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〔ケー〕                          〔ケー〕 

物品の名称          意匠分類の記号 物品の名称          意匠分類の記号 

 

〔け〕 

 

＊＊ケーキ……………………………A1-15～15G 

ケーキ飾具………………………A1-19 

＊ ケーキターナー…………………C6-214 

ケーキの焼型……………………C6-233 

ケーキ用置き台…………………C5-440 

＊ ケーキ用飾り具…………………A1-19 

ケーキ用装飾具…………………A1-19 

ケーキ用ろうそく立て…………D3-25B 

＊ ケーキラック……………………C5-440 

ケーシング 

  圧縮機用 

   ケーシング………………K8-690 

  遠心送風機用 

   ケーシング………………K8-790 

  ポンプ用 

   ケーシング………………K8-592 

ケース 

  アイロン用ケース…………C3-819 

  アタッシュケース…………B4-1F 

  印判ケース…………………F2-7221 

  置物ケース…………………C2-191 

  音響用 

   増幅器ケース……………H4-459 

  温蔵ショーケース…………F5-230、 

F5-232～232A 

  懐中電灯用 

   保護ケース………………D3-519 

  替え芯ケース………………F2-7420 

  カフスボタン 

   ケース……………………C0-112 

  鎌用ケース…………………K3-169 

  カメラケース………………J3-38 

  カメラ用 

   三脚ケース………………J3-38 

  カメラ用閃光器 

   ケース……………………J3-38 

  カメラ用フィルタ 

      ーケース…………………J3-38 

  カメラ用 

   メンズケース……………J3-38 

  カメラ用 

   露出計ケース……………J3-38 

  乾電池用ケース……………H1-891 

  キーケース…………………B3-01 

  ギターケース………………E4-91 

  クリーナー付 

   コンタクトレン 

   ズケース…………………B3-691 

  携帯用電灯用 

   保護ケース………………D3-529 

  鍵盤付吹奏楽器用 

   ケース……………………E4-91 

  コインケース………………B3-01 

  コンタクトレンズ 

   ケース……………………B3-691 

  三角定規ケース……………F2-7431 

  シガレットケース…………B6-20A 

  三味線用ケース……………E4-91 

  ショーケース………………F5-220～220B 

  商品陳列ケース……………F5-220～220B 

  食品収納ケース……………C5-324～324A 

  自転車用チェーン 

   ケース……………………G2-4914 

  人工透析用 

   透析ケース………………J7-46 

  スーツケース………………B4-1DA 

  スキー用ケース……………E3-4119 

  製図用具ケース……………F2-7430 

  製図用定規ケース…………F2-7431 

  そろばんケース……………F2-740 

  タイプライタ用 

   活字収納ケース…………J4-19 

  タオル供給ケース…………C4-24 

  蓄電池用ケース……………H1-891 

  注射器ケース………………J7-24 

  釣り竿ケース………………K2-7 

  釣り針ケース………………K2-7 

  テープマガジン 

   収納ケース………………H4-4194 

  テープリール 

   収納ケース………………H4-4194 

  手帳ケース…………………F3-2921 

  電気かみそり用 

   ケース……………………B7-2392 

  電気ギター用 

   ケース……………………E4-91 

  電気掃除機用 

   ケース……………………C3-419 

  電鈴用ケース………………H4-129 

  人形ケース…………………C2-191 

  ハーモニカ 

   ケース……………………E4-91 

  ブックケース………………F3-2921 



 109

〔ケー〕                          〔ケー〕 

物品の名称          意匠分類の記号 物品の名称          意匠分類の記号 

  プライヤーケース…………K1-52 

  ヘアーカーラー 

     収納ケース………………B7-339 

  ヘアードライヤー用 

   ケース……………………B7-3490 

  望遠鏡ケース………………J3-19 

  ミシン用ケース……………K5-5395 

  ミシン用 

   ボビンケース……………K5-2396 

  眼鏡ケース…………………B3-691 

  眼鏡レンズ 

   清掃紙ケース……………C4-24 

  指輪ケース…………………C0-112 

  ライター用ケース…………B6-490 

  ラジオ受信機用 

   ケース……………………H3-719 

  猟銃用ケース………………E3-041 

  冷蔵オープン 

   ショーケース……………F5-231B、F5-231E 

  冷蔵ショーケース…………F5-231～231A、 

F5-231C～DB、 

F5-231F 

ケース付き鍵……………………M3-223 

ケース付事務用 

 カッター………………………K1-120 

＊ ケース付きたわし………………C3-222 

ケース付きナイフ………………K1-110B 

ケース付はさみ…………………K1-132 

ケース付洋はさみ………………K1-130 

＊＊ケーソン…………………………L2-213 

ケーソン用つり筋………………L4-122 

ケーブル…………………………H1-110～110A 

ケーブル 

  自転車用 

   キャリパーブレ 

   ーキケーブル……………G2-4955 

  光ファイバー 

   ケーブル…………………H1-10 

ケーブル受具……………………H12-4260～4260A 

ケーブル延線用 

 ローラー………………………H2-410 

ケーブル繰出し車………………G2-230 

ケーブルクレーン………………G2-210 

ケーブル索引具 

電線管用 

 ケーブル索引具………………H2-410 

ケーブル施設作業車……………G2-230 

 

ケーブル収容孔付き 

 側溝用ブロック………………L2-410～411、 

L2-411D、L2-412、 

L2-412B 

ケーブル収納部付き 

 側溝用ブロック………………L2-410、L2-412 

ケーブル収容孔付き 

 水路用ブロック………………L2-410 

ケーブル収容孔付き 

 側溝の分岐升本体 

 用ブロック……………………L2-410 

ケーブル収容孔付き 

 側溝の分岐升…………………L2-410 

ケーブル収容孔付き 

 側溝の分岐桝用 

 ブロック………………………L2-410 

ケーブル収容孔付き 

 側溝用集水桝…………………L2-430 

ケーブル収容孔付き 

 側溝用ブロックの 

 分岐桝…………………………L2-430 

ケーブル収容孔付き 

 側溝用ブロックの 

 接続部…………………………L2-430 

ケーブル収容孔付き 

 側溝用分岐桝…………………L2-431 

ケーブル収容孔付き 

 歩車道境界用 

 ブロック………………………L2-5211 

ケーブル収容側溝用 

 ブロック………………………L2-410 

ケーブル収容部付 

 排水管…………………………l2-411 

ケーブル接続用 

 保護スリーブ…………………H1-311 

＊ ケーブル切断はさみ……………K1-220A 

ケーブル端末保護具……………H1-222 

ケーブルダクト…………………H2-4220 

ケーブル地中埋設用 

 ブロック………………………L2-410 

ケーブル吊架支持具……………H2-422～422A 

ケーブルテレビ放送用 

 選局機…………………………H3-720 

ケーブルトラフ受具……………H2-4260 

＊＊ケーブルドラム…………………H2-411 

ケーブルドラム用 

 スタンド………………………H2-411 
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ケーブル配管用 

