

一

L7－10E 装飾有り L5－142D 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（１～３
本レール型・雨戸枠付き）

一

L7－10E 装飾有り L5－142E 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（４本
レール以上型・雨戸枠枠付き）

一

L7－10E 装飾有り L5－142F 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（面格
子枠付き）

一

L7－10E 装飾有り L5－142G 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（はめ
殺し枠付き）

一

L7－10E 装飾有り L5－142H 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（折戸 一

L7－10E 装飾有り L5－142J 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（敷居 一

L7－10E 装飾有り L5－142K 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（レール
装置型）

一
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L7－10E 装飾有り L5－142L 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（係止
めレール型）

一

L7－10E 装飾有り L5－143 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠 一

L7－10E 装飾有り L5－143A 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（１本
レール型）

一

L7－10E 装飾有り L5－143B 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（２～３
本レール型）

一

L7－10E 装飾有り L5－143C 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（４本
レール以上型）

一

L7－10E 装飾有り L5－143G 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（はめ
殺し枠付き）

一

L7－10E 装飾有り L5－143H 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（折戸
型）

一

L7－10E 装飾有り L5－143J 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（ふす
ま，障子用縦枠型）

一

L7－10E 装飾有り L5－143M 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（方引
戸すれ型）

一

L7－10E 装飾有り L5－1500 ドア・回転窓・はめ殺し窓枠構成部材 一

L7－10E 装飾有り L5－1501 ドア・回転窓・はめ殺し窓用上枠 一

L7－10E 装飾有り L5－1502 ドア・回転窓・はめ殺し窓用下枠 一

L7－10E 装飾有り L5－1503 ドア・回転窓・はめ殺し窓用縦枠 一

L7－10E 装飾有り L5－1510 ドア枠及び回転窓枠構成部材 一

L7－10E 装飾有り L5－1511 ドア用上枠及び回転窓用上枠 一

L7－10E 装飾有り L5－1512 ドア用下枠及び回転窓用下枠 一

L7－10E 装飾有り L5－1513 ドア用縦枠及び回転窓用縦枠 一

L7－10E 装飾有り L5－1520 はめ殺し窓枠構成部材 一

L7－10E 装飾有り L5－1521 はめ殺し窓用上枠 一

L7－10E 装飾有り L5－1522 はめ殺し窓用下枠 一

L7－10E 装飾有り L5－1523 はめ殺し窓用縦枠 一

L7－10E 装飾有り L5－1600 無目 一

L7－10E 装飾有り L5－1601 無目用はめ殺し部材 一

L7－10E 装飾有り L5－161 引戸用無目及び引窓用無目 一

L7－10E 装飾有り L5－162 ドア用無目及び回転窓用無目 一

L7－10E 装飾有り L5－163 はめ殺し無目 一

L7－10E 装飾有り L5－164 組合せ無目 一

L7－10E 装飾有り L5－164A 組合せ無目（引戸及び引窓・はめ殺し窓
組合せ型）

一

L7－10E 装飾有り L5－164B 組合せ無目（引戸及び引窓・回転窓組合
せ型）

一

L7－10E 装飾有り L5－164C 組合せ無目（回転窓・はめ殺し窓組合せ
型）

一

L7－10E 装飾有り L5－1700 方立て 一

L7－10E 装飾有り L5－1701 方立て用はめ殺し部材 一

L7－10E 装飾有り L5－171 引戸用方立て及び引窓用方立て 一

L7－10E 装飾有り L5－172 ドア用方立て及び回転窓用方立て 一

L7－10E 装飾有り L5－173 はめ殺し窓用方立て 一

L7－10E 装飾有り L5－174 組合せ方立て 一

L7－10E 装飾有り L5－174A 組合せ方立て（引戸及び引窓・はめ殺し
窓組合せ型）

一

L7－10E 装飾有り L5－174B 組合せ方立て（引戸及び引窓・回転窓組
合せ型）

一

L7－10E 装飾有り L5－174C 組合せ方立て（回転窓・はめ殺し窓組合
せ型）

一

L7－10E 装飾有り L5－2210 戸袋構成部材 一

L7－10E 装飾有り L5－2211 戸袋用鏡板取付け枠 一

L7－10E 装飾有り L5－240 雨戸枠 一

L7－10E 装飾有り L5－241 雨戸用上枠 一

L7－10E 装飾有り L5－242 雨戸用下枠 一

L7－10E 装飾有り L5－243 雨戸用縦枠 一

L7－10E 装飾有り L5－244 雨戸枠用支持材 一
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L7－10E 装飾有り L5－4210 建物用点検口構成部材 一

L7－10E 装飾有り L5－4212 建物用点検口枠部材 一

L7－10E 装飾有り L5－430 床下収納庫開口部構成部材 一

L7－10E 装飾有り L5－432 床下収納庫用枠 一

L7－10E 装飾有り L5－510 カーテンレール構成部材及びつり戸車
レール構成部材

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L4－010 組立て温室用構成部材 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L4－011 組立て温室用胴縁 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L4－012 組立て温室用棟木 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L4－020 ベランダ用構造材 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L4－10 建築用構造材 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L4－10A 建築用構造材（二次加工） 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L4－2110 屋根構成部材 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L4－2112 屋根用ガラス継ぎ手及び屋根用パネル
継ぎ手

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L4－212 太陽熱利用温水屋根用構成部材 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L4－411A 建物用目板（継ぎ手機能有り） 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L4－4120A 建物用入隅出隅材（継ぎ手機能有り） 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－00 その他の建具及び建築用開口部材 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－0110 建物用固定間仕切り構成部材 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－0111 建物用間仕切りパネル構成部材 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－0112 建物用間仕切り柱及び間仕切り柱構成 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－0113 建物用間仕切り柱はめ殺し部材 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－0114 建物用間仕切り柱・間仕切りパネル連結 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－0115 建物用間仕切りパネル・床・壁・天井連結 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－0116 建物用間仕切りパネル間連結枠 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－0116A 建物用間仕切りパネル間連結枠（直角 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－1010 建物用ガラスはめ殺し部材 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－1010A 建物用ガラスはめ殺し部材（はめ殺し枠 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－1010B 建物用ガラスはめ殺し部材（ガラス額縁 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－1010C 建物用ガラスはめ殺し部材（押し受け枠 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－1010D 建物用ガラスはめ殺し部材（押し縁型） 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－1020 建物用戸当り及び建物用戸すれ枠材 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－1020A 建物用戸当り及び建物用戸すれ枠材（平
行戸すれ型）

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－103 窓枠用額縁及び出入口枠用額物 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－104 窓枠用水切り及び出入口枠用水切り 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－106 窓枠用目板及び出入口枠用目板 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－107 窓枠用溝ふさぎ及び出入口枠用溝ふさぎ 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－1231 よろい戸羽板枠 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－1254 網戸押し縁 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－140 建物用引戸枠及び引窓枠構成部材 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－141 建物用引戸枠及び引窓用上枠 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－141A 建物用引戸枠及び引窓用上枠（１本レー
ル型）

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－141B 建物用引戸枠及び引窓用上枠（２～３本
レール型）

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－141C 建物用引戸枠及び引窓用上枠（４本レー
ル以上型）

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－141D 建物用引戸枠及び引窓用上枠（１～３本
レール型・雨戸枠面格子枠付き）

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－141E 建物用引戸枠及び引窓用上枠（４本レー
ル以上型・雨戸枠面格子枠付き）

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－141G 建物用引戸枠及び引窓用上枠（はめ殺し
枠付き）

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－141H 建物用引戸枠及び引窓用上枠（折戸型） 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－141J 建物用引戸枠及び引窓用上枠（鴨居型） 一
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L7－10F 水切り・換気機能有り L5－142 建物用引戸下枠及び引窓用下枠 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－142A 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（１本
レール型）

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－142B 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（２～３
本レール型）

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－142C 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（４本
レール以上型）

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－142D 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（１～３
本レール型・雨戸枠付き）

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－142E 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（４本
レール以上型・雨戸枠枠付き）

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－142F 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（面格
子枠付き）

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－142G 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（はめ
殺し枠付き）

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－142H 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（折戸
型）

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－142J 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（敷居
型）

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－142K 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（レール
装置型）

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－142L 建物用引戸下枠及び引窓用下枠（係止
めレール型）

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－143 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－143A 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（１本
レール型）

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－143B 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（２～３
本レール型）

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－143C 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（４本
レール以上型）

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－143G 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（はめ
殺し枠付き）

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－143H 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（折戸 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－143J 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（ふす
ま，障子用縦枠型）

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－143M 建物用引戸縦枠及び引戸用縦枠（方引
戸すれ型）

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－1500 ドア・回転窓・はめ殺し窓枠構成部材 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－1501 ドア・回転窓・はめ殺し窓用上枠 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－1502 ドア・回転窓・はめ殺し窓用下枠 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－1503 ドア・回転窓・はめ殺し窓用縦枠 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－1510 ドア枠及び回転窓枠構成部材 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－1511 ドア用上枠及び回転窓用上枠 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－1512 ドア用下枠及び回転窓用下枠 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－1513 ドア用縦枠及び回転窓用縦枠 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－1520 はめ殺し窓枠構成部材 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－1521 はめ殺し窓用上枠 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－1522 はめ殺し窓用下枠 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－1523 はめ殺し窓用縦枠 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－1600 無目 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－1601 無目用はめ殺し部材 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－161 引戸用無目及び引窓用無目 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－162 ドア用無目及び回転窓用無目 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－163 はめ殺し無目 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－164 組合せ無目 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－164A 組合せ無目（引戸及び引窓・はめ殺し窓
組合せ型）

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－164B 組合せ無目（引戸及び引窓・回転窓組合
せ型）

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－164C 組合せ無目（回転窓・はめ殺し窓組合せ 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－1700 方立て 一
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L7－10F 水切り・換気機能有り L5－1701 方立て用はめ殺し部材 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－171 引戸用方立て及び引窓用方立て 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－172 ドア用方立て及び回転窓用方立て 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－173 はめ殺し窓用方立て 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－174 組合せ方立て 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－174A 組合せ方立て（引戸及び引窓・はめ殺し
窓組合せ型）

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－174B 組合せ方立て（引戸及び引窓・回転窓組
合せ型）

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－174C 組合せ方立て（回転窓・はめ殺し窓組合
せ型）

一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－2210 戸袋構成部材 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－2211 戸袋用鏡板取付け枠 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－240 雨戸枠 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－241 雨戸用上枠 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－242 雨戸用下枠 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－243 雨戸用縦枠 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－244 雨戸枠用支持材 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－4210 建物用点検口構成部材 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－4212 建物用点検口枠部材 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－430 床下収納庫開口部構成部材 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－432 床下収納庫用枠 一

L7－10F 水切り・換気機能有り L5－510 カーテンレール構成部材及びつり戸車
レール構成部材

一

L7－11 建物用基本構造材 L4－020 ベランダ用構造材 一

L7－11 建物用基本構造材 L4－10 建築用構造材 一

L7－11 建物用基本構造材 L4－10A 建築用構造材（二次加工） 一

L7－11 建物用基本構造材 L4－110 建物用柱，建物用梁，建物用根太等 一

L7－11 建物用基本構造材 L4－111 建物用柱 一

L7－11 建物用基本構造材 L4－112 建物用梁，建物用桁及び建物用方づえ 一

L7－11 建物用基本構造材 L4－113 建物用根太及び建物用大引き 一

L7－11 建物用基本構造材 L4－192 建物用筋交い 全

L7－11 建物用基本構造材 L4－2110 屋根構成部材 一

L7－12 内外装材支持材等 L4－3110 天井構成部材 全

L7－12 内外装材支持材等 L4－3111 天井用さお縁及び天井用野縁 全

L7－12 内外装材支持材等 L4－3111A 天井用さお縁及び天井用野縁（チャンネ
ル型）

全

L7－12 内外装材支持材等 L4－3111B 天井用さお縁及び天井用野縁（掛けつり
型）

全

L7－12 内外装材支持材等 L4－3212 壁間隔保持具 一

L7－12 内外装材支持材等 L4－331 床構成部材 一

L7－20 建具用框材 L5－0120 建物用可動間仕切り構成部材 全

L7－20 建具用框材 L5－0121 建物用可動間仕切り框 全

L7－20 建具用框材 L5－12010 建物用戸及び窓構成部材 全

L7－20 建具用框材 L5－12011 建具用上下框 全

L7－20 建具用框材 L5－12012 建具用縦框 全

L7－20 建具用框材 L5－12013 建具用中桟 全

L7－20 建具用框材 L5－12014 建具用飾り桟 全

L7－20 建具用框材 L5－12015 建具用換気框 全

L7－20 建具用框材 L5－12016 建具用隙間防止調整框 全

L7－20 建具用框材 L5－1211 ドア框 全

L7－20 建具用框材 L5－1221 建物用折戸框 全

L7－20 建具用框材 L5－1241 ふすま用框 全

L7－20 建具用框材 L5－1251 網戸用上下框 全

L7－20 建具用框材 L5－1252 網戸用縦框 全

L7－20 建具用框材 L5－1253 網戸用中桟 全
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L7－20 建具用框材 L5－1254 網戸用押し縁 一

