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(540)登録防護標章

(500)商品及び役務の区分の数　１２
(511)商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務　

第１類 化学品，工業用のり及び接着剤，植物成長調整剤類，肥料，陶磁器用釉薬，塗装用パテ 
，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，写真材料，試験紙（医療用のものを除く。）， 
人工甘味料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ

第２類 カナダバルサム，コパール，サンダラック，セラック，ダンマール，媒染剤，腐蝕防止 
剤，防錆剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ（「謄写 
版用インキ」を除く。），謄写版用インキ，絵の具，防錆グリース，塗装用・装飾用・ 
印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属 
はく及び粉

第３類 家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤，洗 
濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛用接 
着剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し剤， 
せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つ 
や出し紙，つけづめ，つけまつ毛

第４類 固形潤滑剤，靴油，保革油，固体燃料，液体燃料，気体燃料，工業用油，工業用油脂， 
ろう，ランプ用灯しん，ろうそく

第５類 薬剤（農薬に当たるものを除く。），医療用試験紙，燻蒸剤（農薬に当たるものに限る 
。），殺菌剤（農薬に当たるものに限る。），殺そ剤（農薬に当たるものに限る。）， 
殺虫剤（農薬に当たるものに限る。），除草剤，防虫剤（農薬に当たるものに限る。） 
，防腐剤（農薬に当たるものに限る。），医療用油紙，医療用接着テープ，衛生マスク 
，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプ 
キン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，綿棒， 
歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，乳幼児用粉乳，サプリメン 
ト，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料 
添加物（薬剤に属するものを除く。），人工受精用精液

第６類 鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材料，金 
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属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用トラ 
バーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属製 
セメント製品製造用型枠，金属製滑車（機械要素に当たるものを除く。），金属製ばね 
（機械要素に当たるものを除く。），金属製バルブ（機械要素に当たるものを除く。） 
，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発 
光式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製 
液体貯蔵槽，金属製工業用水槽，ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の 
浮中ぶた，金属製液化ガス貯蔵槽，金属製ガス貯蔵槽，いかり，金属製輸送用コンテナ 
，かな床，はちの巣，金属製金具（「安全錠・金属製鍵・鍵用金属製リング・南京錠」 
を除く。），安全錠，鍵用金属製リング，金属製鍵，南京錠，ワイヤロープ，金網，金 
属製包装用容器（「金属製栓・金属製ふた」を除く。），金属製栓，金属製ふた，金属 
製のネームプレート及び標札，金属製手持ち式旗ざお，金属製植物の茎支持具，金属製 
のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受け，金属製帽子掛けかぎ，金属製家庭用水槽，金 
属製工具箱，金属製のタオル用ディスペンサー，金属製建具，金庫，金属製屋外用ブラ 
インド，金属製立て看板，金属製人工池，金属製の可搬式家庭用温室，金属製の墓標及 
び墓碑用銘板，金属製靴合わせくぎ，金属製靴くぎ，金属製靴びょう，金属製靴保護金 
具，つえ用金属製石突き，拍車，アイゼン，カラビナ，ハーケン，金属製彫刻

第１０類 医療用指サック，おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット 
，吸い飲み，スポイト，乳首，氷のう，氷のうつり，哺乳用具，魔法哺乳器，避妊用具 
，人工鼓膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），睡眠用耳栓，防音用 
耳栓，業務用美容マッサージ器，医療用機械器具（「歩行補助器・松葉づえ」を除く。 
），歩行補助器，松葉づえ，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用差 
込み便器，耳かき

第１７類 雲母，ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ（機械要素に当たるものを除く。）， 
ガスケット，管継ぎ手（金属製のものを除く。），パッキング，オイルフェンス，電気 
絶縁材料，ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー，化学繊維（織物用 
のものを除く。），岩石繊維，鉱さい綿，糸ゴム及び被覆ゴム糸（織物用のものを除く 
。），化学繊維糸（織物用のものを除く。），絶縁手袋，ゴムひも，ゴム製包装用容器 
，ゴム製栓，ゴム製ふた，農業用プラスチックシート，コンデンサーペーパー，バルカ 
ンファイバー，接着テープ（医療用・事務用又は家庭用のものを除く。），プラスチッ 
ク基礎製品，ゴム，岩石繊維製防音材（建築用のものを除く。）