 ブロック………………………L2-411D 

ケーブル配管用 

 ブロック蓋……………………L2-442 

＊＊ケーブルハンガー………………H2-442 

ケーブル引下げ用碍子…………H1-210 

＊ ケーブル被覆部 

 剥離カッター…………………K1-227 

ケーブル布設構造物の 

 耐爆用内蓋……………………L2-442 

ケーブルベンダー………………K1-241 

ケーブル保護カバー……………H1-221 

ケーブル保護管用 

 管端保護キャップ……………H2-4229 

ケーブル保護用ダクト…………H2-4220 

ケーブル埋設管…………………L2-411A 

ケーブル埋設用 

 ブロック………………………L2-410 

ケーブル用外被切開具…………K1-227 

ケーブル用側溝…………………L2-411D 

ケーブル用側溝の 

 継ぎ手…………………………L2-411 

ケーブル用端末保護具…………H1-222 

ケーブル撚り返し具……………K1-200 

＊ ケーブルラダートレイ…………H2-421 

＊ ケーブルラック…………………H2-421 

ケーブルラック用 

 接続金具………………………H2-421 

ケーブルラック用セパ 

 レーター固定金具……………H2-421 

ケーブルラック用セパ 

 レーター継ぎ金具……………H2-421 

ケーブルラック用 

 連結具…………………………H2-421 

ケープ……………………………B1-33 

ケープ 

  メーキャップ 

   ケープ……………………B1-33 

  理容用ケープ………………B1-33 

ゲーム用駒………………………E2-22 

＊ 経緯儀……………………………J1-611 

経緯儀 

  測距経緯儀…………………J1-611 

警音器の発音体…………………H4-129 

＊ 計器用記録ペン…………………J1-91 

＊ 計器用支持台……………………J1-94 

＊ 計器用指示針……………………J1-91 

＊ 計器用取付け台…………………J1-94 

＊＊計器用変圧器……………………H2-222 

計器用変圧変流器………………H2-222 

計器用変流器……………………H2-222 

蛍光管……………………………D3-121 

蛍光管用ソケット………………H1-3442 

蛍光灯器具用 

 防水ソケット…………………H1-3442 

蛍光灯支持具……………………D3-31921 

＊ 蛍光灯スタンド…………………D2-332、 

D3-332B～332E 

蛍光灯スタンド 

  鉛筆削り付き 

   蛍光灯スタンド…………D3-331 

  時計付き 

   蛍光灯スタンド…………D3-331 

蛍光灯スタンド用笠……………D3-3391 

蛍光灯付机上用本立て…………F2-73140 

＊ 蛍光灯付き本立て………………F2-73140 

蛍光灯用遮光板…………………D3-3391 

蛍光灯用瞬時スタータ…………D3-123 

蛍光灯用ソケット………………H1-3442 

蛍光灯用反射板…………………D3-911 

蛍光分析用 

 エックス線管…………………H0-10 

蛍光放電管………………………D3-121 

携行用ブック鋏み………………F2-7440 

＊＊蛍光ランプ………………………D3-121 

蛍光ランプ用口金………………D3-129 

蛍光ランプ用 

 瞬時スターター………………D3-123 

＊ 蛍光ランプ用ソケット…………H1-3442 

警告灯……………………………J6-40 

警告灯 

  回転警告灯…………………J6-43 

警告灯用グローブ………………J6-49 

係合金具 

  衣服用係合金具……………B9-130C 

＊＊計算おもちゃ……………………E1-663 

計算学習器………………………F1-222 

計算機 

  卓上電子計算機……………J4-50、52A～53A 

  テープレコード付 

   卓上電子計算機…………J4-54 

  電子計算機…………………H5-1～2BA、 

H5-40～43B 

計算機おもちゃ…………………E1-663 

計算機付腕時計本体……………J2-30～30C 

計算機付腕時計…………………J2-30～30C 
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計算機付き 

 蛍光灯スタンド………………D3-331 

計算機付き 

電気スタンド……………………D3-331 

計算機付ラジオ受信機…………J4-54 

計算具 

  手動計算具…………………F2-50 

＊＊計算尺……………………………F2-52 

＊＊計算尺付きそろばん……………F2-510 

＊ 計算尺用カーソル………………F2-52 

＊ 計算練習器………………………F1-222 

型材切断工具……………………K1-220A 

＊ 係止具……………………………M3-00 

係止具 

  建具用係止具………………L5-95 

＊ 傾斜計……………………………J1-610 

傾斜護岸用消波 

 ブロック………………………L2-2241 

傾斜地用階段部材………………L2-220 

傾斜地用観覧席 

 ブロック………………………L2-2240B 

傾斜壁面取付け用 

 換気ユニット…………………L4-2110 

傾斜ボール盤……………………K7-112 

軽車両用車輪……………………G2-9110 

軽車両用ホイール………………G2-9110 

＊＊掲示板……………………………F2-422 

掲示板 

  電光掲示板…………………F5-10～10B 

＊ 掲示板付き黒板…………………F2-420 

計数器……………………………J1-44 

掲示用図表はさみ………………F2-630 

計数機 

  貨幣計数機…………………J4-41 

  ガイガー計数器……………J1-54 

  紙幣計数機…………………J4-41 

  自動販売機用 

   貨幣計数機………………J5-91 

形成器 

  音像形成器…………………H4-160 

＊＊けい船岸用防舷材………………G3-94 

計測器 

  骨盤計測器…………………J7-35 

  尿道口計測器………………J7-35 

＊ 計測器用演算器…………………J1-450 

＊ 計測器用信号発生器……………J1-450 

＊＊計測器用増幅器…………………J1-450 

計測器用データ記録器…………H5-450～450B 

＊ 計測器用発振器…………………J1-450 

＊ 計測器用標準器…………………J1-450 

＊ 計測器用変換器…………………J1-450 

計測器用記録計…………………J1-46 

計測用産業用ロボット…………K0-020 

計測用信号発生器………………J1-450 

携帯型漏電検査機………………H0-20 

携帯草刈機用ハンドル…………K3-190 

携帯具 

  書道用具携帯具……………F2-741 

  書類携帯具…………………F2-7441 

  事務用品携帯具……………F2-740 

携帯研削機用作業台付 

 集塵機…………………………K7-91 

携帯コンロ………………………C6-442B 

携帯電気のこぎり用 

 ベンチスタンド………………K1-3150 

携帯電灯…………………………D3-511～521B 

＊ 携帯電灯用ケース………………D3-529 

携帯電灯用保護ケース…………D3-529 

＊ 携帯電灯用ホルダー……………D3-529、D3-519 

＊ 携帯電鈴用受信器………………H3-60 

＊ 携帯電鈴用送信器………………H3-60 

携帯電鈴用送受信器……………H3-60 

＊＊携帯電話機………………………H3-30 

携帯電話機用 

 電池ケース……………………H1-891 

＊ 携帯動力工具用 

 回転ワイヤーブラシ…………K1-415 

携帯時計…………………………J2-20A～20C 

J2-20A、J2-20B 

携帯時計側………………………J2-29 

＊ 携帯時計用側……………………J2-29 

携帯時計用針……………………J2-94 

携帯鋸……………………………K1-2130 

携帯発電機用 

 防音カバー……………………H2-19 

形態変化ロボット玩具…………E1-310D 

携帯無線機………………………H3-614 

携帯無線受信機…………………H3-614 

携帯無線通信機…………………H3-614 

携帯無線電話機…………………H3-30 

携帯無線呼び出し機……………H3-60 

携帯用圧縮機……………………K8-60 

携帯用衣類収納バッグ…………B4-1 

携帯用印字具……………………F2-220 

＊＊携帯用 

 エアーグラインダー…………K1-321A～321B 

 



 112

〔ケイ〕                          〔ケイ〕 

物品の名称          意匠分類の記号 物品の名称          意匠分類の記号 

＊＊携帯用エアーサンダー…………K1-322 

携帯用エアーソー………………K1-3154 

＊＊携帯用 

 エアードライバー……………K1-331 

携帯用エアードリル……………K1-3140 

＊＊携帯用エアーレンチ……………K1-332 

携帯用液晶テレビ付 

 ビデオカセットレ 

 コーダ…………………………H4-3452 

携帯用液体補給ポンプ…………K8-513 

携帯用液肥混合散布器…………K3-121 

携帯用 

 エンジンチェンソー…………K1-3155 

＊ 携帯用オイルランプ……………D3-220 

携帯用折りたたみのこ 

 ぎりの柄………………………K1-2130 

携帯用海綿入れ…………………F2-7201 

携帯用鏡…………………………B7-41 

携帯用拡声器……………………H4-133 

携帯用ガスコンロ………………C6-442B 

＊ 携帯用ガス灯……………………D3-23 

携帯用 

 岩盤被破壊試験機……………J1-512 

携帯用空気入れ…………………K8-50 

携帯用空気釘打機………………K1-34 

携帯用空気式 

 うろこ取り機…………………K1-310 

＊ 携帯用空気動帯のこ……………K1-3153 

＊ 携帯用 

 空気動くぎ打ち機……………K1-34 

＊ 携帯用空気動切断機……………K1-311 

＊ 携帯用空気動 

 電線接続子圧着機……………K1-36 

携帯用 

 空気動ドライバー……………K1-331 

＊ 携帯用空気動面取り機…………K1-310 

携帯用空気動力切断機…………K1-311 

携帯用空気動レンチ……………K1-332 

＊＊携帯用空気ドリル………………K1-3140 

携帯用靴磨き機…………………C3-11 

携帯用グラインダー……………K1-321 

＊ 携帯用蛍光灯……………………D3-53 

携帯用化粧品入れ………………B7-010 

携帯用研磨機……………………K1-322 

携帯用工具箱……………………K1-53 

＊ 携帯用腰掛け……………………D2-13AA 

＊ 携帯用小物入れ…………………B4-1～1A、B4-1B、 

B4-1C、B4-1D、B4-1E

携帯用コンクリート 

 カッター………………………K1-310 

携帯用こんろ……………………C6-442B 

携帯用作業機の電動機…………K8-21A 

携帯用 

 シガレットケース……………B6-20A 

携帯用シャベル…………………K3-163 

携帯用手動ポンプ………………K3-131 

携帯用食品収納ケース…………C5-3250 

携帯用書類入れ…………………F2-7441 

＊ 携帯用書類袋……………………F2-7441 

携帯用真空度監視器……………J1-43 

携帯用信号灯……………………D3-512、D3-522 

携帯用震動ハサミ………………K1-135 

携帯用磁器ドリルの 

 スタンド用電磁石……………K1-3149 

携帯用磁器ドリルの 

 スタンド………………………K1-3149 

携帯用磁器ドリルの 

 スタンド用電磁石……………K1-3149 

携帯用軸流ポンプ………………K8-521 

携帯用時差早見盤………………F2-531 

携帯用自動車カバー……………G2-2901 

携帯用浄水器……………………K6-121、K6-121A 

携帯用除草機……………………K3-1430D 

携帯用除草機の 

 燃料タンク……………………K8-294 

携帯用除草機の 

 ハンドル………………………K3-190 

携帯用水中遠心ポンプ…………K8-522 

＊ 携帯用水道管穿孔機……………K1-3140 

携帯用水濾過器…………………K6-121 

携帯用 

 スピーカーボックス…………H4-131B 

携帯用石油ランプ………………D3-220 

携帯用石油こんろ………………C6-442B 

携帯用切断機……………………K1-311、K1-315D 

携帯用穿孔機……………………K7-112 

携帯用剪定機……………………K3-1430、K3-1430C、

K3-1430F 

携帯用扇風機……………………D4-41～41H 

携帯用掃除機……………………C3-410E 

携帯用送風機……………………K8-70 

携帯用帯のこ機…………………K1-3153 

＊ 携帯用卓上ドリル盤……………K1-3141 

＊ 携帯用たばこ入れ………………B6-20A 

携帯用たばこ吸殻入れ…………B6-30C 

携帯用たばこ灰受け……………B6-30C 
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＊＊携帯用チェーンソー……………K1-3155 