L7－20 建具用框材 L5－2110 雨戸構成部材 全

L7－20 建具用框材 L5－2111 雨戸用上下框 全

L7－20 建具用框材 L5－2112 雨戸用縦框 全

L7－20 建具用框材 L5－4211 建物用点検口パネル框 全

L7－20 建具用框材 L5－431 床下収納庫用パネル框 全

L7－20AA 平板型 L5－0120 建物用可動間仕切り構成部材 一

L7－20AA 平板型 L5－0121 建物用可動間仕切り框 一

L7－20AA 平板型 L5－12010 建物用戸及び窓構成部材 一

L7－20AA 平板型 L5－12011 建具用上下框 一

L7－20AA 平板型 L5－12012 建具用縦框 一

L7－20AA 平板型 L5－12013 建具用中桟 一

L7－20AA 平板型 L5－12014 建具用飾り桟 一

L7－20AA 平板型 L5－12015 建具用換気框 一

L7－20AA 平板型 L5－12016 建具用隙間防止調整框 一

L7－20AA 平板型 L5－1211 ドア框 一

L7－20AA 平板型 L5－1221 建物用折戸框 一

L7－20AA 平板型 L5－1241 ふすま用框 一

L7－20AA 平板型 L5－1251 網戸用上下框 一

L7－20AA 平板型 L5－1252 網戸用縦框 一

L7－20AA 平板型 L5－1253 網戸用中桟 一

L7－20AA 平板型 L5－1254 網戸用押し縁 一

L7－20AA 平板型 L5－2110 雨戸構成部材 一

L7－20AA 平板型 L5－2111 雨戸用上下框 一

L7－20AA 平板型 L5－2112 雨戸用縦框 一

L7－20AA 平板型 L5－4211 建物用点検口パネル框 一

L7－20AA 平板型 L5－431 床下収納庫用パネル框 一

L7－20AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－0120 建物用可動間仕切り構成部材 一

L7－20AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－0121 建物用可動間仕切り框 一

L7－20AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－12010 建物用戸及び窓構成部材 一

L7－20AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－12011 建具用上下框 一

L7－20AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－12012 建具用縦框 一

L7－20AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－12013 建具用中桟 一

L7－20AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－12014 建具用飾り桟 一

L7－20AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－12015 建具用換気框 一

L7－20AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－12016 建具用隙間防止調整框 一

L7－20AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1211 ドア框 一

L7－20AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1221 建物用折戸框 一

L7－20AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1241 ふすま用框 一

L7－20AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1251 網戸用上下框 一

L7－20AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1252 網戸用縦框 一

L7－20AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1253 網戸用中桟 一

L7－20AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－1254 網戸用押し縁 一

L7－20AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－2110 雨戸構成部材 一

L7－20AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－2111 雨戸用上下框 一

L7－20AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－2112 雨戸用縦框 一

L7－20AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－4211 建物用点検口パネル框 一

L7－20AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－431 床下収納庫用パネル框 一

L7－20AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－0120 建物用可動間仕切り構成部材 一

L7－20AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－0121 建物用可動間仕切り框 一

L7－20AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－12010 建物用戸及び窓構成部材 一

L7－20AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－12011 建具用上下框 一

L7－20AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－12012 建具用縦框 一

L7－20AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－12013 建具用中桟 一
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L7－20AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－12014 建具用飾り桟 一

L7－20AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－12015 建具用換気框 一

L7－20AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－12016 建具用隙間防止調整框 一

L7－20AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1211 ドア框 一

L7－20AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1221 建物用折戸框 一

L7－20AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1241 ふすま用框 一

L7－20AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1251 網戸用上下框 一

L7－20AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1252 網戸用縦框 一

L7－20AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1253 網戸用中桟 一

L7－20AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1254 網戸用押し縁 一

L7－20AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－2110 雨戸構成部材 一

L7－20AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－2111 雨戸用上下框 一

L7－20AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－2112 雨戸用縦框 一

L7－20AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－4211 建物用点検口パネル框 一

L7－20AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－431 床下収納庫用パネル框 一

L7－20AE 断面蒲鉾型 L5－0120 建物用可動間仕切り構成部材 一

L7－20AE 断面蒲鉾型 L5－0121 建物用可動間仕切り框 一

L7－20AE 断面蒲鉾型 L5－12010 建物用戸及び窓構成部材 一

L7－20AE 断面蒲鉾型 L5－12011 建具用上下框 一

L7－20AE 断面蒲鉾型 L5－12012 建具用縦框 一

L7－20AE 断面蒲鉾型 L5－12013 建具用中桟 一

L7－20AE 断面蒲鉾型 L5－12014 建具用飾り桟 一

L7－20AE 断面蒲鉾型 L5－12015 建具用換気框 一

L7－20AE 断面蒲鉾型 L5－12016 建具用隙間防止調整框 一

L7－20AE 断面蒲鉾型 L5－1211 ドア框 一

L7－20AE 断面蒲鉾型 L5－1221 建物用折戸框 一

L7－20AE 断面蒲鉾型 L5－1241 ふすま用框 一

L7－20AE 断面蒲鉾型 L5－1251 網戸用上下框 一

L7－20AE 断面蒲鉾型 L5－1252 網戸用縦框 一

L7－20AE 断面蒲鉾型 L5－1253 網戸用中桟 一

L7－20AE 断面蒲鉾型 L5－1254 網戸用押し縁 一

L7－20AE 断面蒲鉾型 L5－2110 雨戸構成部材 一

L7－20AE 断面蒲鉾型 L5－2111 雨戸用上下框 一

L7－20AE 断面蒲鉾型 L5－2112 雨戸用縦框 一

L7－20AE 断面蒲鉾型 L5－4211 建物用点検口パネル框 一

L7－20AE 断面蒲鉾型 L5－431 床下収納庫用パネル框 一

L7－20AG 断面四角型 L5－0120 建物用可動間仕切り構成部材 一

L7－20AG 断面四角型 L5－0121 建物用可動間仕切り框 一

L7－20AG 断面四角型 L5－12010 建物用戸及び窓構成部材 一

L7－20AG 断面四角型 L5－12011 建具用上下框 一

L7－20AG 断面四角型 L5－12012 建具用縦框 一

L7－20AG 断面四角型 L5－12013 建具用中桟 一

L7－20AG 断面四角型 L5－12014 建具用飾り桟 一

L7－20AG 断面四角型 L5－12015 建具用換気框 一

L7－20AG 断面四角型 L5－12016 建具用隙間防止調整框 一

L7－20AG 断面四角型 L5－1211 ドア框 一

L7－20AG 断面四角型 L5－1221 建物用折戸框 一

L7－20AG 断面四角型 L5－1241 ふすま用框 一

L7－20AG 断面四角型 L5－1251 網戸用上下框 一

L7－20AG 断面四角型 L5－1252 網戸用縦框 一

L7－20AG 断面四角型 L5－1253 網戸用中桟 一

L7－20AG 断面四角型 L5－1254 網戸用押し縁 一

L7－20AG 断面四角型 L5－2110 雨戸構成部材 一

L7－20AG 断面四角型 L5－2111 雨戸用上下框 一
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L7－20AG 断面四角型 L5－2112 雨戸用縦框 一

L7－20AG 断面四角型 L5－4211 建物用点検口パネル框 一

L7－20AG 断面四角型 L5－431 床下収納庫用パネル框 一

L7－20AH ストレート継ぎ手型 L5－0120 建物用可動間仕切り構成部材 一

L7－20AH ストレート継ぎ手型 L5－0121 建物用可動間仕切り框 一

L7－20AH ストレート継ぎ手型 L5－12010 建物用戸及び窓構成部材 一

L7－20AH ストレート継ぎ手型 L5－12011 建具用上下框 一

L7－20AH ストレート継ぎ手型 L5－12012 建具用縦框 一

L7－20AH ストレート継ぎ手型 L5－12013 建具用中桟 一

L7－20AH ストレート継ぎ手型 L5－12014 建具用飾り桟 一

L7－20AH ストレート継ぎ手型 L5－12015 建具用換気框 一

L7－20AH ストレート継ぎ手型 L5－12016 建具用隙間防止調整框 一

L7－20AH ストレート継ぎ手型 L5－1211 ドア框 一

L7－20AH ストレート継ぎ手型 L5－1221 建物用折戸框 一

L7－20AH ストレート継ぎ手型 L5－1241 ふすま用框 一

L7－20AH ストレート継ぎ手型 L5－1251 網戸用上下框 一

L7－20AH ストレート継ぎ手型 L5－1252 網戸用縦框 一

L7－20AH ストレート継ぎ手型 L5－1253 網戸用中桟 一

L7－20AH ストレート継ぎ手型 L5－1254 網戸用押し縁 一

L7－20AH ストレート継ぎ手型 L5－2110 雨戸構成部材 一

L7－20AH ストレート継ぎ手型 L5－2111 雨戸用上下框 一

L7－20AH ストレート継ぎ手型 L5－2112 雨戸用縦框 一

L7－20AH ストレート継ぎ手型 L5－4211 建物用点検口パネル框 一

L7－20AH ストレート継ぎ手型 L5－431 床下収納庫用パネル框 一

L7－20D 複数部材結合型 L5－0120 建物用可動間仕切り構成部材 一

L7－20D 複数部材結合型 L5－0121 建物用可動間仕切り框 一

L7－20D 複数部材結合型 L5－12010 建物用戸及び窓構成部材 一

L7－20D 複数部材結合型 L5－12011 建具用上下框 一

L7－20D 複数部材結合型 L5－12012 建具用縦框 一

L7－20D 複数部材結合型 L5－12013 建具用中桟 一

L7－20D 複数部材結合型 L5－12014 建具用飾り桟 一

L7－20D 複数部材結合型 L5－12015 建具用換気框 一

L7－20D 複数部材結合型 L5－12016 建具用隙間防止調整框 一

L7－20D 複数部材結合型 L5－1211 ドア框 一

L7－20D 複数部材結合型 L5－1221 建物用折戸框 一

L7－20D 複数部材結合型 L5－1241 ふすま用框 一

L7－20D 複数部材結合型 L5－1251 網戸用上下框 一

L7－20D 複数部材結合型 L5－1252 網戸用縦框 一

L7－20D 複数部材結合型 L5－1253 網戸用中桟 一

L7－20D 複数部材結合型 L5－1254 網戸用押し縁 一

L7－20D 複数部材結合型 L5－2110 雨戸構成部材 一

L7－20D 複数部材結合型 L5－2111 雨戸用上下框 一

L7－20D 複数部材結合型 L5－2112 雨戸用縦框 一

L7－20D 複数部材結合型 L5－4211 建物用点検口パネル框 一

L7－20D 複数部材結合型 L5－431 床下収納庫用パネル框 一

L7－20E 装飾有り L5－0120 建物用可動間仕切り構成部材 一

L7－20E 装飾有り L5－0121 建物用可動間仕切り框 一

L7－20E 装飾有り L5－12010 建物用戸及び窓構成部材 一

L7－20E 装飾有り L5－12011 建具用上下框 一

L7－20E 装飾有り L5－12012 建具用縦框 一

L7－20E 装飾有り L5－12013 建具用中桟 一

L7－20E 装飾有り L5－12014 建具用飾り桟 一

L7－20E 装飾有り L5－12015 建具用換気框 一

L7－20E 装飾有り L5－12016 建具用隙間防止調整框 一
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L7－20E 装飾有り L5－1211 ドア框 一