第３５類 広告業，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査 
又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成又は 
監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行 
，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリ 
ング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイプライター・テレッ 
クス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広 
告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，消費者のための 
商品及び役務の選択における助言と情報の提供，求人情報の提供，新聞記事情報の提供 
，自動販売機の貸与，化学品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益 
の提供，原料プラスチックの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の 
提供，塗料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，油圧式ポ 
ンプ・油圧式流量制御弁・油圧式圧力制御弁・油圧式方向制御弁・油圧式制御弁・油圧 
モーター・油圧式シリンダー・油圧式トランスミッション・油圧エンジン・油圧式アク 
チュエータの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，油圧式ポ 
ンプの制御装置・油圧式流量制御弁の制御装置・油圧式圧力制御弁の制御装置・油圧式 
方向制御弁の制御装置・油圧式制御弁の制御装置・油圧モーターの制御装置・油圧式シ 
リンダーの制御装置・油圧式トランスミッションの制御装置・油圧エンジンの制御装置 
・油圧式アクチュエータの制御装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す 
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る便益の提供，半導体製造装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便 
益の提供，圧縮機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，モ 
ーターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気通信機械 
器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電子応用機械器 
具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電子計算機用プロ 
グラムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，配電用又は制 
御用の機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，測定 
機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，医療用機械 
器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，冷凍機械器具の 
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，給湯器の小売又は卸売 
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業 
務において行われる顧客に対する便益の提供，ゴムの小売又は卸売の業務において行わ 
れる顧客に対する便益の提供，プラスチック基礎製品の小売又は卸売の業務において行 
われる顧客に対する便益の提供

第３７類 建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の建造，船舶の 
修理又は整備，航空機の修理又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，鉄道車 
両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，映画機械器具の修理又は保守，光学機 
械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の修理又は保守， 
火災報知機の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，業務用暖冷房装置の修理 
又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイラーの修理又は保守，ポンプの修理又は保守 
，業務用冷凍機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電話機械器 
具の修理又は保守，ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理，電気通信機械器具（ 
「電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機」を除く。）の修理又は保守， 
土木機械器具の修理又は保守，民生用電気機械器具の修理又は保守，照明用器具の修理 
又は保守，電動機の修理又は保守，配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守，発電 
機の修理又は保守，理化学機械器具の修理又は保守，測定機械器具の修理又は保守，医 
療用機械器具の修理又は保守，銃砲の修理又は保守，印刷用又は製本用の機械器具の修 
理又は保守，化学機械器具の修理又は保守，ガラス器製造機械の修理又は保守，漁業用 
機械器具の修理又は保守，金属加工機械器具の修理又は保守，靴製造機械の修理又は保 
守，工業用炉の修理又は保守，鉱山機械器具の修理又は保守，ゴム製品製造機械器具の 
修理又は保守，集積回路製造装置の修理又は保守，半導体製造装置の修理又は保守，食 
料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守，製材用・木工用又は合板用の機械 
器具の修理又は保守，繊維機械器具の修理又は保守，たばこ製造機械の修理又は保守， 
塗装機械器具の修理又は保守，耕うん機械器具（手持ち工具に当たるものを除く。）の 
修理又は保守，栽培機械器具の修理又は保守，収穫機械器具の修理又は保守，植物粗製 
繊維加工機械器具の修理又は保守，飼料圧搾機の修理又は保守，飼料裁断機の修理又は 
保守，飼料配合機の修理又は保守，飼料粉砕機の修理又は保守，牛乳ろ過器の修理又は 
保守，搾乳機の修理又は保守，育雛器の修理又は保守，ふ卵器の修理又は保守，蚕種製 
造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器 
具の修理又は保守，プラスチック加工機械器具の修理又は保守，包装用機械器具の修理 
又は保守，ミシンの修理又は保守，貯蔵槽類の修理又は保守，ガソリンステーション用 
装置の修理又は保守，機械式駐車装置の修理又は保守，自転車駐輪器具の修理又は保守 
，業務用加熱調理機械器具の修理又は保守，業務用食器洗浄機の修理又は保守，業務用 
電気洗濯機の修理又は保守，乗物用洗浄機の修理又は保守，自動販売機の修理又は保守 
，動力付床洗浄機の修理又は保守，遊園地用機械器具の修理又は保守，美容院用又は理 
髪店用の機械器具の修理又は保守，水質汚濁防止装置の修理又は保守，業務用浄水装置 
の修理又は保守，業務用廃棄物圧縮装置の修理又は保守，業務用廃棄物破砕装置の修理 
又は保守，潜水用機械器具の修理又は保守，化学プラントの修理又は保守，原子力発電 
プラントの修理又は保守，３Ｄプリンターの修理又は保守，家具の修理，傘の修理，楽 
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器の修理又は保守，金庫の修理又は保守，靴の修理，時計の修理又は保守，はさみ研ぎ 
及びほうちょう研ぎ，錠前の取付け又は修理，ガス湯沸かし器の修理又は保守，家庭用 
加熱器（電気式のものを除く。）の修理又は保守，鍋類の修理又は保守，看板の修理又 
は保守，かばん類又は袋物の修理，身飾品の修理，おもちゃ又は人形の修理，運動用具 
の修理，ビリヤード用具の修理，遊戯用器具の修理，浴槽類の修理又は保守，洗浄機能 
付き便座の修理，釣り具の修理，眼鏡の修理，毛皮製品の手入れ又は修理，洗濯，被服 
のプレス，被服の修理，布団綿の打直し，畳類の修理，煙突の清掃，建築物の外壁の清 
掃，窓の清掃，床敷物の清掃，床磨き，し尿処理槽の清掃，浴槽又は浴槽がまの清掃， 
道路の清掃，貯蔵槽類の清掃，電話機の消毒，有害動物の防除（農業・水産養殖業・園 
芸又は林業に関するものを除く。），医療用機械器具の殺菌・滅菌，土木機械器具の貸 
与，床洗浄機の貸与，モップの貸与，洗車機の貸与，衣類乾燥機の貸与，衣類脱水機の 
貸与，電気洗濯機の貸与，鉱山機械器具の貸与，排水用ポンプの貸与，業務用食器乾燥 
機の貸与，業務用食器洗浄機の貸与