携帯用蓄電池……………………H1-82 

携帯用帳簿入れ…………………F2-7441 

携帯用通信機……………………H3-614 

携帯用釣り足場…………………K2-01 

携帯用テーブル…………………D2-30、D2-310 

＊ 携帯用天井穿孔機………………K1-3140 

携帯用点滅信号灯………………J6-40 

＊ 携帯用電気 

 インパクトレンチ……………K1-332 

＊ 携帯用電気帯のこ………………K1-3153 

携帯用電気カッター……………K1-311、K1-3151 

＊＊携帯用電気かんな………………K1-312 

＊ 携帯用電気くぎ打ち機…………K1-34 

＊＊携帯用電気 

 グラインダー…………………K1-321～321B 

携帯用電気研摩機………………K1-320 

携帯用電気研磨機………………K1-322 

＊＊携帯用電気サンダー……………K1-322 

＊ 携帯用電気サンダーの 

 研磨紙…………………………K1-414 

＊ 携帯用電気 

 衝撃機のたがね………………K1-4081 

＊＊携帯用電気ジグソー……………K1-3154 

＊ 携帯用電気 

 ジグソーの刃…………………K1-423 

＊ 携帯用電気 

 ステープル打込み機…………K1-34 

携帯用電気切断機………………K1-311、K1-3151 

＊ 携帯用電気線材結束機…………K1-30 

携帯用電気ソー…………………K1-3151 

＊ 携帯用電気掃除機………………C3-410E 

＊ 携帯用電気たがね………………K1-35 

携帯用電気チェンソー…………K1-3155 

＊ 携帯用電気蓄音機………………H4-210A 

携帯用電気ディスク 

 グラインダー…………………K1-321A 

＊ 携帯用電気 

 電線巻き付け機………………K1-30 

＊＊携帯用電気ドライバー…………K1-331 

携帯用電気 

 ドライバー本体………………K1-331 

＊＊携帯用電気ドリル………………K1-3140～3140B 

携帯用電気 

 ドリル機本体…………………K1-3140 

携帯用電気ドリル 

 スタンド用電磁石……………K1-3149 

 

携帯用電気ドリル 

 スタンド………………………K1-3149 

＊ 携帯用電気ドリルの 

 スタンド………………………K1-3149 

＊ 携帯用電気ドリルの 

 スタンド用電磁石……………K1-3149 

携帯用電気ニッパー……………K1-311 

＊＊携帯用電気ニブラー……………K1-311 

＊ 携帯用電気のこぎり……………K1-3150～3151、 

K1-3154 

＊ 携帯用電気ハンマー……………K1-34～35 

＊ 携帯用電気 

 ハンマードリル………………K1-35 

携帯用電気 

 ハンマードリル本体…………K1-34 

＊ 携帯用電気ベルト 

 研磨機…………………………K1-322 

＊ 携帯用電気 

 ポリッシャー…………………K1-323 

携帯用電気 

 ポリッシャー本体……………K1-323 

＊＊携帯用電気丸のこ………………K1-3151 

携帯用電気丸のこ機……………K1-3151 

携帯用電気丸のこの柄…………K1-39 

＊＊携帯用電気溝切り機……………K1-312、K1-3151 

携帯用電気面取機………………K1-321 

＊ 携帯用電気木彫機………………K1-310 

＊ 携帯用電気 

 らん外皮切開機………………K1-310 

＊ 携帯用電気 

 リベット打ち機………………K1-34 

＊ 携帯用電気ルーター……………K1-313 

＊ 携帯用電気レンチ………………K1-332 

携帯用電子オルガン……………E4-60A、E4-60AB 

携帯用電子 

 オルガンおもちゃ……………E1-512 

携帯用電子ピアノ………………E4-60A、E4-60AB 

携帯用電線 

 押込切断工具…………………K1-261 

携帯用電動 

 インパクトレンチ……………K1-332 

携帯用電動往復圧縮機…………K8-611 

携帯用電動帯鋸…………………K1-3153 

携帯用電動鉋……………………K1-312 

携帯用電動釘打機………………K1-34 

携帯用電動 

 グラインダー…………………K1-321～321B 

携帯用電動研磨機………………K1-321 
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携帯用電動サンダー……………K1-322 

携帯用電動 

 衝撃機のたがね………………K1-4081 

携帯用電動ジグソー……………K1-3154 

携帯用電動 

 ステープル打込機……………K1-34 

携帯用電動切断機………………K1-311 

携帯用電動線材結束機…………K1-30 

携帯用電動たがね………………K1-35 

携帯用電動チェンソー…………K1-3155 

携帯用電動 

 電線巻付機……………………K1-30 

携帯用電動ドライバー…………K1-331 

携帯用電動ドリル………………K1-3140～3140B 

携帯用電動ドリル 

 スタンド用電磁石……………K1-3149 

携帯用電動ドリル 

 スタンド………………………K1-3149 

携帯用電動ドリルの 

 スタンド………………………K1-3149 

＊ 携帯用電動ドリルの 

 スタンド用電磁石……………K1-3149 

携帯用電動のこぎり……………K1-3150 

携帯用電動ハンマー……………K1-35 

携帯用電動 

 ハンマードリル………………K1-35 

携帯用電動ブラシ………………K1-320 

携帯用電動丸鋸…………………K1-3151 

携帯用電動溝切り機……………K1-3151 

携帯用電動面取機………………K1-321 

携帯用電動 

 リベット打ち機………………K1-34 

携帯用電動ルーター……………K1-313 

携帯用電動レンチ………………K1-332 

携帯用電流電圧抵抗計…………J1-43 

＊ 携帯用電話機……………………H3-30 

携帯用灯油バーナー……………K8-43 

＊ 携帯用灯油補給ポンプ…………K8-513 

携帯用灯油補給 

 ポンプ用ノズル………………K8-590 

携帯用動力 

 ジグソーの刃…………………K1-423 

携帯用動力 

 ポリッシャー…………………K1-323 

携帯用時計………………………J2-20 

携帯用内燃機関…………………K8-21A 

携帯用荷物運搬具………………G2-50 

＊ 携帯用把握石油ポンプ…………K8-513 

＊ 携帯用灰皿………………………B6-30C 

携帯用ハサミ……………………K1-131 

携帯用 

 バーコードリーダー…………H5-923 

携帯用バーナー…………………K8-43 

携帯用パイプカッター…………K1-311 

＊ 携帯用ビデ………………………C4-17 

携帯用ビデオカメラ……………H4-310 

＊ 携帯用ブザー……………………H4-1211 

携帯用ヘアーブラシ……………B7-320 

携帯用便器………………………C4-28 

携帯用便器マット………………D5-44 

携帯用便座敷紙…………………D5-44 

携帯用ほぞ取り機………………K7-23 

携帯用保冷バック………………C5-3251 

携帯用保冷ボックス……………C5-3251 

＊ 携帯用ボール盤…………………K1-3141 

携帯用ポンプ……………………K8-50 

携帯用麻雀台……………………E2-20 

＊＊携帯用魔法瓶……………………C5-315～315A 

携帯用ミシン……………………K5-231 

携帯用脈拍計……………………J7-30 

携帯用無線機……………………H3-614 

携帯用無線電話機………………H3-30 

携帯用メッキ機…………………K7-1210 

携帯用面取機……………………K1-310 

＊ 携帯用油圧鉄筋曲げ機…………K1-37 

＊ 携帯用油圧 

 パイプベンダー………………K1-37 

＊ 携帯用油圧プレス………………K1-36 

＊ 携帯用油圧棒鋼切断機…………K1-311 

携帯用ライター入れ……………B6-490 

携帯用ライト付 

 ラジオ受信機…………………H3-7110 

＊ 携帯用ラジオ受信機……………H3-710A～710AA 

携帯用走査型 

 電子顕微鏡……………………H0-23 

携帯用電気剪定機………………K3-1430F 

携帯用ライター…………………B6-43～43CD 

携帯用ライター…………………B6-43～43CD 

罫つき下敷………………………F2-121 

継電器 

  圧力継電器…………………H1-61～61C 

  温度継電器…………………H1-61～61C 

  限時継電器…………………H1-61～61C 

  電磁継電器…………………H1-61～61C 

  保護継電器…………………H1-61～61C 

継電器用ソケット………………H1-3444 
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＊＊毛糸………………………………M1-61 