L7－20E 装飾有り L5－1221 建物用折戸框 一

L7－20E 装飾有り L5－1241 ふすま用框 一

L7－20E 装飾有り L5－1251 網戸用上下框 一

L7－20E 装飾有り L5－1252 網戸用縦框 一

L7－20E 装飾有り L5－1253 網戸用中桟 一

L7－20E 装飾有り L5－1254 網戸用押し縁 一

L7－20E 装飾有り L5－2110 雨戸構成部材 一

L7－20E 装飾有り L5－2111 雨戸用上下框 一

L7－20E 装飾有り L5－2112 雨戸用縦框 一

L7－20E 装飾有り L5－4211 建物用点検口パネル框 一

L7－20E 装飾有り L5－431 床下収納庫用パネル框 一

L7－30 建具用充填材，緩衝材等 L5－1011 建物用ガラス戸充てん材 全

L7－30 建具用充填材，緩衝材等 L5－1021 建物戸当り緩衝材 全

L7－30AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1011 建物用ガラス戸充てん材 一

L7－30AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－1021 建物戸当り緩衝材 一

L7－30AE 断面蒲鉾型 L5－1011 建物用ガラス戸充てん材 一

L7－30AE 断面蒲鉾型 L5－1021 建物戸当り緩衝材 一

L7－40 建物用シャッター枠構成部材 L5－320 建物用シャッター枠構成部材 全

L7－40 建物用シャッター枠構成部材 L5－321 建物用シャッター柱 全

L7－50 戸車レール材，カーテンレール材等 L5－50 カーテンレール及びつり戸車レール 一

L7－51 戸車レール材 L5－105 建具用戸車レール 全

L7－51AA 平板型 L5－105 建具用戸車レール 一

L7－51AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－105 建具用戸車レール 一

L7－52 カーテンレール材，つり戸車レール材 L5－50 カーテンレール及びつり戸車レール 一

L7－52 カーテンレール材，つり戸車レール材 L5－510 カーテンレール構成部材及びつり戸車
レール構成部材

一

L7－52 カーテンレール材，つり戸車レール材 L5－511 カーテンレール材及びつり戸車レール材 全

L7－52AA 平板型 L5－50 カーテンレール及びつり戸車レール 一

L7－52AA 平板型 L5－510 カーテンレール構成部材及びつり戸車
レール構成部材

一

L7－52AA 平板型 L5－511 カーテンレール材及びつり戸車レール材 一

L7－52AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－50 カーテンレール及びつり戸車レール 一

L7－52AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－510 カーテンレール構成部材及びつり戸車
レール構成部材

一

L7－52AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 L5－511 カーテンレール材及びつり戸車レール材 一

L7－52AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－50 カーテンレール及びつり戸車レール 一

L7－52AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－510 カーテンレール構成部材及びつり戸車
レール構成部材

一

L7－52AC 断面コの字・Ｕ字型 L5－511 カーテンレール材及びつり戸車レール材 一

M0－00 Ｍ１～Ｍ３に属さないその他の基礎製品
雑

M0－0 その他の基礎製品 全

M0－00 Ｍ１～Ｍ３に属さないその他の基礎製品
雑

M0－1 インゴット 全

M0－00 Ｍ１～Ｍ３に属さないその他の基礎製品
雑

M0－2 固形燃料，豆炭 全

M0－00 Ｍ１～Ｍ３に属さないその他の基礎製品
雑

M2－1 棒鋼，鋼管 全

M1－00 その他の織物地，板，ひも等 M1－0 その他の織物地，板，ひも等 全

M1－00 その他の織物地，板，ひも等 M1－3M 合成樹脂地（立毛） 一

M1－00A その他の具象模様（ＡＡ，ＡＢ，ＡＣ以外） M1－0 その他の織物地，板，ひも等 一

M1－00AA 花模様 M1－0 その他の織物地，板，ひも等 一

M1－00AB 花無し植物模様 M1－0 その他の織物地，板，ひも等 一

M1－00AC 動物模様 M1－0 その他の織物地，板，ひも等 一

M1－00B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－0 その他の織物地，板，ひも等 一

M1－00BA 縞，格子模様 M1－0 その他の織物地，板，ひも等 一

M1－00C 凹凸有り M1－0 その他の織物地，板，ひも等 一

M1－00D 穴開き M1－0 その他の織物地，板，ひも等 一

M1－00E 格子板型 M1－0 その他の織物地，板，ひも等 一
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M1－1000 織物地，編物地等 M1－100 不織布，不織布地 全

M1－1000 織物地，編物地等 M1－101 特殊織物地，及び特殊編物地 全

M1－1000 織物地，編物地等 M1－102 リボン付織物地及びリボン付編物地 全

M1－1100 織物地 M1－110 織物地 全

M1－1100 織物地 M1－110A 織物地（花模様） 全

M1－1100 織物地 M1－110B 織物地（花縞模様） 全

M1－1100 織物地 M1－110C 織物地（花格子模様） 全

M1－1100 織物地 M1－110D 織物地（花無し植物模様） 全

M1－1100 織物地 M1－110E 織物地（動物模様） 全

M1－1100 織物地 M1－110F 織物地（器物模様） 全

M1－1100 織物地 M1－110G 織物地（混合模様） 全

M1－1100 織物地 M1－110H 織物地（抽象模様） 全

M1－1100 織物地 M1－110J 織物地（縞模様） 全

M1－1100 織物地 M1－110K 織物地（格子模様） 全

M1－1100 織物地 M1－110M 織物地（薄物） 全

M1－1100A その他の具象模様（ＡＡ，ＡＢ，ＡＣ以外） M1－110F 織物地（器物模様） 全

M1－1100A その他の具象模様（ＡＡ，ＡＢ，ＡＣ以外） M1－110G 織物地（混合模様） 一

M1－1100AA 花模様 M1－110A 織物地（花模様） 全

M1－1100AA 花模様 M1－110B 織物地（花縞模様） 全

M1－1100AA 花模様 M1－110C 織物地（花格子模様） 全

M1－1100AA 花模様 M1－110G 織物地（混合模様） 一

M1－1100AB 花無し植物模様 M1－110D 織物地（花無し植物模様） 全

M1－1100AB 花無し植物模様 M1－110G 織物地（混合模様） 一

M1－1100AC 動物模様 M1－110E 織物地（動物模様） 全

M1－1100AC 動物模様 M1－110G 織物地（混合模様） 一

M1－1100B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－110A 織物地（花模様） 一

M1－1100B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－110B 織物地（花縞模様） 一

M1－1100B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－110C 織物地（花格子模様） 一

M1－1100B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－110D 織物地（花無し植物模様） 一

M1－1100B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－110E 織物地（動物模様） 一

M1－1100B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－110F 織物地（器物模様） 一

M1－1100B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－110G 織物地（混合模様） 一

M1－1100B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－110H 織物地（抽象模様） 全

M1－1100BA 縞，格子模様 M1－110A 織物地（花模様） 一

M1－1100BA 縞，格子模様 M1－110B 織物地（花縞模様） 全

M1－1100BA 縞，格子模様 M1－110C 織物地（花格子模様） 全

M1－1100BA 縞，格子模様 M1－110D 織物地（花無し植物模様） 一

M1－1100BA 縞，格子模様 M1－110E 織物地（動物模様） 一

M1－1100BA 縞，格子模様 M1－110F 織物地（器物模様） 一

M1－1100BA 縞，格子模様 M1－110G 織物地（混合模様） 一

M1－1100BA 縞，格子模様 M1－110H 織物地（抽象模様） 一

M1－1100BA 縞，格子模様 M1－110J 織物地（縞模様） 全

M1－1100BA 縞，格子模様 M1－110K 織物地（格子模様） 全

M1－1100C 凹凸有り M1－110 織物地 一

M1－1100C 凹凸有り M1－110A 織物地（花模様） 一

M1－1100C 凹凸有り M1－110B 織物地（花縞模様） 一

M1－1100C 凹凸有り M1－110C 織物地（花格子模様） 一

M1－1100C 凹凸有り M1－110D 織物地（花無し植物模様） 一

M1－1100C 凹凸有り M1－110E 織物地（動物模様） 一

M1－1100C 凹凸有り M1－110F 織物地（器物模様） 一

M1－1100C 凹凸有り M1－110G 織物地（混合模様） 一

M1－1100C 凹凸有り M1－110H 織物地（抽象模様） 一

M1－1100C 凹凸有り M1－110J 織物地（縞模様） 一

M1－1100C 凹凸有り M1－110K 織物地（格子模様） 一
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M1－1100C 凹凸有り M1－110M 織物地（薄物） 一

M1－120 編物地 M1－12 編物地 一

M1－120 編物地 M1－12A 編物地（花模様） 一

M1－120 編物地 M1－12B 編物地（花縞模様） 一

M1－120 編物地 M1－12C 編物地（花格子模様） 一

M1－120 編物地 M1－12D 編物地（花無し植物模様） 一

M1－120 編物地 M1－12E 編物地（動物模様） 一

M1－120 編物地 M1－12F 編物地（器物模様） 一

M1－120 編物地 M1－12G 編物地（混合模様） 一

M1－120 編物地 M1－12H 編物地（抽象模様） 一

M1－120 編物地 M1－12J 編物地（縞模様） 一

M1－120 編物地 M1－12K 編物地（格子模様） 一

M1－120 編物地 M1－12M 編物地（編目の詰んだもの） 一

M1－1210 レース地 M1－12 編物地 一

M1－1210 レース地 M1－12A 編物地（花模様） 一

M1－1210 レース地 M1－12B 編物地（花縞模様） 一

M1－1210 レース地 M1－12C 編物地（花格子模様） 一

M1－1210 レース地 M1－12D 編物地（花無し植物模様） 一

M1－1210 レース地 M1－12E 編物地（動物模様） 一

M1－1210 レース地 M1－12F 編物地（器物模様） 一

M1－1210 レース地 M1－12G 編物地（混合模様） 一

M1－1210 レース地 M1－12H 編物地（抽象模様） 一

M1－1210 レース地 M1－12J 編物地（縞模様） 一

M1－1210 レース地 M1－12K 編物地（格子模様） 一

M1－1210 レース地 M1－12M 編物地（編目の詰んだもの） 一

M1－1210A その他の具象模様（ＡＡ，ＡＢ，ＡＣ以外） M1－12F 編物地（器物模様） 一

M1－1210A その他の具象模様（ＡＡ，ＡＢ，ＡＣ以外） M1－12G 編物地（混合模様） 一

M1－1210AA 花模様 M1－12A 編物地（花模様） 一

M1－1210AA 花模様 M1－12B 編物地（花縞模様） 一

M1－1210AA 花模様 M1－12C 編物地（花格子模様） 一

M1－1210AA 花模様 M1－12G 編物地（混合模様） 一

M1－1210AB 花無し植物模様 M1－12D 編物地（花無し植物模様） 一

M1－1210AB 花無し植物模様 M1－12G 編物地（混合模様） 一

M1－1210AC 動物模様 M1－12E 編物地（動物模様） 一

M1－1210AC 動物模様 M1－12G 編物地（混合模様） 一

M1－1210B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－12A 編物地（花模様） 一

M1－1210B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－12B 編物地（花縞模様） 一

M1－1210B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－12C 編物地（花格子模様） 一

M1－1210B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－12D 編物地（花無し植物模様） 一

M1－1210B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－12E 編物地（動物模様） 一

M1－1210B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－12F 編物地（器物模様） 一

M1－1210B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－12G 編物地（混合模様） 一

M1－1210B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－12H 編物地（抽象模様） 一

M1－1210BA 縞，格子模様 M1－12A 編物地（花模様） 一

M1－1210BA 縞，格子模様 M1－12B 編物地（花縞模様） 一

M1－1210BA 縞，格子模様 M1－12C 編物地（花格子模様） 一

M1－1210BA 縞，格子模様 M1－12D 編物地（花無し植物模様） 一

M1－1210BA 縞，格子模様 M1－12E 編物地（動物模様） 一

M1－1210BA 縞，格子模様 M1－12F 編物地（器物模様） 一

M1－1210BA 縞，格子模様 M1－12G 編物地（混合模様） 一

M1－1210BA 縞，格子模様 M1－12H 編物地（抽象模様） 一

M1－1210BA 縞，格子模様 M1－12J 編物地（縞模様） 一

M1－1210BA 縞，格子模様 M1－12K 編物地（格子模様） 一

M1－1210C 凹凸有り M1－12 編物地 一
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M1－1210C 凹凸有り M1－12A 編物地（花模様） 一