第４０類 除染，布地・被服又は毛皮の加工処理（乾燥処理を含む。），裁縫，ししゅう，金属の 
加工，ゴムの加工，プラスチックの加工，セラミックの加工，木材の加工，紙の加工， 
石材の加工，剥製，竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工（「食物原 
材料の加工」を除く。），食料品の加工，義肢又は義歯の加工（「医療材料の加工」を 
含む。），映画用フィルムの現像，写真の引き伸ばし，写真のプリント，写真用フィル 
ムの現像，製本，浄水処理，廃棄物の再生，核燃料の再加工処理，印章の彫刻，グラビ 
ア製版，繊維機械器具の貸与，写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の 
機械器具の貸与，金属加工機械器具の貸与，製本機械の貸与，食料加工用又は飲料加工 
用の機械器具の貸与，製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与，パルプ製造用・製 
紙用又は紙工用の機械器具の貸与，浄水装置の貸与，廃棄物圧縮装置の貸与，廃棄物破 
砕装置の貸与，化学機械器具の貸与，ガラス器製造機械の貸与，靴製造機械の貸与，た 
ばこ製造機械の貸与，３Ｄプリンターの貸与，材料処理情報の提供，印刷，一般廃棄物 
の収集・分別及び処分，産業廃棄物の収集・分別及び処分，編み機の貸与，ミシンの貸 
与，家庭用暖冷房機の貸与，家庭用加湿器の貸与，家庭用空気清浄器の貸与，発電機の 
貸与，印刷用機械器具の貸与，ボイラーの貸与，業務用加湿器の貸与，業務用空気清浄 
器の貸与，業務用暖冷房装置の貸与

第４２類 気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これら 
の部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案（ 
広告に関するものを除く。），電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計 
算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・ 
技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，医薬品・化 
粧品又は食品の試験・検査又は研究，建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関 
する試験又は研究，電気に関する試験又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜 
産又は水産に関する試験・検査又は研究，機械器具に関する試験又は研究，計測器の貸 
与，電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供，理化学機械器具の貸与，製図 
用具の貸与

国際分類第１１版
法区分 平成２３年改正
審査官 渡辺  悦子
(561)称呼（参考情報） ダイキン
検索用文字商標（参考情報） ＤＡＩＫＩＮ
類似群コード（参考情報）

第０１類 ０１Ａ０１、０１Ａ０２、０１Ｂ０２、０２Ａ０１、０３Ｂ０２、０３Ｃ０１、０５Ｅ 
０１、０６Ａ０２、０６Ｂ０１、１０Ｅ０１、２５Ａ０１、３１Ａ０３、３３Ａ０３、 
３４Ａ０１、３４Ｄ０１　



(5)