毛糸編色物見本台紙……………F3-290 

毛糸通し器………………………C0-34 

畦畔の 

 法面刈用の刈払機……………K3-1430 

＊ 畦畔被覆板………………………L2-310 

畦畔ブロック……………………L2-311 

畦畔用コンクリート 

 ブロック………………………L2-311 

＊＊畦畔用板…………………………L2-310A 

＊ 畦畔用板材………………………L2-310A 

＊＊畦畔用ブロック…………………L2-311 

競馬運搬用自動車車体…………G2-2900 

競馬場用置柵……………………L3-530～530D 

競馬場用柵………………………L3-530～530D 

競馬用投票券……………………F3-3420 

軽飛行機用フロート……………G4-1 

鶏糞乾燥用乾燥機………………K3-14810 

鶏糞乾燥用管……………………K3-220 

鶏ふん発酵器……………………K3-220 

＊ 軽便かみそり……………………B7-221～221A 

軽便かみそり用 

 キャップ………………………B7-2290 

警報器……………………………G2-906、J6-30 

警報器 

  ガス漏れ警報器……………J6-30 

  自転車警報器………………G2-906 

  自動車用警報器……………G2-906 

  盗難警報器…………………J6-30 

  プロセス制御用 

   警報器……………………J1-451 

警報器用投受光器………………H1-554 

警報付き 

 車間距離表示器………………J1-311 

警報ブザー付 

 ラジオ受信機…………………H3-7110 

軽溝形鋼…………………………L4-10 

鶏卵選別機………………………K3-146 

＊ 計量おもちゃ……………………E1-670 

＊ 計量カップ………………………J1-251 

軽量気泡コンクリート 

 材用面取具……………………K1-210 

計量結束機………………………K0-62 

計量コップ………………………J1-251 

＊＊計量米びつ………………………C6-63 

計量米びつ 

  収納棚付 

   計量米びつ………………C6-63 

計量米びつ付き収納棚…………D2-5161 

計量米びつ付き 

 収納キャビネット……………D2-5161 

計量米びつ付き収納庫…………D2-5161 

計量米びつ付き 

 収納戸棚………………………D2-5161 

計量米びつ付き食器棚…………D2-5161 

＊ 計量米びつ付き整理棚…………D2-5161 

＊＊計量スプーン……………………J1-251 

計量装置用スプーン……………K6-70 

計量包装機………………………K0-60 

計量用スプーン…………………J1-251 

軽量気泡コンクリート 

 パネル敷設用取付 

 金具……………………………L4-3390 

競輪用投票券……………………F3-3420 

＊ 毛織機……………………………K5-131 

けがき定規………………………F2-310～310A 

けがき針…………………………K1-00 

＊ けがき用定盤……………………K7-194 

けがき用ブロック………………K7-194 

生垣用安全柵……………………L3-530C 

け込み板 

  階段用け込み板……………L4-031 

け込み板材 

  階段用け込み板材…………L4-031 

消印用印判………………………F2-221 

＊＊消しゴム…………………………F2-1221 

＊ 消しゴムホルダー………………F2-1229 

化粧鏡……………………………D2-631、D2-633～634

化粧鏡柵…………………………D2-634 

化粧金具 

  垂木化粧金具………………L4-2193 

化粧框材…………………………L4-2113 

化粧木口…………………………L4-2193 

化粧コンクリート 

 型枠用型………………………L1-310～311 

化粧棚……………………………D2-634 

化粧棚用取付け具………………D2-9142 

化粧台……………………………D2-631A 

化粧棚付き洗面台………………D5-21A 

化粧扉……………………………L5-12100 

化粧柱……………………………L4-4120 

化粧板接続具……………………L4-491 

＊ 化粧板付き樋……………………L4-231D 

＊ 化粧板付き樋材…………………L4-231D 

化粧パック用マスク……………B7-10 

化粧パネル連結用型材…………L4-3212 
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＊ 化粧品入れ………………………B7-010 

化粧品容器………………………B7-010 

化粧品用ケース…………………B7-010 

化粧縁材…………………………L4-410 

化粧保護マスク…………………B7-10 

化粧見切縁部材…………………L4-413 

＊ 化粧用鉛筆………………………B7-121 

化粧用眼保護具…………………B7-10 

＊ 化粧用顔面カバー………………B7-10 

化粧用具皿………………………B7-020 

化粧用コンパクト………………B7-011 

＊ 化粧用塗布具……………………B7-10 

＊ 化粧用はさみ……………………K1-130、K1-132 

化粧用パフ………………………B7-11 

化粧用パレット…………………B7-010 

化粧用フェイスカバー…………B7-10 

化粧用筆…………………………B7-120 

＊＊化粧用ブラシ……………………B7-120 

＊ 化粧用へら………………………B7-10 

＊ 化粧用マスク……………………B7-10 

化粧用洋鋏………………………K1-132 

化粧料収納ケース………………B7-010 

化粧料収納容器…………………B7-010 

化粧料容器………………………B7-010 

化粧用フェイスカバー…………B7-10 

削り器 

  鉛筆削り器…………………F2-1231 

  かつお節削り器……………C6-323 

氷削り器…………………………C6-325 

電動鉛筆削り器…………………F2-1232 

削り具 

  草削り具……………………K3-160 

削り盤 

  形削り盤……………………K7-115 

  たて削り盤…………………K7-115 

  歯車形削り盤………………K7-117 

  門形平削り盤………………K7-115 

＊ 削り節器…………………………C6-323 

手染め用ブラシ…………………B7-320 

＊＊桁…………………………………L4-110、L4-112 

桁 

  運搬パレット用桁…………G1-5191 

  建物用桁……………………L4-112 

  バルコニー用桁……………L4-020 

桁受け金物………………………L4-191C 

桁材………………………………L4-020、L4-112 

 