M1－1210C 凹凸有り M1－12B 編物地（花縞模様） 一

M1－1210C 凹凸有り M1－12C 編物地（花格子模様） 一

M1－1210C 凹凸有り M1－12D 編物地（花無し植物模様） 一

M1－1210C 凹凸有り M1－12E 編物地（動物模様） 一

M1－1210C 凹凸有り M1－12F 編物地（器物模様） 一

M1－1210C 凹凸有り M1－12G 編物地（混合模様） 一

M1－1210C 凹凸有り M1－12H 編物地（抽象模様） 一

M1－1210C 凹凸有り M1－12J 編物地（縞模様） 一

M1－1210C 凹凸有り M1－12K 編物地（格子模様） 一

M1－1210C 凹凸有り M1－12M 編物地（編目の詰んだもの） 一

M1－1211 細幅レース地 M1－624 細幅レース地 全

M1－1211 細幅レース地 M1－624A 細幅レース地（片側模様型） 全

M1－1211 細幅レース地 M1－624AA 細幅レース地（片側模様・対称型） 全

M1－1211 細幅レース地 M1－624B 細幅レース地（両側模様型） 全

M1－1211 細幅レース地 M1－624BA 細幅レース地（両側模様・対称型） 全

M1－1211A 片側変形型 M1－624A 細幅レース地（片側模様型） 全

M1－1211A 片側変形型 M1－624AA 細幅レース地（片側模様・対称型） 全

M1－1211B 横非対称型 M1－624B 細幅レース地（両側模様型） 全

M1－1211C 横対称型 M1－624BA 細幅レース地（両側模様・対称型） 全

M1－1212 刺しゅうレース地 M1－111 刺しゅうレース地 全

M1－20 紙地 M1－2 紙地 全

M1－20 紙地 M1－2A 紙地（花模様） 全

M1－20 紙地 M1－2B 紙地（花縞模様） 全

M1－20 紙地 M1－2C 紙地（花格子模様） 全

M1－20 紙地 M1－2D 紙地（花無し植物模様） 全

M1－20 紙地 M1－2E 紙地（動物模様） 全

M1－20 紙地 M1－2F 紙地（器物模様） 全

M1－20 紙地 M1－2G 紙地（混合模様） 全

M1－20 紙地 M1－2H 紙地（抽象模様） 全

M1－20 紙地 M1－2J 紙地（縞模様） 全

M1－20 紙地 M1－2K 紙地（格子模様） 全

M1－20 紙地 M1－2L 紙地（穴開き模様） 全

M1－20A その他の具象模様（ＡＡ，ＡＢ，ＡＣ以外） M1－2F 紙地（器物模様） 全

M1－20A その他の具象模様（ＡＡ，ＡＢ，ＡＣ以外） M1－2G 紙地（混合模様） 一

M1－20AA 花模様 M1－2A 紙地（花模様） 全

M1－20AA 花模様 M1－2B 紙地（花縞模様） 全

M1－20AA 花模様 M1－2C 紙地（花格子模様） 全

M1－20AA 花模様 M1－2G 紙地（混合模様） 一

M1－20AB 花無し植物模様 M1－2D 紙地（花無し植物模様） 全

M1－20AB 花無し植物模様 M1－2G 紙地（混合模様） 一

M1－20AC 動物模様 M1－2E 紙地（動物模様） 全

M1－20AC 動物模様 M1－2G 紙地（混合模様） 一

M1－20B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－2A 紙地（花模様） 一

M1－20B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－2B 紙地（花縞模様） 一

M1－20B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－2C 紙地（花格子模様） 一

M1－20B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－2D 紙地（花無し植物模様） 一

M1－20B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－2E 紙地（動物模様） 一

M1－20B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－2F 紙地（器物模様） 一

M1－20B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－2G 紙地（混合模様） 一

M1－20B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－2H 紙地（抽象模様） 全

M1－20BA 縞，格子模様 M1－2A 紙地（花模様） 一

M1－20BA 縞，格子模様 M1－2B 紙地（花縞模様） 全

M1－20BA 縞，格子模様 M1－2C 紙地（花格子模様） 全
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M1－20BA 縞，格子模様 M1－2D 紙地（花無し植物模様） 一

M1－20BA 縞，格子模様 M1－2E 紙地（動物模様） 一

M1－20BA 縞，格子模様 M1－2F 紙地（器物模様） 一

M1－20BA 縞，格子模様 M1－2G 紙地（混合模様） 一

M1－20BA 縞，格子模様 M1－2H 板材（抽象模様） 一

M1－20BA 縞，格子模様 M1－2J 紙地（縞模様） 全

M1－20BA 縞，格子模様 M1－2K 紙地（格子模様） 全

M1－20C 凹凸有り M1－2 紙地 一

M1－20C 凹凸有り M1－2A 紙地（花模様） 一

M1－20C 凹凸有り M1－2B 紙地（花縞模様） 一

M1－20C 凹凸有り M1－2C 紙地（花格子模様） 一

M1－20C 凹凸有り M1－2D 紙地（花無し植物模様） 一

M1－20C 凹凸有り M1－2E 紙地（動物模様） 一

M1－20C 凹凸有り M1－2F 紙地（器物模様） 一

M1－20C 凹凸有り M1－2G 紙地（混合模様） 一

M1－20C 凹凸有り M1－2H 紙地（抽象模様） 一

M1－20C 凹凸有り M1－2J 紙地（縞模様） 一

M1－20C 凹凸有り M1－2K 紙地（格子模様） 一

M1－20C 凹凸有り M1－2L 紙地（穴開き模様） 一

M1－20D 穴開き M1－2L 紙地（穴開き模様） 全

M1－30 合成樹脂地 M1－3 合成樹脂地 全

M1－30 合成樹脂地 M1－3A 合成樹脂地（花模様） 全

M1－30 合成樹脂地 M1－3B 合成樹脂地（花縞模様） 全

M1－30 合成樹脂地 M1－3C 合成樹脂地（花格子模様） 全

M1－30 合成樹脂地 M1－3D 合成樹脂地（花無し植物模様） 全

M1－30 合成樹脂地 M1－3E 合成樹脂地（動物模様） 全

M1－30 合成樹脂地 M1－3F 合成樹脂地（器物模様） 全

M1－30 合成樹脂地 M1－3G 合成樹脂地（混合模様） 全

M1－30 合成樹脂地 M1－3H 合成樹脂地（抽象模様） 全

M1－30 合成樹脂地 M1－3J 合成樹脂地（縞模様） 全

M1－30 合成樹脂地 M1－3K 合成樹脂地（格子模様） 全

M1－30 合成樹脂地 M1－3L 合成樹脂地（穴開き模様） 全

M1－30 合成樹脂地 M1－3M 合成樹脂地（立毛） 一

M1－30A その他の具象模様（ＡＡ，ＡＢ，ＡＣ以外） M1－3F 合成樹脂地（器物模様） 全

M1－30A その他の具象模様（ＡＡ，ＡＢ，ＡＣ以外） M1－3G 合成樹脂地（混合模様） 一

M1－30AA 花模様 M1－3A 合成樹脂地（花模様） 全

M1－30AA 花模様 M1－3B 合成樹脂地（花縞模様） 全

M1－30AA 花模様 M1－3C 合成樹脂地（花格子模様） 全

M1－30AA 花模様 M1－3G 合成樹脂地（混合模様） 一

M1－30AB 花無し植物模様 M1－3D 合成樹脂地（花無し植物模様） 全

M1－30AB 花無し植物模様 M1－3G 合成樹脂地（混合模様） 一

M1－30AC 動物模様 M1－3E 合成樹脂地（動物模様） 全

M1－30AC 動物模様 M1－3G 合成樹脂地（混合模様） 一

M1－30B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－3A 合成樹脂地（花模様） 一

M1－30B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－3B 合成樹脂地（花縞模様） 一

M1－30B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－3C 合成樹脂地（花格子模様） 一

M1－30B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－3D 合成樹脂地（花無し植物模様） 一

M1－30B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－3E 合成樹脂地（動物模様） 一

M1－30B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－3F 合成樹脂地（器物模様） 一

M1－30B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－3G 合成樹脂地（混合模様） 一

M1－30B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－3H 合成樹脂地（抽象模様） 全

M1－30BA 縞，格子模様 M1－3A 合成樹脂地（花模様） 一

M1－30BA 縞，格子模様 M1－3B 合成樹脂地（花縞模様） 全

M1－30BA 縞，格子模様 M1－3C 合成樹脂地（花格子模様） 全
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M1－30BA 縞，格子模様 M1－3D 合成樹脂地（花無し植物模様） 一

M1－30BA 縞，格子模様 M1－3E 合成樹脂地（動物模様） 一

M1－30BA 縞，格子模様 M1－3F 合成樹脂地（器物模様） 一

M1－30BA 縞，格子模様 M1－3G 合成樹脂地（混合模様） 一

M1－30BA 縞，格子模様 M1－3H 合成樹脂地（抽象模様） 一

M1－30BA 縞，格子模様 M1－3J 合成樹脂地（縞模様） 全

M1－30BA 縞，格子模様 M1－3K 合成樹脂地（格子模様） 全

M1－30C 凹凸有り M1－3 合成樹脂地 一

M1－30C 凹凸有り M1－3A 合成樹脂地（花模様） 一

M1－30C 凹凸有り M1－3B 合成樹脂地（花縞模様） 一

M1－30C 凹凸有り M1－3C 合成樹脂地（花格子模様） 一

M1－30C 凹凸有り M1－3D 合成樹脂地（花無し植物模様） 一

M1－30C 凹凸有り M1－3E 合成樹脂地（動物模様） 一

M1－30C 凹凸有り M1－3F 合成樹脂地（器物模様） 一

M1－30C 凹凸有り M1－3G 合成樹脂地（混合模様） 一

M1－30C 凹凸有り M1－3H 合成樹脂地（抽象模様） 一

M1－30C 凹凸有り M1－3J 合成樹脂地（縞模様） 一

M1－30C 凹凸有り M1－3K 合成樹脂地（格子模様） 一

M1－30C 凹凸有り M1－3L 合成樹脂地（穴開き模様） 一

M1－30D 穴開き M1－3L 合成樹脂地（穴開き模様） 全

M1－40 板材 M1－4 板材 全

M1－40 板材 M1－4A 板材（花模様） 全

M1－40 板材 M1－4B 板材（花縞模様） 全

M1－40 板材 M1－4C 板材（花格子模様） 全

M1－40 板材 M1－4D 板材（花無し植物模様） 全

M1－40 板材 M1－4E 板材（動物模様） 全

M1－40 板材 M1－4F 板材（器物模様） 全

M1－40 板材 M1－4G 板材（混合模様） 全

M1－40 板材 M1－4H 板材（抽象模様） 全

M1－40 板材 M1－4J 板材（縞模様） 全

M1－40 板材 M1－4K 板材（格子模様） 全

M1－40 板材 M1－4L 板材（孔板） 全

M1－40 板材 M1－4LA 板材（格子板） 全

M1－40A その他の具象模様（ＡＡ，ＡＢ，ＡＣ以外） M1－4F 板材（器物模様） 全

M1－40A その他の具象模様（ＡＡ，ＡＢ，ＡＣ以外） M1－4G 板材（混合模様） 一

M1－40AA 花模様 M1－4A 板材（花模様） 全

M1－40AA 花模様 M1－4B 板材（花縞模様） 全

M1－40AA 花模様 M1－4C 板材（花格子模様） 全

M1－40AA 花模様 M1－4G 板材（混合模様） 一

M1－40AB 花無し植物模様 M1－4D 板材（花無し植物模様） 全

M1－40AB 花無し植物模様 M1－4G 板材（混合模様） 一

M1－40AC 動物模様 M1－4E 板材（動物模様） 全

M1－40AC 動物模様 M1－4G 板材（混合模様） 一

M1－40B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－4A 板材（花模様） 一

M1－40B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－4B 板材（花縞模様） 一

M1－40B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－4C 板材（花格子模様） 一

M1－40B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－4D 板材（花無し植物模様） 一

M1－40B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－4E 板材（動物模様） 一

M1－40B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－4F 板材（器物模様） 一

M1－40B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－4G 板材（混合模様） 一

M1－40B その他の抽象模様（ＢＡ以外） M1－4H 板材（抽象模様） 全

M1－40BA 縞，格子模様 M1－4A 板材（花模様） 一

M1－40BA 縞，格子模様 M1－4B 板材（花縞模様） 全

M1－40BA 縞，格子模様 M1－4C 板材（花格子模様） 全
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M1－40BA 縞，格子模様 M1－4D 板材（花無し植物模様） 一