第０２類 ０１Ａ０１、０３Ａ０１、０３Ｂ０１、０３Ｃ０１、０３Ｄ０１、０５Ｂ０１、０６Ａ 
０２、２５Ｂ０１　

第０３類 ０１Ａ０１、０１Ａ０２、０１Ｂ０１、０３Ｃ０１、０３Ｅ０１、０３Ｆ０１、０４Ａ 
０１、０４Ｂ０１、０４Ｃ０１、０４Ｄ０１、０４Ｄ０２、１３Ｂ０３、２１Ｆ０１　

第０４類 ０１Ａ０１、０３Ｅ０１、０３Ｆ０１、０５Ａ０１、０５Ａ０２、０５Ｂ０１、０５Ｃ 
０１、０５Ｄ０１、１９Ｂ２５、１９Ｂ２６　

第０５類 ０１Ｂ０１、０１Ｂ０２、０１Ｃ０１、０１Ｃ０３、１７Ａ１０、１９Ｂ３０、２５Ａ 
０１、３１Ｄ０１、３２Ｆ１５、３２Ｆ１６、３２Ｆ１７、３３Ｂ０１、３３Ｄ０５　

第０６類 ０６Ａ０１、０６Ａ０２、０６Ｂ０１、０７Ａ０１、０７Ａ０４、０９Ａ０３、０９Ａ 
０５、０９Ａ４６、０９Ａ６４、０９Ａ７１、０９Ｆ０２、０９Ｆ０３、０９Ｆ０５、 
０９Ｆ０６、０９Ｆ０７、０９Ｇ０６、０９Ｇ０７、０９Ｇ０８、０９Ｇ５９、０９Ｇ 
６０、１２Ａ０１、１２Ａ７４、１３Ｂ０１、１３Ｃ０１、１３Ｃ０２、１８Ａ０２、 
１８Ｂ０２、１８Ｃ０１、１８Ｃ１３、１９Ｂ２１、１９Ｂ２２、１９Ｂ３２、１９Ｂ 
３４、１９Ｂ３５、１９Ｂ３６、１９Ｂ４９、１９Ｂ５３、１９Ｂ５４、２０Ａ０１、 
２０Ｄ０１、２０Ｄ０４、２０Ｄ０６、２０Ｄ０７、２０Ｆ０１、２２Ａ０２、２２Ｃ 
０１、２４Ｃ０２、２４Ｃ０３、２６Ｃ０１　

第１０類 ０１Ｃ０１、０１Ｃ０２、０１Ｃ０３、０１Ｃ０４、０９Ｅ２５、１０Ｄ０１、１０Ｄ 
０２、１１Ａ０８、１７Ａ０９、１９Ｂ３９、２１Ｆ０１　

第１７類 ０６Ｂ０１、０９Ｆ０５、０９Ｆ０６、０９Ｇ０３、１１Ｄ０１、１３Ｃ０１、１４Ａ 
０５、１４Ａ０６、１５Ａ０１、１７Ａ０８、１８Ａ０１、１８Ｃ０８、１８Ｃ１３、 
２０Ｄ０１、２５Ａ０１、２５Ｂ０１、３４Ａ０１、３４Ｂ０１、３４Ｅ０９　

第３５類 ０１Ａ０１、０３Ｃ０１、０９Ａ６８、０９Ｂ０１、０９Ｃ０１、０９Ｅ１２、０９Ｆ 
０２、０９Ｆ０５、１０Ｃ０１、１０Ｄ０１、１０Ｄ０２、１１Ａ０１、１１Ａ０２、 
１１Ａ０３、１１Ａ０４、１１Ａ０５、１１Ａ０６、１１Ａ０７、１１Ａ０８、１１Ｂ 
０１、１１Ｃ０１、１１Ｃ０２、１１Ｄ０１、１９Ａ０１、３４Ａ０１、３４Ｂ０１、 
３５Ａ０１、３５Ａ０２、３５Ｂ０１、３５Ｃ０１、３５Ｄ０１、３５Ｅ０１、３５Ｆ 
０１、３５Ｆ０２、３５Ｇ０１、３５Ｇ０２、３５Ｇ０３、３５Ｇ０４、３５Ｈ０１、 
３５Ｊ０１、３５Ｊ０２、３５Ｋ０８、３５Ｋ０９、３５Ｋ９９、３５Ｌ０１、４２Ｇ 
０２、４２Ｇ０４、４２Ｐ０２、４２Ｘ０７　