桁材 

  運搬パレット用 

   桁材………………………G1-5191 

  建物用桁材…………………L4-112 

  バルコニー用桁材…………L4-020 

桁補強材…………………………L4-112 

毛玉取り器………………………C3-10 

血管止血用クリップ……………J7-40 

決裁箱……………………………F2-7120 

結晶機……………………………K6-0 

結束機……………………………K0-62 

結束機 

  刈取り結束機………………K3-1430A 

  刈取り機用結束機…………K3-14390 

  携帯用 

   電動線材結束機…………K1-30 

  梱包用結束機………………K0-62 

  紙葉類結束機………………K0-62 

結束具 

  カーテン結束具……………C1-59 

  事務用結束具………………F2-621 

  スキー用ストック 

   結束具……………………E3-412 

   電線結束具………………H2-46～6A 

結束工具…………………………K0-62 

結束バンド 

  結束バンド…………………H2-46A 

＊ 結帯具……………………………B2-191 

血沈攪拌機………………………K6-70 

＊＊血圧計……………………………J7-331 

血圧計本体………………………J7-331 

血圧計用腕帯……………………J7-331 

血圧測定用腕帯…………………J7-331 

血液加温器………………………J7-40 

血液浄化器………………………J7-46 

血液透析器………………………J7-46 

血液透析器ケース………………J7-46 

血液透析用カニューレ…………J7-43 

血液透析用透析治療機…………J7-46 

血液透析用分離器………………J7-46 

血液フィルタ……………………J7-46 

血液濾過器………………………J7-46 

血管止血用クリップ……………J7-40 

結合器 

  データ通信用 

   音響結合器………………H3-25 

  方向性結合器………………H3-10 
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結束具 

  包装用結束具………………F4-922 

結露受材…………………………L5-100 

結露水用受樋……………………L4-231 

削り鋏み…………………………K1-132 

ケルト……………………………C5-310D～310E 

＊＊毛抜き……………………………C4-01 

けばら装飾材……………………L4-2113 

＊ 毛針………………………………K2-32A 

＊ けびき……………………………K1-200 

＊ 煙感知器…………………………H1-561 

煙発生器…………………………K6-0 

＊ 螻羽がわら………………………L4-2210、L6-112 

ケラバ化粧部材…………………L4-2192 

けらば材…………………………L4-2110 

けらば装飾材……………………L4-2113 

けらば包み………………………L4-2110、L4-2190 

けらば包み固定具材……………L4-2110 

ケラバ水切り付き袖瓦…………L4-2113 

ケラバ用水切板材………………L4-2114 

ケレー……………………………K7-1920 

券 

  クーポン券…………………F3-3421 

  くじ引き券…………………F3-3421 

  商品券………………………F3-1113 

  抽選券………………………F3-3421 

  定期券………………………F3-3420 

牽引具……………………………G1-01 

牽引具 

  電線管用ケーブル 

   牽引具……………………H2-410 

牽引具本体………………………G1-01 

牽引自動車………………………G2-20、G2-220、 

G2-221、G2-230 

剣おもちゃ………………………E1-6840 

けん化釜…………………………K6-20 

建架用マーキング定規…………K1-05 

検眼器……………………………J7-341 

検眼用視力表掛台………………J7-341 

検眼用自動車……………………G2-230 

＊ 検眼用眼鏡………………………J7-341 

検眼レンズ収納器………………J7-341 

検眼レンズ枠……………………J7-341 

建具用上框構成部材……………L5-12011 

建具用框材………………………L5-12012 

建具用戸車レール材……………L5-105 

建具用横框材……………………L5-12011 

園芸用突き棒……………………K3-160 

健康診断表………………………F3-1130 

＊ 健康帯……………………………B2-011～011B 

検査器 

  半導体シリコン 

   結晶検査器………………J1-511 

  半導体素子用 

   欠陥検査器………………J1-511 

  論理回路検査器……………J1-511 

研削液浄化機……………………K6-10 

研削機……………………………K7-1160 

検索機 

  カード検索機………………H5-6 

  カード検索器………………F2-7332 

＊ 検索機付ファイリング 

 キャビネット…………………F2-710 

研削研磨砥石……………………K1-413C 

研削砥石整形具…………………K1-280 

研削盤 

  円筒研削盤…………………K7-1160 

  工具研削盤…………………K7-1160 

  内面研削盤…………………K7-1160 

  歯車研削盤…………………L7-117 

  平面研削盤…………………K7-1160 

＊ 研削盤用回転円盤砥石…………K1-413 

検査組立作業用 

 移動台車………………………G2-10 

＊ 研削用回転円盤砥石……………K1-413B 

検査口ブロック…………………L5-40 

検査表 

  色盲検査表…………………J7-341 

検査用台紙………………………K6-70 

検査用役影機……………………J1-13 

建材用木柱………………………L4-111 

建材用コンクリート 

 ブロック………………………L6-1321 

建材用溝切カッター……………K1-220 

建材用寄せ木角柱………………L4-111 

＊＊剣山………………………………C2-139 

＊ 剣山直し…………………………C2-139 

検視器 

  流量検視器…………………J1-320 

捲糸抜取器具……………………K5-190 

検視表付きカレンダー…………F2-412 

検出器 

  圧力検出器…………………H1-557 

  温度検出器…………………H1-558 

  光電検出器…………………H1-554 

  レベル検出器………………H1-556 
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検出台 

  重量計用 

   重量検出台………………J1-211 

＊ 肩章………………………………B3-13 

検診器 

  偏平足検診器………………J7-340 

検診台用膝関節固定具…………J7-20 

＊ 検診灯……………………………D3-651 

＊ 懸垂がいし………………………H1-210 

懸垂秤……………………………J1-210 

建設機械用アーム………………K3-32190 

＊ 建設機械用エンジン……………K8-21 

建設機械用キャビン……………K3-32190 

建設機械用操作レバー…………K3-329 

建設機械用内燃機関……………K8-21 

建設機械用防振器………………K9-3 

建設機器用エンジン……………K8-21 

建設工事用 

 安全ネット吊下具……………L1-40 

建設工事用 

 位置決め据付機………………K3-320 

建設工事用止水シート…………L2-122 

建設工事用 

 鉄筋養生カバー………………L1-40 

建設用足場板受台………………L1-111 

建設用足場 

 下地材受金具…………………L1-190 

建設用足場ブラケット…………L1-116 

＊ 建設用穴掘り機…………………K3-323 

建設用仮設 

 大引材止金具…………………L1-2192 

建設用架設パイプの 

 接合金具………………………L1-2191 

建設用仮設歩行踏台……………L2-520 

建設用型材………………………L4-10A 

建設用壁つなぎ金具……………L1-117 

建設用壁 

 つなぎ取付金具………………L1-119 

建設用換気棟包み………………L4-2111 

建設用切梁止め金具……………L1-192、L1-29 

建設用杭用蓋……………………L2-21190 

建設用掘削機……………………K3-323 

建設用グラウト注入機 

 取付金具………………………K3-3250 

建設用グラウト注入機 

 取付け金具……………………K3-3250 

建設用鋼材………………………L4-10 

 

建設用コンンクリート 

 天端表示金具…………………L1-40 

建設用コンクリートの 

 打継ぎ金具……………………L1-30 

建設用サポート受金具…………L1-220、L1-330 

建設用支保工の 

 支持金具………………………L1-29 

建設用車両のラジエー 

 ター・ガード…………………K3-32190 

建設用整理箱組立金具…………L1-319 

建設用穿孔機……………………K3-323 

建設用破砕機……………………K3-41 

建設用パイプサポート 

 支持具…………………………L1-2219 

建設用パイプサポート 

 等の支持金具…………………L1-2219 

建設用ブロック吊りげ 

 機の保持台……………………G1-05 

＊ 建設用溝掘り機…………………K3-3210 

建設用目地溝形成材……………L1-42 

建設用養生袋……………………L1-40 

研掃機 

  鋳造用研掃機………………K7-50 

＊ 研掃材投射用回転羽根…………K7-59 

検測杆兼用スペーサー…………L2-220 

建造物の床の高さ 

 調節支持具……………………L4-3390 

建造物開口用額縁材……………L5-103 

建造物内装用額縁材……………L5-103 

建造物の基礎 

 コンクリート用鉄筋…………L4-121 

建造物の立上り 

 防水処理部材…………………L4-411 

建造物の立上り 

 防水層処理部材………………L4-411 

建造物の梁………………………L4-112 

建造物の防水層端部 

 処理材…………………………L4-2113 

検体保冷容器……………………K6-73 

検体容器ホルダー………………K6-73 

検反機……………………………K5-152 

見台 

  楽譜見台……………………E4-00 

腱打診機…………………………J7-31 

＊＊剣玉………………………………E2-404 

建設、構築用 

 パイプ止具……………………L4-191 
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建築・構築用 

 パイプ接続具…………………L3-392 

建築・土木墨出し用 

 マーキングメジャー…………K1-05 

建築足場用クランプ……………L1-192 

建築足場用シート………………L1-40 

建築足場用ブラケット…………L1-116 

建築および構築用梁……………L4-112 

建築壁取付け用 

 レジスター……………………L5-41 

建築用パネル用下地 

 フレーム補強金具……………L4-329 

建築換気用パイプ………………L5-41 

建築換気用フード………………L5-41 

建築工事用吊り足場枠…………L1-110 

建築構造材用管…………………L4-010、L4-10 

建築構造材用管の 

 キャップ………………………L3-390 

建築構造材用自在継手…………L3-392 

建築構造材用継手………………L3-392、 

L4-191～191C 

建築構造材用継手片……………L3-392、L4-191 

建築構造用管……………………L3-391，L4-010、 

L4-10 

建築構造用金網…………………M1-5 

建築コンクリート 

 天端表示具……………………L1-40 

建築材固定具……………………L4-410 

建築材用接続金具………………L4-191C 

建築材料保護カバー……………L1-40 

建築材料養生カバー……………L1-40 

建築資材用載置棚………………L1-40 

建築資材用昇降機………………G1-00 

建築軸組用連結金具……………L4-191A 

建築における基礎 

 コンクリート用鉄筋…………L4-121 

建築布基礎ベースの 

 コーナー用鉄筋………………L4-120 

建築のコンクリート 

 床用鉄筋………………………L4-120 

建築のつか石用 

 コンクリート型枠……………L1-3131 

建築配管孔作成 

 枠………………………………L1-3130 

＊ 建築板重合用緊定金具…………L4-391 

建築板用 

 コーナー継手材………………L4-4120 

建築板用継手材…………………L4-411 

建築物用化粧板材………………L5-103 

建築物……………………………L3-200 

建築物移動機……………………G1-00 

建築物基礎用換気孔 

 網板取付け型枠………………L1-3130～3130 

建築物構造部材用 

 シール材………………………L5-92 

建築物支持具取付金具…………L4-190 

建築物扉用取手…………………L5-632 

建築物内外装用 

 装飾敷設材……………………L6-1420 

建築物配管用 

 管固定金具……………………M2-6 

建築物配管用 

 結束バンド……………………M2-6 

建築物配管用支持金具…………M2-6 

建築物配管用 

 支持梁固定具…………………M2-6 

建築物配管用 

 保護カバー……………………M2-490 

建築物壁面材取付金具…………L4-329 

建築物用化粧板材………………L4-410 

建築物用耐力壁材………………L4-3210 

建築防水用支持材………………L4-410 

建築用柱脚底板…………………L4-190 

建築用足場板……………………L1-121 

建築用足場支持金具……………L1-190 

建築用足場下地材金具…………L1-190 

建築用足場枠……………………L1-111 

建築用足場枠用調節器…………L1-118 

建築用板材………………………L4-2113 

建築用板材 

 取り付け金具…………………L4-2191 

建築用板材の面継手……………L4-010 

建築用板材の連結具……………L4-2191 

建築用板接合固定金具…………L4-329 

建築用板接合部材………………L4-329 

建築用板接続材…………………L4-411A 

建築用板継ぎ目材………………L4-411A～4120A 

建築用板取付受金具……………L4-2191 

建築用板取付金具………………L4-2191、L4-320 

建築用板取付材…………………L4-2110 

建築用板取付下地桟……………L4-10A 

建築用板の接続具………………L4-329 

建築用入隅材……………………L4-4120 

建築用入隅取合部材……………L4-490 

建築用入隅部材…………………L4-4120 

建築用インサート受具…………L4-3929 
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建築用受金具……………………L4-2190 