M1－40BA 縞，格子模様 M1－4E 板材（動物模様） 一

M1－40BA 縞，格子模様 M1－4F 板材（器物模様） 一

M1－40BA 縞，格子模様 M1－4G 板材（混合模様） 一

M1－40BA 縞，格子模様 M1－4H 板材（抽象模様） 一

M1－40BA 縞，格子模様 M1－4J 板材（縞模様） 全

M1－40BA 縞，格子模様 M1－4K 板材（格子模様） 全

M1－40C 凹凸有り M1－4 板材 一

M1－40C 凹凸有り M1－4A 板材（花模様） 一

M1－40C 凹凸有り M1－4B 板材（花縞模様） 一

M1－40C 凹凸有り M1－4C 板材（花格子模様） 一

M1－40C 凹凸有り M1－4D 板材（花無し植物模様） 一

M1－40C 凹凸有り M1－4E 板材（動物模様） 一

M1－40C 凹凸有り M1－4F 板材（器物模様） 一

M1－40C 凹凸有り M1－4G 板材（混合模様） 一

M1－40C 凹凸有り M1－4H 板材（抽象模様） 一

M1－40C 凹凸有り M1－4J 板材（縞模様） 一

M1－40C 凹凸有り M1－4K 板材（格子模様） 一

M1－40C 凹凸有り M1－4L 板材（孔板） 一

M1－40C 凹凸有り M1－4LA 板材（格子板） 一

M1－40D 孔板型 M1－4L 板材（孔板） 全

M1－40E 格子板型 M1－4LA 板材（格子板） 全

M1－50 網地 M1－103 網地 全

M1－51 金網 M1－5 金網 全

M1－60 糸，ひも，ロープ等 M1－60 糸，ひも，ロープ等 全

M1－61 糸 M1－61 糸 全

M1－6200 ひも，テープ及びロープ M1－620 ひも及びテープ 全

M1－6200 ひも，テープ及びロープ M1－623 合成樹脂ひも，紙ひも及び構成樹脂テー 全

M1－6200 ひも，テープ及びロープ M1－623A 合成樹脂ひも，紙ひも及び構成樹脂テー
プ（管状）

全

M1－6200 ひも，テープ及びロープ M1－630 ロープ 一

M1－6200 ひも，テープ及びロープ M1－631 ワイヤーロープ 一

M1－621 織ひも及び編ひも M1－621 織ひも及び編ひも 全

M1－6220 組ひも M1－622 組ひも 全

M1－6220 組ひも M1－622A 組ひも（丸組み） 全

M1－6220 組ひも M1－622B 組ひも（平組み） 全

M1－6220 組ひも M1－630 ロープ 一

M1－6220 組ひも M1－631 ワイヤーロープ 一

M1－6220A 丸組み M1－622A 組ひも（丸組み） 一

M1－6220A 丸組み M1－630 ロープ 一

M1－6220A 丸組み M1－631 ワイヤーロープ 一

M1－6220B 平組み M1－622B 組ひも（平組み） 全

M1－700 鋼線及び棒鎖 M1－70 鋼線及び鎖 全

M1－700 鋼線及び棒鎖 M1－71 有刺鉄線 全

M1－720 鎖 M1－720 鎖 全

M1－7210 鎖素子 M1－721 鎖素子 全

M1－7210 鎖素子 M1－721A 鎖素子（変形） 全

M2－00 その他の配線，配管用管，管継ぎ手，バ
ルブ等

M2－0 その他の配管用管等 一

M2－00 その他の配線，配管用管，管継ぎ手，バ
ルブ等

M2－30 配管用管等 一

M2－300 配線・配管用管等 H2－4220 配線用保護管等 一

M2－300 配線・配管用管等 M2－30 配管用管等 一

M2－300 配線・配管用管等 M2－31 配管用管 一

M2－310 配線・配管用管 H2－4220 配線用保護管等 一
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M2－310 配線・配管用管 M2－30 配管用管等 一

M2－310 配線・配管用管 M2－31 配管用管 一

M2－310A 可撓性 H2－4220 配線用保護管等 一

M2－310A 可撓性 M2－31 配管用管 一

M2－320 ホース M2－32 ホース 全

M2－320 ホース M2－32A ホース（布製） 全

M2－33 配線・配管用管カバー等 H2－4220 配線用保護管等 一

M2－33 配線・配管用管カバー等 M2－31 ※保護管，鞘管 一

M2－33 配線・配管用管カバー等 M2－490 ※配管カバー 一

M2－33A 複数部材型 H2－4220 配線用保護管等 一

M2－33A 複数部材型 M2－490 ※配管カバー 一

M2－33B カバー型 H2－4220 配線用保護管等 一

M2－33B カバー型 M2－490 ※配管カバー 一

M2－33C 可撓型 H2－4220 配線用保護管等 一

M2－33C 可撓型 M2－490 ※配管カバー 一

M2－39 配線，配管用管等部品及び付属品 H2－4220 配線用保護管等 一

M2－39 配線，配管用管等部品及び付属品 H2－4229 配線用保護管等付属品 一

M2－39 配線・配管用管等部品及び付属品 M2－490 管継ぎ手等部品及び付属品 一

M2－400 管継ぎ手等 H2－4221 配線用保護管等接続具 一

M2－400 管継ぎ手等 H2－4221A 配線用保護管等接続具（円形） 一

M2－400 管継ぎ手等 H2－45 地中等用電線据付け具 全

M2－400 管継ぎ手等 L2－430 下水用会所升等 一

M2－400 管継ぎ手等 M2－40 管継ぎ手等 一

M2－400 管継ぎ手等 M2－410 管継ぎ手 一

M2－430 管継ぎ手及び会所升等 H2－4221 配線用保護管等接続具 一

M2－430 管継ぎ手及び会所升等 H2－4221A 配線用保護管等接続具（円形） 一

M2－430 管継ぎ手及び会所升等 L2－430 下水用会所升等 一

M2－430 管継ぎ手及び会所升等 M2－410 管継ぎ手 一

M2－431 雌雄一体型管継ぎ手 M2－410 管継ぎ手 一

M2－431 雌雄一体型管継ぎ手 M2－4110 二方管継ぎ手 一

M2－431 雌雄一体型管継ぎ手 M2－4113 直流管継ぎ手 一

M2－431 雌雄一体型管継ぎ手 M2－4113B 直流管継ぎ手（ホース差し込み型） 一

M2－432 枝管継ぎ手 H2－4221 配線用保護管等接続具 一

M2－432 枝管継ぎ手 H2－4221A 配線用保護管等接続具（円形） 一

M2－432 枝管継ぎ手 M2－4121 分岐サドル 全

M2－432 枝管継ぎ手 M2－4122 アウトレット 全

M2－433 ニ方管継ぎ手等 H2－4221 配線用保護管等接続具 一

M2－433 ニ方管継ぎ手等 H2－4221A 配線用保護管等接続具（円形） 一

M2－433 ニ方管継ぎ手等 L2－430 下水用会所升等 一

M2－433 ニ方管継ぎ手等 L2－431 下水用会所升 一

M2－433 ニ方管継ぎ手等 L2－431A 下水用会所升（円筒形） 一

M2－433 ニ方管継ぎ手等 L2－431B 下水用会所升（角筒形） 一

M2－433 ニ方管継ぎ手等 M2－410 管継ぎ手 一

M2－433 ニ方管継ぎ手等 M2－4110 二方管継ぎ手 一

M2－433 ニ方管継ぎ手等 M2－4111 伸縮可撓管継ぎ手 全

M2－433 ニ方管継ぎ手等 M2－4112 フランジ継ぎ手 全

M2－433 ニ方管継ぎ手等 M2－4113 直流管継ぎ手 一

M2－433 ニ方管継ぎ手等 M2－4113A 直流管継ぎ手（締付け型） 全

M2－433 ニ方管継ぎ手等 M2－4113B 直流管継ぎ手（ホース差し込み型） 一

M2－433 ニ方管継ぎ手等 M2－4113C 直流管継ぎ手（左右対称型） 全

M2－433 ニ方管継ぎ手等 M2－4113D 直流管継ぎ手（レジューサー型） 全

M2－433 ニ方管継ぎ手等 M2－4191 管継ぎ手用押しわ及び管継ぎ手用フラン 一

M2－433 ニ方管継ぎ手等 M2－4192 管継ぎ手用フランジ材 一

M2－433AA 嵌合継ぎ手 M2－4110 二方管継ぎ手 一
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M2－433AA 嵌合継ぎ手 M2－4113 直流管継ぎ手 一