第３７類 ３７Ａ０１、３７Ａ０２、３７Ａ０３、３７Ｂ０１、３７Ｃ０１、３７Ｃ０２、３７Ｃ 
０３、３７Ｃ０４、３７Ｃ０５、３７Ｄ０１、３７Ｄ０２、３７Ｄ０３、３７Ｄ０４、 
３７Ｄ０５、３７Ｄ０６、３７Ｄ０７、３７Ｄ０８、３７Ｄ０９、３７Ｄ１０、３７Ｄ 
１１、３７Ｄ１２、３７Ｄ１３、３７Ｄ１４、３７Ｄ１５、３７Ｄ１６、３７Ｄ１７、 
３７Ｄ１８、３７Ｄ１９、３７Ｄ２０、３７Ｄ２１、３７Ｄ２２、３７Ｄ２３、３７Ｄ 
２４、３７Ｄ２５、３７Ｄ２６、３７Ｄ２７、３７Ｄ２８、３７Ｄ２９、３７Ｄ３０、 
３７Ｄ３１、３７Ｄ３２、３７Ｄ３３、３７Ｄ３４、３７Ｄ３５、３７Ｄ３６、３７Ｄ 
３７、３７Ｄ３８、３７Ｄ３９、３７Ｄ４０、３７Ｄ４１、３７Ｄ４２、３７Ｄ４３、 
３７Ｄ４４、３７Ｄ４５、３７Ｄ４６、３７Ｄ４７、３７Ｄ４８、３７Ｄ４９、３７Ｄ 
５０、３７Ｄ５１、３７Ｄ５２、３７Ｄ５３、３７Ｄ５４、３７Ｄ５５、３７Ｄ５６、 
３７Ｅ０１、３７Ｅ０２、３７Ｅ０３、３７Ｅ０４、３７Ｅ０５、３７Ｅ０６、３７Ｅ 
０７、３７Ｅ０８、３７Ｅ０９、３７Ｅ１０、３７Ｅ１１、３７Ｅ１２、３７Ｅ１３、 
３７Ｅ１４、３７Ｅ１５、３７Ｅ１６、３７Ｅ１７、３７Ｅ１８、３７Ｅ１９、３７Ｆ 
０１、３７Ｆ０２、３７Ｆ０３、３７Ｆ０４、３７Ｆ０５、３７Ｇ０１、３７Ｇ０２、 
３７Ｇ０３、３７Ｇ０４、３７Ｇ０５、３７Ｇ０７、３７Ｈ０１、３７Ｈ０２、３７Ｈ 
０３、３７Ｊ０１、３７Ｊ０２、３７Ｊ０３、３７Ｊ０４、４２Ｘ１６、４２Ｘ２０、 
４２Ｘ２４　

第４０類 ３７Ｇ０６、４０Ａ０１、４０Ｂ０１、４０Ｃ０１、４０Ｃ０２、４０Ｃ０３、４０Ｃ 
０４、４０Ｃ０５、４０Ｃ０６、４０Ｃ０７、４０Ｃ０８、４０Ｃ０９、４０Ｃ１０、 
４０Ｄ０１、４０Ｅ０１、４０Ｆ０１、４０Ｆ０２、４０Ｇ０１、４０Ｈ０１、４０Ｈ 



(6)

０２、４０Ｊ０１、４０Ｊ０２、４０Ｊ０３、４０Ｊ０４、４０Ｊ０５、４０Ｊ０６、 
４０Ｊ０７、４０Ｊ０８、４０Ｊ０９、４０Ｊ１０、４０Ｊ１１、４０Ｊ１２、４０Ｊ 
１３、４０Ｊ１４、４０Ｋ０１、４２Ｆ０１、４２Ｋ０１、４２Ｋ０２、４２Ｘ０１、 
４２Ｘ１３、４２Ｘ１８、４２Ｘ１９、４２Ｘ２２　

第４２類 ４２Ｇ０１、４２Ｎ０１、４２Ｎ０２、４２Ｎ０３、４２Ｐ０１、４２Ｐ０２、４２Ｐ 
０３、４２Ｑ０１、４２Ｑ０２、４２Ｑ０３、４２Ｑ９９、４２Ｘ０４、４２Ｘ１１、 
４２Ｘ１４、４２Ｘ３１　

(531)ウィーン分類（参考情報） 26.3 .1 ;26 .4 .4 ;26 .4 .5 ;26 .7 .15 ;29 .1 .4 .1 ;29 .1 .4 .2 ;29 .1 .8 .  
2 ;29 .1 .11 ;29 .1 .12