建築用埋込み具…………………L4-329、 

              L4-3920、3920E 

建築用埋込具栓…………………L4-3929 

建築用埋込みボルトの 

 台座……………………………L4-3929 

建築用埋込面つき 

 水切板…………………………L5-104 

建築用大引き……………………L4-113 

建築用大引受金具………………L1-2192、L4-3391 

建築用大引き材…………………L4-113 

建築用大引取付具………………L4-3391 

建築用押し縁……………………L4-411 

建築用母屋構成部材……………L4-2110 

建築用降り棟包材………………L4-2111 

建築用開口隅部の 

 補強金具………………………L4-120 

建築用階段………………………L3-44 

建築用係止具……………………L4-2113、L4-2191、 

L4-413 

建築用笠木………………………L4-2113、L4-410 

建築用笠木材……………………L4-2113 

建築用飾板………………………L3-5391 

建築用飾り縁……………………L4-4121 

建築用仮設材の 

 クランプ………………………L1-192 

建築用型枠間隔保持具…………L1-322 

建築用かぶせ折戸 

 ランナー………………………L5-64 

建築用壁板………………………L6-130 

建築用壁板結合用 

 クリップ………………………L4-329 

建築用壁板材……………………L6-130～130C 

建築用壁板取付具………………L4-329 

建築用壁板取付用 

 クリップの取付金具…………L4-329 

建築用壁板の取付金具…………L4-329 

建築用壁板連結材………………L4-411～4120A 

建築用壁材………………………L4-3210、L6-130 

建築用壁下地材…………………L6-1330 

建築用壁下地支持具……………L4-329 

建築用壁下地板…………………L6-1330 

建築用壁下地板材………………L6-1330 

建築用壁パネル…………………L6-130～130C 

建築用鴨居………………………L5-141J 

建築用仮枠目かくし栓…………L1-319 

建築用換気外皮部材……………L4-2110 

建築用換気口基礎 

 ブロック………………………L2-214 

建築用換気口枠…………………L5-41 

建築用換気内部部材……………L4-2110 

建築用換気面戸…………………L4-2110 

建築用外装材……………………L4-411、L6-130 

建築用外装材支持金具…………L4-329 

建築用外装板……………………L6-01～01B、 

L6-10～10C、 

L6-120～120B、 

L6-130～131A、 

L6-20～20LA 

建築用外装板の 

 出隅カバー……………………L4-4120 

建築用外装板の 

 目地キャップ…………………L4-411 

建築用外装化粧板………………L4-410 

建築用害虫防止部材……………L4-410 

建築用外装板材…………………L6-130B 

建築用外壁材支持具材…………L4-3212 

建築用外壁材取付具……………L4-3212、L4-329、 

L4-490、L6-1330 

建築用外壁板材…………………L6-130～130C 

建築用壁板材……………………L6-130C 

建築用外壁パネル 

 取付金具………………………L4-329 

建築用額縁材……………………L4-410、L5-103 

建築用ガスケット………………L4-40、14-430 

＊＊建築用ガラスブロック…………L6-02 

建築用基礎杭……………………L2-2111 

建築用基礎ブロック……………L2-214 

建築用キャップ材………………L4-2111、 

L4-410～411 

建築用吸音板……………………L6-131 

建築用吸音板材…………………L6-131 

建築用木枠支持具………………L1-331 

建築用金属板……………………L6-10 

建築用金属パネル 

 締結金具………………………L4-2191 

建築用杭頭補強筋………………L4-120 

建築用組立鉄筋材………………L4-121 

建築用組立枠用脚………………L1-118 

建築用組みつけ足場……………L1-116 

建築用形鋼固定金具……………L4-191 

建築用係止具……………………L4-31910、L4-329 

建築用結束材……………………L1-433 

建築用結合金物…………………L4-191A 

建築用けばら化粧板材…………L4-2113 
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建築用コーナーカバー…………L4-4120 

建築用コーナー 

 化粧連結金具…………………L4-491 

建築用コーナー材………………L4-4120 

＊ 建築用鋼材………………………L4-10～10A 

＊ 建築用格子板……………………L6-21LA 

＊ 建築用格子板材…………………L6-130、L6-21LA 

建築用構成板の気密材…………L4-2110 

建築用構成板部材 

 取付け具………………………L4-2110 

建築用構成部材 

 受け金具………………………L4-190 

建築用構造材連結金具…………L4-191 

建築用構造パネル………………L4-3210 

＊ 建築用孔板………………………L6-21L 

＊ 建築用孔板材……………………L6-21L 

建築用固定具……………………L4-2191 

建築用コンクリート板…………L6-10 

建築用コンクリート 

 パネル…………………………L4-3210 

＊＊建築用コンクリート 

 ブロック………………………L2-01～01A、 

L4-112、L4-190、 

L5-41， 

L6-1320～1321B 

建築用合板………………………L6-01～01B 

建築用桟材………………………L3-5450 

建築用桟装飾体…………………L3-5391 

建築用シール材…………………L4-40 

建築用支持具……………………L5-92 

建築用支持材……………………L4-3212 

建築用下框材……………………L5-12011 

建築用下見板材…………………L6-130～130C 

建築用支柱材……………………L4-111 

建築用止面戸……………………L4-2110、L4-2190 

建築用シャッター………………L5-30 

建築用シャッター 

 スラット材……………………L5-311 

建築用シャッター 

 スラット………………………L5-311 

建築用シャッターの 

 シャッターカーテン…………L5-310 

建築用シャッターの 

 シャッターケース……………L5-39 

建築用シャツターの 

 ケース…………………………L5-39 

建築用シャッターの非 

  常用手動下降操作具…………L5-39 

建築用充填材……………………L4-40、L4-430 

建築用ジョイナー………………L4-411、L4-412D 

建築用ジョイナ 

 キャップ取付具………………L4-490 

建築用定規………………………K1-05 

建築用定規受金具………………L1-40 

建築用錠の受座…………………L5-634 

建築用水系の止着具……………L1-40 

建築用水上側面戸………………L4-211D、L4-2190 

建築用水平保梁の 

受け金具………………………L1-29 

建築用筋かい結合金具…………L4-191～191A 

建築用スターター………………L4-413 

建築用墨出し器…………………K1-05 

建築用接合金具…………………L4-191A～191C 

建築用緊急事故イナー…………L4-3212 

建築用接続金具…………………L1-3231、 

L4-191～191C、 

L4-329、L4-433、 

L5-92 

建築用接続材……………………L4-410～411 

建築用セパレーターの 

取付金具………………………L1-3230 

建築用装飾板材…………………L4-110 

建築用装飾金具…………………L3-431 

建築用装飾孔板…………………L6-21L 

建築用装飾孔板材………………L6-21L 

建築用装飾体……………………L3-431、L3-5390、 

L6-20 

建築用装飾柱……………………L4-111 

＊＊建築用装飾板……………………L6-20～21LA 

＊ 建築用装飾板材…………………L6-20～21LA 

建築用装飾板材の 

キャップ………………………L4-490 

建築用装飾部材…………………l5-103 

建築用装飾ブロック……………L6-1321～1321A 

建築用装飾枠……………………L5-103 

建築用耐火仕切り板 

取付け具………………………L4-390 

建築用タイル……………………L6-32 

建築用タイル型 

枠先付装置用桟木……………L1-319 

建築用タイル材…………………L6-32 

建築用タイル付 

壁パネル………………………L6-130 

建築用板材………………………L4-111 

建築用縦目地 

ジョイナー……………………L4-430 
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建築用たる木材…………………L4-2111 