M2－433AA 嵌合継ぎ手 M2－4113B 直流管継ぎ手（ホース差し込み型） 一

M2－433AB フランジ継ぎ手 H2－4221 配線用保護管等接続具 一

M2－433AB フランジ継ぎ手 H2－4221A 配線用保護管等接続具（円形） 一

M2－433AB フランジ継ぎ手 L2－430 下水用会所升等 一

M2－433AB フランジ継ぎ手 L2－431 下水用会所升 一

M2－433AB フランジ継ぎ手 L2－431A 下水用会所升（円筒形） 一

M2－433AB フランジ継ぎ手 L2－431B 下水用会所升（角筒形） 一

M2－433AB フランジ継ぎ手 M2－4112 フランジ継ぎ手 全

M2－433AB フランジ継ぎ手 M2－4191 管継ぎ手用押しわ及び管継ぎ手用フラン 一

M2－433AB フランジ継ぎ手 M2－4192 管継ぎ手用フランジ材 一

M2－433AC 締付け継ぎ手 H2－4221 配線用保護管等接続具 一

M2－433AC 締付け継ぎ手 H2－4221A 配線用保護管等接続具（円形） 一

M2－433AC 締付け継ぎ手 L2－430 下水用会所升等 一

M2－433AC 締付け継ぎ手 L2－431 下水用会所升 一

M2－433AC 締付け継ぎ手 L2－431A 下水用会所升（円筒形） 一

M2－433AC 締付け継ぎ手 L2－431B 下水用会所升（角筒形） 一

M2－433AC 締付け継ぎ手 M2－4113A 直流管継ぎ手（締付け型） 全

M2－433AD ホース継ぎ手 M2－4110 二方管継ぎ手 一

M2－433AD ホース継ぎ手 M2－4113B 直流管継ぎ手（ホース差し込み型） 全

M2－433B 固定支持具付き H2－4221 配線用保護管等接続具 一

M2－433B 固定支持具付き H2－4221A 配線用保護管等接続具（円形） 一

M2－433B 固定支持具付き M2－4110 二方管継ぎ手 一

M2－433B 固定支持具付き M2－4111 伸縮可撓管継ぎ手 一

M2－433B 固定支持具付き M2－4112 フランジ継ぎ手 一

M2－433B 固定支持具付き M2－4113 直流管継ぎ手 一

M2－433B 固定支持具付き M2－4113A 直流管継ぎ手（締付け型） 一

M2－433B 固定支持具付き M2－4113B 直流管継ぎ手（ホース差し込み型） 一

M2－433B 固定支持具付き M2－4113C 直流管継ぎ手（左右対称型） 一

M2－433B 固定支持具付き M2－4113D 直流管継ぎ手（レジューサー型） 一

M2－433C 曲がり型 H2－4221 配線用保護管等接続具 一

M2－433C 曲がり型 H2－4221A 配線用保護管等接続具（円形） 一

M2－433C 曲がり型 M2－4110 二方管継ぎ手 一

M2－433C 曲がり型 M2－4112 フランジ継ぎ手 一

M2－433D 升部有り L2－430 下水用会所升等 一

M2－433D 升部有り L2－431 下水用会所升 一

M2－433D 升部有り L2－431A 下水用会所升（円筒形） 一

M2－433D 升部有り L2－431B 下水用会所升（角筒形） 一

M2－433E 蓋付き L2－430 下水用会所升等 一

M2－433E 蓋付き L2－431 下水用会所升 一

M2－433E 蓋付き L2－431A 下水用会所升（円筒形） 一

M2－433E 蓋付き L2－431B 下水用会所升（角筒形） 一

M2－433E 蓋付き M2－4110 二方管継ぎ手 一

M2－433E 蓋付き M2－4111 伸縮可撓管継ぎ手 一

M2－433E 蓋付き M2－4112 フランジ継ぎ手 一

M2－433E 蓋付き M2－4113 直流管継ぎ手 一

M2－433E 蓋付き M2－4113A 直流管継ぎ手（締付け型） 一

M2－433E 蓋付き M2－4113B 直流管継ぎ手（ホース差し込み型） 一

M2－433E 蓋付き M2－4113C 直流管継ぎ手（左右対称型） 一

M2－433E 蓋付き M2－4113D 直流管継ぎ手（レジューサー型） 一

M2－433F 伸縮可撓型 H2－4221 配線用保護管等接続具 一

M2－433F 伸縮可撓型 H2－4221A 配線用保護管等接続具（円形） 一

M2－433F 伸縮可撓型 L2－430 下水用会所升等 一

M2－433F 伸縮可撓型 L2－431 下水用会所升 一
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M2－433F 伸縮可撓型 L2－431A 下水用会所升（円筒形） 一

M2－433F 伸縮可撓型 L2－431B 下水用会所升（角筒形） 一

M2－433F 伸縮可撓型 M2－4110 二方管継ぎ手 一

M2－433F 伸縮可撓型 M2－4111 伸縮可撓管継ぎ手 全

M2－433F 伸縮可撓型 M2－4112 フランジ継ぎ手 一

M2－433F 伸縮可撓型 M2－4113 直流管継ぎ手 一

M2－433F 伸縮可撓型 M2－4113B 直流管継ぎ手（ホース差し込み型） 一

M2－434 三方管継ぎ手等 H2－4221 配線用保護管等接続具 一

M2－434 三方管継ぎ手等 H2－4221A 配線用保護管等接続具（円形） 一

M2－434 三方管継ぎ手等 L2－430 下水用会所升等 一

M2－434 三方管継ぎ手等 L2－431 下水用会所升 一

M2－434 三方管継ぎ手等 L2－431A 下水用会所升（円筒形） 一

M2－434 三方管継ぎ手等 L2－431B 下水用会所升（角筒形） 一

M2－434 三方管継ぎ手等 M2－4120 三方管継ぎ手 全

M2－434 三方管継ぎ手等 M2－413 多方管継ぎ手 一

M2－434AA 嵌合継ぎ手 M2－4120 三方管継ぎ手 一

M2－434AB フランジ継ぎ手 L2－430 下水用会所升等 一

M2－434AB フランジ継ぎ手 L2－431 下水用会所升 一

M2－434AB フランジ継ぎ手 L2－431A 下水用会所升（円筒形） 一

M2－434AB フランジ継ぎ手 L2－431B 下水用会所升（角筒形） 一

M2－434AB フランジ継ぎ手 M2－4120 三方管継ぎ手 一

M2－434AC 締付け継ぎ手 H2－4221 配線用保護管等接続具 一

M2－434AC 締付け継ぎ手 H2－4221A 配線用保護管等接続具（円形） 一

M2－434AC 締付け継ぎ手 L2－430 下水用会所升等 一

M2－434AC 締付け継ぎ手 L2－431 下水用会所升 一

M2－434AC 締付け継ぎ手 L2－431A 下水用会所升（円筒形） 一

M2－434AC 締付け継ぎ手 L2－431B 下水用会所升（角筒形） 一

M2－434AC 締付け継ぎ手 M2－4120 三方管継ぎ手 一

M2－434AD ホース継ぎ手 M2－4120 三方管継ぎ手 一

M2－434B 固定支持具付き H2－4221 配線用保護管等接続具 一

M2－434B 固定支持具付き H2－4221A 配線用保護管等接続具（円形） 一

M2－434B 固定支持具付き L2－430 下水用会所升等 一

M2－434B 固定支持具付き L2－431 下水用会所升 一

M2－434B 固定支持具付き L2－431A 下水用会所升（円筒形） 一

M2－434B 固定支持具付き L2－431B 下水用会所升（角筒形） 一

M2－434B 固定支持具付き M2－4120 三方管継ぎ手 一

M2－434C 上部開口部有り曲がり型 L2－430 下水用会所升等 一

M2－434C 上部開口部有り曲がり型 L2－431 下水用会所升 一

M2－434C 上部開口部有り曲がり型 L2－431A 下水用会所升（円筒形） 一

M2－434C 上部開口部有り曲がり型 L2－431B 下水用会所升（角筒形） 一

M2－434C 上部開口部有り曲がり型 M2－4120 三方管継ぎ手 一

M2－434D 升部有り L2－430 下水用会所升等 一

M2－434D 升部有り L2－431 下水用会所升 一

M2－434D 升部有り L2－431A 下水用会所升（円筒形） 一

M2－434D 升部有り L2－431B 下水用会所升（角筒形） 一

M2－434E 蓋付き L2－430 下水用会所升等 一

M2－434E 蓋付き L2－431 下水用会所升 一

M2－434E 蓋付き L2－431A 下水用会所升（円筒形） 一

M2－434E 蓋付き L2－431B 下水用会所升（角筒形） 一

M2－434E 蓋付き M2－4120 三方管継ぎ手 一

M2－434E 蓋付き M2－413 多方管継ぎ手 一

M2－434F 伸縮可撓型 H2－4221 配線用保護管等接続具 一

M2－434F 伸縮可撓型 H2－4221A 配線用保護管等接続具（円形） 一

M2－434F 伸縮可撓型 L2－430 下水用会所升等 一
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M2－434F 伸縮可撓型 L2－431 下水用会所升 一

M2－434F 伸縮可撓型 L2－431A 下水用会所升（円筒形） 一

M2－434F 伸縮可撓型 L2－431B 下水用会所升（角筒形） 一

M2－434F 伸縮可撓型 M2－4120 三方管継ぎ手 一

M2－435 多方管継ぎ手等 H2－4221 配線用保護管等接続具 一

M2－435 多方管継ぎ手等 H2－4221A 配線用保護管等接続具（円形） 一

M2－435 多方管継ぎ手等 L2－430 下水用会所升等 一

M2－435 多方管継ぎ手等 L2－431 下水用会所升 一

M2－435 多方管継ぎ手等 L2－431A 下水用会所升（円筒形） 一

M2－435 多方管継ぎ手等 L2－431B 下水用会所升（角筒形） 一

M2－435 多方管継ぎ手等 M2－413 多方管継ぎ手 一

M2－435AA 嵌合継ぎ手 M2－413 多方管継ぎ手 一

M2－435AB フランジ継ぎ手 L2－430 下水用会所升等 一

M2－435AB フランジ継ぎ手 L2－431 下水用会所升 一

M2－435AB フランジ継ぎ手 L2－431A 下水用会所升（円筒形） 一

M2－435AB フランジ継ぎ手 L2－431B 下水用会所升（角筒形） 一

M2－435AB フランジ継ぎ手 M2－413 多方管継ぎ手 一

M2－435AC 締付け継ぎ手 H2－4221 配線用保護管等接続具 一

M2－435AC 締付け継ぎ手 H2－4221A 配線用保護管等接続具（円形） 一

M2－435AC 締付け継ぎ手 L2－430 下水用会所升等 一

M2－435AC 締付け継ぎ手 L2－431 下水用会所升 一

M2－435AC 締付け継ぎ手 L2－431A 下水用会所升（円筒形） 一

M2－435AC 締付け継ぎ手 L2－431B 下水用会所升（角筒形） 一

M2－435AC 締付け継ぎ手 M2－413 多方管継ぎ手 一

M2－435AD ホース継ぎ手 M2－413 多方管継ぎ手 一

M2－435B 固定支持具付き L2－430 下水用会所升等 一

M2－435B 固定支持具付き L2－431 下水用会所升 一

M2－435B 固定支持具付き L2－431A 下水用会所升（円筒形） 一

M2－435B 固定支持具付き L2－431B 下水用会所升（角筒形） 一

M2－435B 固定支持具付き M2－413 多方管継ぎ手 一

M2－435D 升部有り L2－430 下水用会所升等 一

M2－435D 升部有り L2－431 下水用会所升 一

M2－435D 升部有り L2－431A 下水用会所升（円筒形） 一

M2－435D 升部有り L2－431B 下水用会所升（角筒形） 一

M2－435E 蓋付き L2－430 下水用会所升等 一

M2－435E 蓋付き L2－431 下水用会所升 一

M2－435E 蓋付き L2－431A 下水用会所升（円筒形） 一

M2－435E 蓋付き L2－431B 下水用会所升（角筒形） 一

M2－435E 蓋付き M2－413 多方管継ぎ手 一

M2－435F 伸縮可撓型 H2－4221 配線用保護管等接続具 一

M2－435F 伸縮可撓型 H2－4221A 配線用保護管等接続具（円形） 一

M2－435F 伸縮可撓型 L2－430 下水用会所升等 一

M2－435F 伸縮可撓型 L2－431 下水用会所升 一

M2－435F 伸縮可撓型 L2－431A 下水用会所升（円筒形） 一

M2－435F 伸縮可撓型 L2－431B 下水用会所升（角筒形） 一

M2－435F 伸縮可撓型 M2－413 多方管継ぎ手 一

M2－440 配線，配管用管カバー等継ぎ手 H2－4221 配線保護カバー継ぎ手 一

M2－440 配線，配管用管カバー等継ぎ手 H2－4221A 配線保護カバー継ぎ手（円形） 一

M2－440 配線，配管用管カバー等継ぎ手 H2－4250 電線引き出し口 一

M2－440 配線・配管用管カバー等継ぎ手 M2－490 管継ぎ手等部品及び付属品 一

M2－440BA 壁取付け型 H2－4221 配線保護カバー継ぎ手 一

M2－440BA 壁取付け型 H2－4221A 配線保護カバー継ぎ手（円形） 一

M2－440BA 壁取付け型 H2－4250 電線引き出し口 一

M2－440BA 壁取付け型 M2－490 管継ぎ手等部品及び付属品 一
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M2－440BB 壁埋め込み型 H2－4221 配線保護カバー継ぎ手 一