建築用端太材収納台……………L1-41 

建築用ダクト……………………D4-0 

建築用断熱材……………………L6-1330 

建築用断熱材取付具……………L4-329 

建築用断熱材の接合具…………L4-329 

建築用断熱材……………………L6-10C 

建築用柱脚固定金具……………L4-190 

建築用束…………………………L4-3390 

建築用継手………………………L3-392 

建築用継ぎ手 

すべり止め具…………………L4-329 

建築用継手板……………………L4-2191 

建築用吊金具……………………l4-3190 

建築用吊り子……………………L4-2191 

建築用吊下げ金具………………L4-3190 

建築用吊戸車……………………L5-62 

建築用底盤ブロック……………L2-214 

建築用手すり……………………L3-5420 

建築用手摺アンカー 

支持具…………………………L1-30 

建築用手すり柱…………………L3-5410 

建築用鉄筋………………………L4-120 

建築用鉄筋養生金具……………L1-40 

建築用天井板……………………L6-130 

建築用天井板材…………………L6-130 

建築用天井回り縁………………L4-4121 

建築用天井回り縁の 

コーナー継手…………………L4-491 

建築用天端定規…………………L1-40 

建築用出隅構成部材……………L4-4120 

建築用出隅材……………………L4-4120 

建築用出隅材取付具……………L4-490 

建築用出隅取合部材……………L4-490 

建築用出隅部材…………………L4-4120 

建築用デッキ材…………………L6-140 

建築用デッキプレート 

の受金具………………………L4-3390 

建築用出窓ユニット……………L5-1261 

建築用戸框連結具………………L5-91 

建築用扉…………………………L3-50 

建築用止め具……………………L4-329 

建築用止縁材……………………L4-410～L4-413 

建築用取付金具…………………L4-191 

建築用ドアのレール材…………L3-392 

建築用土台木の 

腐蝕防止板……………………L2-213 

 

建築用内外装材…………………L6-10、L6-130、 

L4-410 

建築用内外装板の 

出隅カバー……………………L4-4120 

建築用内外装板の 

入隅カバー……………………L4-4120 

建築用内外装材取付具…………L4-329 

建築用内装の取付具……………L4-329 

建築用内装材の 

取付け補助具…………………L4-329 

建築用内装板……………………L6-21 

建築用内装板材…………………L6-21 

建築用内装板の 

張設金具………………………L4-329 

建築用波板………………………L6-01～01A、L6-10 

建築用波板材……………………L6-01 

建築用根太材……………………L4-113 

建築用軒先型材…………………L4-2110、L4-2113 

建築用軒先換気面戸……………L4-2110 

建築用軒先化粧板材……………L4-2110、L4-2113 

建築用軒先材……………………L4-2113 

建築用軒先袖キャップ…………L4-2190 

建築用軒先止水板………………L4-2190 

建築用軒先雨戸…………………L4-2110、L4-2193 

建築用の熱パイプの 

配管端パネル…………………L6-143 

建築用の熱パイルの 

配管パネル……………………L6-143 

建築用配管基礎 

ブロック………………………L2-214 

建築用配管穴の 

コンクリート受身……………L1-30、L1-330、L1-40

建築用配管のつり金具…………M2-6 

建築用 

廃材投入シュート……………L1-41 

建築用波板受材…………………L4-2191 

建築用鋼材固定金具……………L4-191 

建築用柱…………………………L4-111 

建築用柱材………………………L4-111 

建築用鼻隠し……………………L4-2113 

建築用鼻隠し材…………………L4-2113 

建築用幅木………………………L4-4122 

建築用幅木材……………………L4-4122 

建築用巾木の型材………………L4-4121 

建築用幅木の 

コーナー継手…………………L4-491 

建築用巾木材……………………L4-4122 

建築用破風板材…………………L4-2110、L4-2113 
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建築用梁部材……………………L4-112 

＊＊建築用板…………………………L6-01～01B 

L6-10～10C 

＊ 建築用板材………………………L6-01～01B 

L6-10～10C 

建築用板材押え具………………L4-390 

建築用板材の 

連結支持具……………………L4-411 

建築用板材の連結具……………L4-411 

建築用板重合用 

緊定金具………………………L4-391 

建築用板接続材…………………L4-411 

建築用板継ぎ目材………………L4-411 

建築用パイプの固定具…………L3-392 

建築用パッキング………………L4-40、L4-430 

建築用パネル……………………L6-10 

建築用パネル支持材……………L4-3212 

建築用パネル締付具……………K1-272、L1-319 

建築用パネル接合材……………L4-10、L5-0112、 

L1-3231 

建築用パネル吊り金具…………G1-05 

建築用パネル取付金具…………L4-329 

建築用パネル取付材……………L4-10A 

建築用パネルの 

 吊上げ具………………………G1-05 

建築用ひうち……………………L4-112 

建築用ひさし……………………L4-220 

建築用庇板………………………L4-221 

建築用庇材………………………L4-221 

建築用被覆材止金具……………L4-329 

建築用表装板止め具……………L4-329 

建築用ピンコロバンド…………L4-190 

建築用縁材………………………L4-410、 

L4-4121～4122 

建築用ブラケット………………L4-229、L4-329 

建築用ブロック…………………L2-214、L6-1321 

建築用分割笠木材………………L4-2113 

建築用分割笠木側材……………L4-2113 

建築用プレキャスト 

コンクリート部材……………L3-200 

建築用プレキャスト 

部材……………………………L3-200 

建築用壁開口部の 

補強金具………………………L4-120 

建築用壁板の取付具……………L4-329 

建築用補強金具…………………L4-191 

建築用防音板……………………L6-131～131A 

建築用防音板材…………………L6-131 

建築用防音パッキング…………L4-40 

建築用防災シート………………L1-40 

建築用防水敷目板………………L4-2190、L4-411 

建築用防水板……………………L6-10 

建築用防風、防塵 

シート…………………………L1-40 

建築用幕板笠木材………………L4-2113 

建築用間仕切り…………………L5-010 

建築用間仕切材…………………L5-010 

建築用窓サッシ…………………L5-1260 

建築用窓枠保持…………………L5-92 

建築用回り縁の受け材…………L4-4121 

建築用回り縁の型材……………L4-4122 

建築用見切材……………………L4-410、L4-4121 

建築用見切り縁材………………L4-410 

建築用見切り縁…………………L4-4121 

建築用水切り……………………L4-410 

建築用水切り金具………………L4-410 

建築用水切り材…………………L4-410、L4-490 

建築用水切材受金具……………L4-490 

建築用水切り板…………………L4-410 

建築用水切板材…………………L4-2114 

建築用棟換気筒…………………L4-2111 

建築用棟包材……………………L4-2111 

建築用目板材……………………L4-411～411A 

建築用目地材……………………L4-411、L4-430 

建築用目地材受金具……………L4-490 

建築用目地材接合具……………L4-490 

建築用目地ジョイナー…………L4-411 

建築用目地板……………………L4-2190、L4-2191 

L4-411 

建築用目地板材…………………L4-411 

建築用面木………………………L1-42 

建築用面木材……………………L1-42 

建築用つか石 

コンクリート型枠……………L1-3131 

建築用面つき 

水切抜き型材…………………L1-42 

建築用木材の接合金具…………L4-191A 

建築用矢板受金物………………L2-2120 

建築用屋根板……………………L6-120 

建築用屋根板材…………………L6-120 

建築用屋根材……………………L6-120 

建築用有孔梁の 

補強金具………………………L4-120 

建築用融雪板……………………L4-2190 

建築用床板………………………L6-140 

建築用床板材……………………L6-140 
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建築用床大引止金具……………L4-3391 

建築用床溝構造材………………L6-140 

建築用床下換気孔目皿…………L5-41 

建築用床下地材…………………L6-143 

建築用床下地板…………………L6-143 

建築用床下地板材………………L6-143 

建築用雪止金具…………………L4-2192 

建築用落下防止具………………L4-490 

建築用レンガ……………………L6-1321 

建築用連結金具…………………L4-191 

建築用枠付扉……………………L5-111 

建築用埋込み具…………………L4-3920AB、 

L4-3930BA 

間知ブロック……………………L2-2244 

建柱機……………………………K3-3210 

懸吊用クランプ…………………G1-05 

懸吊滑車…………………………L5-512 

懸吊滑車用レール………………L5-511 

懸吊滑車ヨウレール……………G1-60 

間知用ブロック…………………L2-2244A 

剣道着……………………………B1-22 

＊＊剣道用こて………………………E2-02 

＊＊剣道用胴…………………………E3-02 

剣道用面…………………………E3-02 

検土杖……………………………K3-150 

検尿用紙コップ…………………J7-30 

鍵盤 

  練習用鍵盤…………………E4-10 

鍵盤楽器用コード 

ネーム表示シール……………E4-10 

＊＊けん盤付き吹奏楽器……………E4-50 

＊ けん盤付き 

吹奏楽器用ケース……………E4-91 

鍵盤付吹奏楽器用鍵盤…………E4-59 

鍵盤付 

吹奏楽器用ケース……………E4-91 

＊ 検波器……………………………H3-230 

＊＊顕微鏡……………………………J3-13 

顕微鏡 

  電子顕微鏡…………………H0-23 

＊ 顕微鏡おもちゃ…………………E1-653 

＊＊顕微鏡カメラ……………………J3-20 

顕微鏡支持用架台………………J3-19 

顕微鏡用カメラ…………………J3-20 

顕微鏡用照明具…………………J3-19 

顕微鏡用スタンド………………J3-19 

顕微鏡用対物レンズ……………J3-19 

顕微鏡架台………………………J3-19 

検米皿……………………………K3-100 

研磨機……………………………K7-1160、K7-1161、 

K7-1161A 

研磨器……………………………K7-1160、K1-280、 

K1-281 

研磨機 

  振動バレル研磨機…………K7-1162 

  石材用研磨機………………K7-30 

  手打ち電動 

   ベルト研磨機……………K1-322 

  バリカン刃研磨器…………K1-283 

  バリ取り研磨機……………K7-1160 

研摩具……………………………K1-280、K1-39 

研磨具……………………………K1-280、K1-282、 

K1-413B 

研磨具 

  塗装用下地研磨具…………K1-282 

研磨工具…………………………K1-410、K1-413 

K1-413A 

研磨子 

  鉄道車両用車輪 

   路面清掃研磨子…………G2-19 

  手持ち電動サン 

   ダー用研磨紙……………K1-414 

研磨砥石…………………………K1-413 

研磨板……………………………K1-281 

研磨盤……………………………K7-1160、K7-1161A 

K1-413B 

研磨盤 

  レンズ研磨盤………………K7-30 

研磨布 

  グラインダー 

   研磨布……………………K1-414 

研磨用砥石………………………K1-413B 

＊＊検卵機……………………………K3-220、K4-0 

ゲージ 

  限界ねじゲージ……………J1-127 

  ダイヤルゲージ……………J1-123 

  ハイトゲージ………………J1-124 

  ブロックゲージ……………J1-127 

  リングゲージ………………J1-127 

ゲート……………………………J3-50、L3-511 

ゲートボール用ゲート…………E3-300 

ゲートボール用 

スティック……………………E3-300 

ゲート用の支柱…………………L3-5410 

＊ ゲートル…………………………B2-44 

ゲームカード……………………E2-23 
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＊ ゲーム器…………………………E2-212 

ゲーム器 

  野球ゲーム器………………E2-212 

ゲーム機…………………………E2-30 

ゲーム機 

  スマートボール機…………E2-30 

  スロットマシン 

   ゲーム機…………………E2-30 

  パチンコゲーム機…………E2-310 

  フリッパー 

   ゲーム機…………………E2-30 

ゲーム機付 

テレビジョン受像機…………H4-3450 

ゲーム機用操作卓………………E2-30 

ゲーム器用表示管………………H1-721 

ゲーム盤…………………………E2-210、E2-212 

ゲーム用 

液晶表示パネル………………H1-721 

＊ ゲーム用カード…………………E2-23 

ゲーム用カード混合器………E2-20 

＊ ゲーム用こま……………………E2-22 

ゲーム用駒収納箱………………E2-20 

＊ ゲーム用牌………………………E2-22 

＊ ゲーム用 

メダル貸出し機………………J5-21 

外科用縫合器……………………J7-41 

＊＊劇場用いす………………………D2-14BA、D2-14E、 

D2-14H～14HBA 

劇場用連結いす…………………D2-14HA 

下水暗渠用 

コンクリート柵渠……………L2-412～412D 

下水会所升………………………L2-431 

下水会所枡用 

 側壁ブロック…………………L2-431～431B 

下水会所枡………………………L2-431 

＊＊下水管……………………………L2-411～411E 

下水管材…………………………L2-411～411E 

下水管清掃車……………………G2-230 

下水管用止水バンド……………L2-4190 

下水管用 

止水バンド押さえ……………L2-4190 

下水管用 

小動物侵入防止具……………L2-4190 

下水管用端部取付管……………L2-4390 

下水管用連結管…………………L2-412A、L2-413、 

L2-4390 

下水管用 

連結管構成ブロック…………L2-413 

下水管用 

連結管構成部材………………L2-413 

下水溝用止水バンド……………L2-4190 

下水溝用 

止水バンド押さえ……………L2-4190 

下水溝用蓋………………………L2-442 

下水処理槽………………………D5-45 

下水処理装置における 

浸漬濾床材……………………K6-41A 

下水処理槽の 

蓋板用型材……………………L2-449 

下水道管等の 

挿入用治具……………………K3-329 

下水道用 

汚水桝ブロック………………L2-431A 

下水道用管………………………L2-411A 

下水桝……………………………L2-431A 

＊ 下水用会所升……………………L2-431～431B 

下水用会所 

桝拡大補助具…………………L2-431B 

下水用会所桝の蓋………………L2-441 

下水用管…………………………L2-411～411E 

下水用管土止……………………L2-402 

＊ 下水用管土留め…………………L2-420 

下水用コンクリート管…………L2-411～411E 

下水用支管 

防水キャップ…………………M2-7 

下水用集水桝……………………L2-431 

下水用桝…………………………K2-431～431A 

＊＊下足札……………………………F3-3412 

＊＊げた………………………………B5-70 

下駄おもちゃ……………………E1-422 

＊＊げた台……………………………B5-9120D 

＊＊げた箱……………………………D2-540～541 

＊ げた用歯当て……………………B5-790 

＊＊月球儀……………………………F1-2322 

＊ 月球儀付き地球儀………………F1-2320 

減圧弁……………………………M2-500 

減圧ポンプ………………………K8-513 

＊ 限界ねじゲージ…………………J1-127 

玄関サッシ用下枠………………L5-1512 

玄関収納戸棚……………………D2-540～541 

玄関袖部用内装框材……………K5-100、D2-140 

玄関扉に着ける健金具…………L5-6331 

玄関扉用下枠……………………L5-100 

玄関扉……………………………L5-12100 

玄関ドア…………………………L5-12100 

玄関扉の方立部材………………L5-1700 
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玄関ドアの 

周囲の壁用装飾体……………L6-20 

玄関扉の中桟部材………………L5-1600 

玄関引戸…………………………L5-12100 

玄関庇……………………………L4-220 

玄関ポーチ用 

屋根飾り枠……………………L3-41 

玄関マット………………………C1-31 

玄関床パネル……………………L4-330 

玄関用上り框材…………………L4-410 

玄関用上枠材……………………L5-100 

玄関用化粧モール………………L4-410、L5-103 

玄関用下枠材……………………L5-1512 

玄関用収納棚……………………D2-540 

＊ 玄関用錠…………………………L5-6331～6331A 

玄関用整理棚……………………D2-540 

玄関用縦枠材……………………L5-100 

玄関用土間板……………………L3-40 

玄関用幅木材……………………L5-100 

玄関用庇…………………………L3-41 

玄関用モール……………………L5-103 

玄関用枠付扉……………………L5-111 

玄関用枠付戸……………………L5-111 

玄関用枠付引戸…………………L5-111 

玄関枠……………………………L5-131 

弦楽器演奏用ピック……………E4-39 

弦楽器用引締め器………………E4-39 

弦楽器用ブリッジ………………E4-39 

舷側クッション…………………G3-94 

＊ 現金書留用封筒…………………F3-13131 

減菌器……………………………K6-70 

現金支払機………………………J5-33 

＊ 現金自動預入機…………………J5-33 

現金自動預入 

支払機付組立家屋……………L3-200 

現金自動預入支払機……………J5-33 

＊＊現金自動支払機…………………J5-33 

現金取扱機………………………J5-33 

原稿罫付き下敷…………………F2-121 

＊＊原稿用紙…………………………F3-1133 

原子吸光光度計…………………J1-521 

＊ 原子吸光分析計…………………J1-521 

弦締め器…………………………E4-39 

原子力発電所用 

 空気浄化機……………………K6-13 

＊ 原子炉……………………………K8-10 

＊＊限時継電器………………………H1-61～61C 

限時継電器取付枠………………H1-69 

＊ 減衰器……………………………H1-430、H3-10 

原藻洗滌機………………………K4-6 

＊＊減速機……………………………K9-18 

減速機付電動機…………………H2-122 

減速機用ケース…………………K8-18 

現像機 

  写真用現像機………………J3-41 

＊＊現像タンク………………………J3-40 

現像ドラム回転台………………J3-40 

現像用タンク……………………J3-40 

＊ 現像用バット……………………J3-40 

幻燈器……………………………J3-51 

原動機付自転車…………………G2-30 

原動機付自転車用 

サイドスタンド………………G3-292 

原動機付自転車用 

スタンド………………………G2-392 

原動機付遊戯車…………………G2-0 

原動機付四輪車…………………G2-20、G2-212 

＊ 原油タンカー……………………G3-0 

限流ヒューズ……………………H1-591 

 