M2－440BB 壁埋め込み型 H2－4221A 配線保護カバー継ぎ手（円形） 一

M2－440BB 壁埋め込み型 H2－4250 電線引き出し口 一

M2－440BB 壁埋め込み型 M2－490 管継ぎ手等部品及び付属品 一

M2－440C 伸縮可撓型 H2－4221 配線保護カバー継ぎ手 一

M2－440C 伸縮可撓型 H2－4221A 配線保護カバー継ぎ手（円形） 一

M2－440C 伸縮可撓型 M2－490 管継ぎ手等部品及び付属品 一

M2－440DA 曲がり型 H2－4221 配線保護カバー継ぎ手 一

M2－440DA 曲がり型 H2－4221A 配線保護カバー継ぎ手（円形） 一

M2－440DA 曲がり型 M2－490 管継ぎ手等部品及び付属品 一

M2－440DB 分岐型 H2－4221 電線管接続具 一

M2－440DB 分岐型 H2－4221A 配線保護カバー継ぎ手（円形） 一

M2－440DB 分岐型 M2－490 管継ぎ手等部品及び付属品 一

M2－449 配線・配管用管カバー等継ぎ手部品及び
付属品

M2－490 管継ぎ手等部品及び付属品 一

M2－4900 管継ぎ手等部品及び付属品 L2－4390 下水用会所升等部品 一

M2－4900 管継ぎ手等部品及び付属品 M2－4190 継ぎ手等部品 全

M2－4900 管継ぎ手等部品及び付属品 M2－490 管継ぎ手等部品及び付属品 一

M2－491 管継ぎ手用パッキング M2－491 管継ぎ手用パッキング 全

M2－492 管継ぎ手用押しわ及び管継ぎ手用フラン M2－4191 管継ぎ手用押しわ及び管継ぎ手用フラン 一

M2－492 管継ぎ手用押しわ及び管継ぎ手用フラン M2－4192 管継ぎ手用フランジ材 一

M2－493 ホース締付け具 M2－42 ホース締付け具 全

M2－5000 バルブ等 M2－500 バルブ等 一

M2－5000 バルブ等 M2－530 水栓 一

M2－5000 バルブ等 M2－540 トラップ 全

M2－5000 バルブ等 M2－541 蒸気トラップ 全

M2－5010 止め弁 M2－500 バルブ等 一

M2－5010 止め弁 M2－501 玉形弁 全

M2－5010 止め弁 M2－530 水栓 一

M2－5010A ストレート型 M2－500 バルブ等 一

M2－5010A ストレート型 M2－501 玉形弁 全

M2－5010A ストレート型 M2－530 水栓 一

M2－5010B アングル型 M2－500 バルブ等 一

M2－5010B アングル型 M2－530 水栓 一

M2－502 仕切弁 M2－502 仕切り弁 全

M2－503 逆止め弁 M2－503 逆止弁 全

M2－504 バタフライ弁 M2－504 ちょう形弁 全

M2－505 コック，ボール弁 M2－520 コック 全

M2－505 コック，ボール弁 M2－521 ガスコック 全

M2－505 コック，ボール弁 M2－530 水栓 一

M2－505A ストレート型 M2－520 コック 一

M2－505A ストレート型 M2－521 ガスコック 一

M2－505A ストレート型 M2－530 水栓 一

M2－505B アングル型 M2－521 ガスコック 一

M2－505C ガスソケット接続プラグ有り M2－521 ガスコック 一

M2－510 自動制御弁 M2－500 バルブ等 一

M2－510 自動制御弁 M2－51 電磁弁 全

M2－510A マニホールド型 M2－500 バルブ等 一

M2－510A マニホールド型 M2－51 電磁弁 一

M2－550 給水栓 M2－5310 給水栓 一

M2－550 給水栓 M2－5311 蛇口 全

M2－550 給水栓 M2－5312 押しカラン 全

M2－550 給水栓 M2－5313 湯水混合水栓 全

M2－550 給水栓 M2－5313A 湯水混合水栓（壁取付け型） 全
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M2－550AA 自動型 M2－5310 給水栓 一

M2－550AA 自動型 M2－5311 蛇口 一

M2－550AA 自動型 M2－5313 湯水混合水栓 一

M2－550AA 自動型 M2－5313A 湯水混合水栓（壁取付け型） 一

M2－550AB 台付き上ハンドル型 M2－5310 給水栓 一

M2－550AB 台付き上ハンドル型 M2－5311 蛇口 一

M2－550AB 台付き上ハンドル型 M2－5312 押しカラン 一

M2－550AB 台付き上ハンドル型 M2－5313 湯水混合水栓 一

M2－550AC 壁付き横ハンドル型 M2－5310 給水栓 一

M2－550AC 壁付き横ハンドル型 M2－5311 蛇口 一

M2－550AC 壁付き横ハンドル型 M2－5312 押しカラン 一

M2－550AC 壁付き横ハンドル型 M2－5313 湯水混合水栓 一

M2－550AC 壁付き横ハンドル型 M2－5313A 湯水混合水栓（壁取付け型） 一

M2－550AD 水栓本体埋め込み型 M2－5310 給水栓 一

M2－550AD 水栓本体埋め込み型 M2－5311 蛇口 一

M2－550AD 水栓本体埋め込み型 M2－5312 押しカラン 一

M2－550AD 水栓本体埋め込み型 M2－5313 湯水混合水栓 一

M2－550AD 水栓本体埋め込み型 M2－5313A 湯水混合水栓（壁取付け型） 一

M2－550B グースネック型 M2－5310 給水栓 一

M2－550B グースネック型 M2－5311 蛇口 一

M2－550B グースネック型 M2－5312 押しカラン 一

M2－550B グースネック型 M2－5313 湯水混合水栓 一

M2－550B グースネック型 M2－5313A 湯水混合水栓（壁取付け型） 一

M2－551 散水用ノズル J6－31 ※火災用スプリンクラー 一

M2－551 散水用ノズル M2－532 散水用ノズル 全

M2－551A ガン型 M2－532 散水用ノズル 一

M2－552 シャワーヘッド D5－35 浴室用シャワーヘッド 一

M2－552 シャワーヘッド M2－5310 ※シャワーヘッド 一

M2－56 洗浄弁等 D5－490 便所用設備具部品及び付属品 一

M2－56 洗浄弁等 M2－533 洗浄弁等 全

M2－5900 バルブ等部品及び付属品 D5－35 浴室用シャワーヘッド 一

M2－5900 バルブ等部品及び付属品 M2－590 バルブ等部品及び付属品 全

M2－5900 バルブ等部品及び付属品 M2－5910 バルブ等部品 一

M2－5900 バルブ等部品及び付属品 M2－5920 バルブ等付属品 一

M2－5911 バルブ用ハンドル M2－5911 バルブ用ハンドル 全

M2－5912 バルブ用弁体 M2－5912 バルブ用弁体 全

M2－5913 バルブ用弁箱 M2－5910 バルブ用部品 一

M2－5914 バルブ用キャップ，カバー M2－5910 バルブ用部品 一

M2－5914 バルブ用キャップ，カバー M2－5920 バルブ等付属品 一

M2－5915 バルブ用アクチュエータ M2－5920 バルブ等付属品 一

M2－5916 バルブ用固定具 M2－5920 バルブ等付属品 一

M2－5921 給水栓用整流器等 M2－5921 給水栓用整流器 全

M2－60 配線・配管用管支持具及び固定具 H2－421 電線支持架台等 一

M2－60 配線・配管用管支持具及び固定具 H2－4220 ※配線支持具 一

M2－60 配線・配管用管支持具及び固定具 H2－4261 配線用保護管等支持固定具 全

M2－60 配線・配管用管支持具及び固定具 M2－490 管継ぎ手等部品及び付属品 一

M2－60 配線・配管用管支持具及び固定具 M2－6 配線，配管支持具 一

M2－610 管等架設具 H2－421 電線支持架台等 一

M2－610 管等架設具 H2－4220 ※配線支持具 一

M2－610 管等架設具 M2－490 管継ぎ手等部品及び付属品 一

M2－610 管等架設具 M2－6 配線，配管支持具 一

M2－611 管等支持架台等 H2－421 電線支持架台等 一

M2－611 管等支持架台等 H2－4220 ※配線支持具 一

M2－611 管等支持架台等 M2－490 管継ぎ手等部品及び付属品 一
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M2－611 管等支持架台等 M2－6 配線，配管支持具 一

M2－612 管等支持架台用カバー等 H2－421 電線支持架台等 一

M2－612 管等支持架台用カバー等 H2－4220 ※配線支持具 一

M2－612 管等支持架台用カバー等 M2－490 管継ぎ手等部品及び付属品 一

M2－612 管等支持架台用カバー等 M2－6 配線，配管支持具 一

M2－613 管等支持架台用枠材 H2－421 電線支持架台等 一

M2－613 管等支持架台用枠材 M2－6 配管固定具 一

M2－614 管等支持架台用金具 H2－421 ※配線固定具 一

M2－614 管等支持架台用金具 M2－490 管継ぎ手等部品及び付属品 一

M2－614 管等支持架台用金具 M2－6 配管固定具 一

M2－614A 基本形状平板型 H2－421 ※配線固定具 一

M2－614A 基本形状平板型 M2－490 管継ぎ手等部品及び付属品 一

M2－614A 基本形状平板型 M2－6 配管固定具 一

M2－614B 基本形状折れ曲がり型（コの字，Ｌ字，Ｔ
字型）

H2－421 ※配線固定具 一

M2－614B 基本形状折れ曲がり型（コの字，Ｌ字，Ｔ
字型）

M2－490 管継ぎ手等部品及び付属品 一

M2－614B 基本形状折れ曲がり型（コの字，Ｌ字，Ｔ
字型）

M2－6 配管固定具 一

M2－614C ブラケット H2－421 ※配線固定具 一

M2－614C ブラケット M2－490 管継ぎ手等部品及び付属品 一

M2－614C ブラケット M2－6 配管固定具 一

M2－62 配線・配管用管止め具等 H2－421 ※配線固定具 一

M2－62 配線・配管用管止め具等 H2－4260 電線止め具等 全

M2－62 配線・配管用管止め具等 H2－4260A 電線止め具等（くぎ型） 全

M2－62 配線・配管用管止め具等 H2－442 電線つり下げ支持具又は電気ケーブルつ
り下げ支持具

一

M2－62 配線・配管用管止め具等 H2－46 電線結束具等 一

M2－62 配線・配管用管止め具等 H2－46A 電線結束具等（バンド型） 全

M2－62 配線・配管用管止め具等 M2－490 管継ぎ手等部品及び付属品 一

M2－62 配線・配管用管止め具等 M2－6 配管固定具 一

M2－62A 環状固定型 H2－421 ※配線固定具 一

M2－62A 環状固定型 H2－4260 電線止め具等 全

M2－62A 環状固定型 H2－442 電線つり下げ支持具又は電気ケーブルつ
り下げ支持具

一

M2－62A 環状固定型 H2－46 電線結束具等 一

M2－62A 環状固定型 M2－490 管継ぎ手等部品及び付属品 一

M2－62A 環状固定型 M2－6 配管固定具 一

M2－62B 吊り下げ型 H2－421 ※配線固定具 一

M2－62B 吊り下げ型 H2－442 電線つり下げ支持具又は電気ケーブルつ
り下げ支持具

一

M2－62B 吊り下げ型 M2－490 管継ぎ手等部品及び付属品 一

M2－62B 吊り下げ型 M2－6 配管固定具 一

M2－62C バンド型 H2－421 ※配線固定具 一

M2－62C バンド型 H2－4260 電線止め具等 一

M2－62C バンド型 H2－46A 電線結束具等（バンド型） 全

M2－62C バンド型 M2－490 管継ぎ手等部品及び付属品 一

M2－62C バンド型 M2－6 配管固定具 一

M2－69 配線・配管用管支持具及び固定具等部
品及び付属品

H2－421 ※配線固定具の部品付属品 一

M2－69 配線・配管用管支持具及び固定具等部
品及び付属品

M2－490 管継ぎ手等部品及び付属品 一

M2－69 配線・配管用管支持具及び固定具等部
品及び付属品

M2－6 配管固定具 一

M2－70 管端閉塞具及び管端保護具 H2－4229 配線用保護管等付属品 一

M2－70 管端閉塞具及び管端保護具 M2－7 管端閉塞具及び管端保護具 全

M2－80 排水口金具 L2－450 排水口金具 全
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M2－81 排水用トラップ L2－451 床排水用トラップ 全

M2－82 ルーフドレン L2－452 ルーフドレン 全

M2－83 排水栓 L2－453 排水栓 全

M2－84 排水口金具部品及び付属品 L2－459 排水口金具部品及び付属品 全

M3－000 その他のねじ，くぎ，開閉金物，係止具等 M2－2 条鋼等連結具 一

M3－000 その他のねじ，くぎ，開閉金物，係止具等 M3－00 その他のねじ，くぎ，開閉金物等 一

M3－01 ばね M3－01 つるまきばね 全

M3－02 吸着盤 M3－02 吸着盤 全

M3－03 ターンバックル M3－03 ターンバックル 全

M3－04 連結環 M2－2 条鋼等連結具 一

M3－04 連結環 M3－00 その他のねじ，くぎ，開閉金物等 一

M3－10 ねじ，くぎ等 M3－10 固着具ねじ，くぎ等 全

M3－110 ねじ等 M3－110 ねじ等 全

M3－1110 木ねじ M3－111 木ねじ 全

M3－1110 木ねじ M3－111A 木ねじ（フック型） 全

M3－1120 ボルト M3－112 ボルト 全

M3－1120 ボルト M3－112A ボルト（定形頭付き） 全

M3－1120 ボルト M3－112B ボルト（Ｕボルト型） 全

M3－1120 ボルト M3－112C ボルト（栓ボルト型） 全

M3－1120 ボルト M3－112D ボルト（合ボルト型） 全

M3－1120 ボルト M3－112E ボルト（複合嵌入型） 全

M3－1120A 先端拡張固定型 M3－112 ボルト 一

M3－1120A 先端拡張固定型 M3－112E ボルト（複合嵌入型） 全

M3－1130 ナット M3－113 ナット 全

M3－1130 ナット M3－113A ナット（筒型） 全

M3－1200 くぎ，リベット等 M3－120 くぎ，リベット等 一

M3－1200 くぎ，リベット等 M3－122 ジベル 全

M3－1210 くぎ M3－120 くぎ，リベット等 一

M3－1210 くぎ M3－121 くぎ 全

M3－1210 くぎ M3－121A くぎ（定形） 全

M3－1210 くぎ M3－121B くぎ（二又） 全

M3－1210 くぎ M3－121D くぎ（合いくぎ） 全

M3－1210A 二又型 M3－120 くぎ，リベット等 一

M3－1210A 二又型 M3－121 くぎ 一

M3－1210A 二又型 M3－121B くぎ（二又） 全

M3－1210B 合いくぎ型 M3－121D くぎ（合いくぎ） 全

M3－1230 リベット等 G2－2900 自動車部品及び付属品 一

M3－1230 リベット等 M3－123 リベット 全

M3－1230 リベット等 M3－123A リベット（単体型） 全

M3－1230 リベット等 M3－123E リベット（複合嵌入型） 全

M3－1230A 先端拡張固定型 G2－2900 自動車部品及び付属品 一

M3－1230A 先端拡張固定型 M3－123 リベット 一

M3－1230A 先端拡張固定型 M3－123A リベット（単体型） 一

M3－1230A 先端拡張固定型 M3－123E リベット（複合嵌入型） 一

M3－124 溶植スタッド M3－124 溶植スタッド 全

M3－125 くさび M3－125 くさび 全

M3－190 ねじ，くぎ等部品及び付属品 M3－190 ねじ，くぎ等部品及び付属品 全

M3－191 座金 M3－191 座金 全

M3－192 割ピン M3－192 割ピン 全

M3－193 ボルト用キャップ及びナット用キャップ M3－193 ボルト用キャップ及びナット用キャップ 全

M3－200 開閉金物 D2－930 家具扉等金物 一

M3－200 開閉金物 M3－20 開閉金物 全

M3－21 取手及び引手 M3－21 取手及び引手 全

M3－211 家具用取手及び引手 D2－9310 家具用錠，家具用取手等 一
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M3－211 家具用取手及び引手 D2－9311 家具用錠付き取手 全

M3－211 家具用取手及び引手 D2－9312 家具用取手及び家具用引手 全

M3－211 家具用取手及び引手 D2－9312A 家具用取手及び家具用引手（長取手型） 全

M3－211 家具用取手及び引手 D2－9312B 家具用取手及び家具用引手（つまみ型） 全

M3－211 家具用取手及び引手 D2－9312C 家具用取手及び家具用引手（下がり引手 全

M3－211 家具用取手及び引手 D2－9312D 家具用取手及び家具用引手（埋込み引
手型）

全

M3－211A レバーハンドル型 D2－9311 家具用錠付き取手 一

M3－211A レバーハンドル型 D2－9312 家具用取手及び家具用引手 一

M3－211B つまみ型 D2－9311 家具用錠付き取手 一

M3－211B つまみ型 D2－9312 家具用取手及び家具用引手 一

M3－211B つまみ型 D2－9312A 家具用取手及び家具用引手（長取手型） 一

M3－211B つまみ型 D2－9312B 家具用取手及び家具用引手（つまみ型） 全

M3－211B つまみ型 D2－9312C 家具用取手及び家具用引手（下がり引手 一

M3－211C 埋込み引手型 D2－9311 家具用錠付き取手 一

M3－211C 埋込み引手型 D2－9312 家具用取手及び家具用引手 一

M3－211C 埋込み引手型 D2－9312D 家具用取手及び家具用引手（埋込み引
手型）

全

M3－211D 長取手型 D2－9311 家具用錠付き取手 一

M3－211D 長取手型 D2－9312 家具用取手及び家具用引手 一

M3－211D 長取手型 D2－9312A 家具用取手及び家具用引手（長取手型） 全

M3－211E 錠付き D2－9311 家具用錠付き取手 一

M3－211E 錠付き D2－9312 家具用取手及び家具用引手 一

M3－211E 錠付き D2－9312B 家具用取手及び家具用引手（つまみ型） 一

M3－211E 錠付き D2－9312D 家具用取手及び家具用引手（埋込み引
手型）

一

M3－212 配電盤用取手及び引手 H2－593 配電盤用引手及び配電盤用錠 一

M3－212A レバーハンドル型 H2－593 配電盤用引手及び配電盤用錠 一

M3－213 建具用取手及び引手 L5－630 建具用錠，建具用取手等 全

M3－213 建具用取手及び引手 L5－631 建具用錠付き取手 全

M3－213 建具用取手及び引手 L5－632 建具用取手 全

M3－213 建具用取手及び引手 L5－632A 建具用取手（ドアノブ型） 全

M3－213 建具用取手及び引手 L5－632B 建具用取手（レバーハンドル型） 全

M3－213 建具用取手及び引手 L5－632C 建具用取手（埋込み引手型） 全

M3－213 建具用取手及び引手 L5－6333 建具用引き寄せハンドル錠 全

M3－213A レバーハンドル型 L5－631 建具用錠付き取手 一

M3－213A レバーハンドル型 L5－632 建具用取手 一

M3－213A レバーハンドル型 L5－632B 建具用取手（レバーハンドル型） 全

M3－213B ドアノブ型 L5－631 建具用錠付き取手 一

M3－213B ドアノブ型 L5－632 建具用取手 一

M3－213B ドアノブ型 L5－632A 建具用取手（ドアノブ型） 全

M3－213C 埋込み引手型 L5－631 建具用錠付き取手 一

M3－213C 埋込み引手型 L5－632 建具用取手 一

M3－213C 埋込み引手型 L5－632C 建具用取手（埋込み引手型） 全

M3－213D 長取手型 L5－631 建具用錠付き取手 一

M3－213D 長取手型 L5－632 建具用取手 一

M3－213E 錠付き L5－631 建具用錠付き取手 全

M3－213E 錠付き L5－632 建具用取手 一

M3－213E 錠付き L5－632A 建具用取手（ドアノブ型） 一

M3－213E 錠付き L5－632B 建具用取手（レバーハンドル型） 一

M3－213E 錠付き L5－632C 建具用取手（埋込み引手型） 一

M3－214 門扉用取手及び引手 L3－5191 門扉用錠及び門扉用取手 一

M3－214A レバーハンドル型 L3－5191 門扉用錠及び門扉用取手 一

M3－219 取手等部品及び付属品 L5－6392 建具用錠，建具用取手等付属品 全

M3－2200 錠等 M3－220 錠及び鍵材 一
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M3－2200 錠等 M3－222 ローラーキャッチ錠 全

M3－221 南京錠 M3－221 南きん錠 全

M3－224 家具用錠 D2－9310 家具用錠，家具用取手等 一

M3－224 家具用錠 D2－93130 家具用錠 全

M3－224 家具用錠 D2－93130A 家具用錠（止着具型） 全

M3－224 家具用錠 D2－93139 家具用錠部品及び付属品 一

M3－224A ラッチ及びキャッチ D2－93130 家具用錠 一

M3－224A ラッチ及びキャッチ D2－93130A 家具用錠（止着具型） 全

M3－225 配電盤用錠 H2－593 配電盤用引手及び配電盤用錠 一

M3－226 自動販売機用錠 J5－90 自動販売機及び自動サービス機部品及
び付属品

一

M3－227 建具用錠 L5－6330 建具用錠等 全

M3－227 建具用錠 L5－6331 建具用錠 全

M3－227 建具用錠 L5－6331A 建具用錠（掛け錠型） 全

M3－227 建具用錠 L5－6332 建具用クレセント錠 一

M3－227 建具用錠 L5－6334 ドアチェーン錠 全

M3－227A 建具用クレセント錠 L5－6330 建具用錠等 一

M3－227A 建具用クレセント錠 L5－6331 建具用錠 一

M3－227A 建具用クレセント錠 L5－6331A 建具用錠（掛け錠型） 一

M3－227A 建具用クレセント錠 L5－6332 建具用クレセント錠 一

M3－227B ドアチェーン錠 L5－6331 建具用錠 一

M3－227B ドアチェーン錠 L5－6331A 建具用錠（掛け錠型） 一

M3－227B ドアチェーン錠 L5－6334 ドアチェーン錠 全

M3－228 門扉用錠 L3－5191 門扉用錠及び門扉用取手 一

M3－230 ちょうつがい D2－932 家具用ちょうつがい 全

M3－230 ちょうつがい H2－594 配電盤用ちょうつがい 全

M3－230 ちょうつがい L3－5192 門扉用ちょうつがい 全

M3－230 ちょうつがい L5－64 建具用ちょうつがい 全

M3－230 ちょうつがい M3－23 ちょうつがい 全

M3－24 アーム等 D2－930 家具扉等金物 一

M3－24 アーム等 L5－610 ドアクローザー 全

M3－24 アーム等 L5－619 ドアクローザー部品及び付属品 全

M3－24A 開閉調節機構有り L5－610 ドアクローザー 一

M3－25 座板 D2－93139 家具用錠部品及び付属品 一

M3－25 座板 D2－93140 家具用座板 全

M3－25 座板 L5－6332 建具用クレセント錠 一

M3－25 座板 L5－634 建具用座板 全

M3－25 座板 L5－6391 建具用錠，建具用取手等部品 一

M3－26 飾り金具等 D2－93139 家具用錠部品及び付属品 一

M3－26 飾り金具等 D2－93141 家具用前飾り 全

M3－26 飾り金具等 D2－9315 家具用飾り金具 全

M3－26 飾り金具等 L5－635 建具用飾り金具 全

M3－26 飾り金具等 L5－6390 建具用錠，建具用取手等部品及び付属 全

M3－26 飾り金具等 L5－6391 建具用錠，建具用取手等部品 一

M3－27 鍵材 M3－220 錠及び鍵材 一

M3－27 鍵材 M3－223 鍵材 全

M3－30 キャスター等 M3－30 支持脚及びキャスター（キャスター） 全

M3－320 キャスター M3－320 キャスター 全

M3－329 キャスター部品及び付属品 M3－329 キャスター部品及び付属品 全

N0－0 Ａ０～Ｍ３に属さないその他の物品 N0－0 Ａ０～Ｍ３に属さないその他の物品 全




