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〔アー〕                          〔アイ〕 

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

 

〔あ〕 

 

アーク溶射機……………………K7-140 

アーク溶接器……………………K7-140 

アーク溶接機……………………K7-140 

アーク溶接用ロボット…………K0-020A 

アークランプ……………………D3-120 

アーケード………………………L3-11 

アーケード用可動屋根…………L3-11 

アースアンカーの鋼棒 

 保持用スペーサー……………L2-122 

アースアンカーヘッド 

 用オイルキャップ……………L1-0 

アースアンカー用 

 アンカー定着体………………L1-0 

アースアンカー用 

 パイロットキャップ…………L2-2112 

アースオーガ車…………………K3-3211 

アースオーガ付 

 クレーン………………………G1-210 

アース棒…………………………H1-314 

アーチェリー……………………E3-03 

＊ アーチェリー用胸当て…………B2-00 

アーチ形組立ガレージ…………L3-230 

アーチ型門柱……………………L3-50 

アーチ型門柱付き門扉…………L3-510～510D 

アーチ屋根構成部財……………L4-2110、L4-2112、 

 L5-100 

アーチ屋根用 

 取付け金具……………………L4-191 

アーチ屋根用 

 パッキング材…………………L4-40 

アーチ屋根用 

 パッキングの楔材……………L4-40 

アーチ屋根用目地材……………L4-40 

＊ アートコーナー…………………F3-1323 

アーム 

街路灯用アーム…………………D3-4190 

機器組立てロボッ 

 ト用アーム……………………K0-029 

シャンデリア用 

 アーム…………………………D3-31923 

照明器具つり下げ用 

 アーム…………………………D3-31922 

ドアクローザー用 

 アーム…………………………L5-619 

窓用アーム………………………L5-619 

＊ アームレスト 

 成形用金型……………………K1-60 

合かぎ切削機の 

 かぎチャック…………………K7-1102 

合鍵切削機の鍵 

 チャック………………………K7-1102 

合鍵切削機の鍵 

 チャック………………………K7-1102 

合かぎ切削機の 

 かぎチャック…………………K7-1102 

＊ 合鍵複製機………………………K7-1102 

合鍵用鍵材………………………M3-223 

愛玩動物用小屋…………………E0-114 

愛玩動物用ブラシ………………E0-10 

愛がん動物用便器………………E0-10 

アイシャドーケース……………B7-010 

＊ アイスキャンデー………………A1-15～15G 

＊ アイスキャンデー 

 成形器…………………………C6-231 

＊＊アイスクリーマー………………C6-332 

＊＊アイスクリーム…………………A1-15～15G 

＊ アイスクリームカップ…………C5-231～231E 

アイスクリームコーン…………A1-19 

＊＊アイスクリーム製造機…………K4-51 

アイスクリーム製造器…………C6-332 

＊ アイスクリーム 

ディッシャー…………………C6-232 

アイスクリーム 

フリーザー……………………C6-332 

アイスクリーム 

メーカー………………………C6-332 

アイスクリーム 

 用コーンカップ………………A1-15F 

アイスクリーム 

 用最中の皮……………………A1-192 

＊ アイススケート靴………………B5-220 

＊ アイススケート靴 

 用エッジ………………………B5-229 

アイストング……………………C6-215 

＊ ＊アイスピック……………………C6-325 

アイスペール……………………C5-321～321B 

アイスホッケー用 

 ステイック……………………E3-300 

＊＊アイスボックス…………………C5-3251 

＊ アイゼン…………………………B5-920 

＊＊アイソレーター…………………H3-10 

アイボルト………………………M3-112 

＊＊アイロン…………………………C3-810 
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〔アイ〕                          〔アコ〕 

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

アイロン 

  ヘアーアイロン……………B7-341 

＊ アイロンおもちゃ………………E1-6113 

＊＊アイロンかけ用板………………C3-82 

アイロン収納ケース……………C3-819 

アイロンホルダー………………C3-819 

＊＊アイロン用置台…………………C3-819 

＊ アイロン用ケース………………C3-819 

アイロン用仕上台………………C3-82 

アイロン用プレス台……………C3-82 

アイロン用水供給容器…………C3-819 

＊＊アウトレット……………………M2-4122 

＊＊アウトレットボックス…………H2-4230 

青写真複写機……………………J4-20 

青写真紙…………………………J3-37 

煽り板材 

  車両用煽り板材……………G2-922 

  トラック用 

   煽り板材…………………G2-922 

＊＊あかすり…………………………C4-102 

あか取り具 

  浴槽用あか取り具…………D5-3190 

明り取り…………………………L5-1260 

空缶圧搾処理機…………………K0-50 

空缶圧縮機………………………K0-50 

＊ 空缶入れ…………………………C3-370～370C 

＊ 空缶潰し機………………………K0-50 

空き缶プレス器…………………K0-50 

アクセサリー玩具………………E1-421 

アクセサリー用ケース…………C0-112 

アクセスフロア用 

 パネル支持台…………………L4-3390 

アクセスフロア用 

 バネルの支持具………………L4-3390 

アクセスフロア用 

 パネルの取付具………………L4-3390 

アクセスフロア用 

 パネルの塞ぎ板………………L4-3390 

アクセスフロア用 

 パネルの連接具………………L4-3390 

アクセスフロア用 

 床板の取付具…………………L4-3390 

アクチュエーター用 

 シリンダ………………………K9-17 

アクチュエーター付き 

 バタフライバルブ……………M2-504 

アクチュエーター………………K9-17 

＊ 握力計……………………………J7-340 

握力鍛練具………………………E3-011 

開け具 

  腕時計ケースの 

   裏蓋開け具………………K1-203 

  蓋あけ具……………………C6-2210 

揚げ 

  帯揚げ………………………B2-193 

揚げ網 

  天ぷら鍋用揚げ網…………C5-4190 

  揚網ローラ…………………K2-190 

揚げ返し機………………………K5-17 

揚返機……………………………K5-17 

揚げ機 

  業務用 

   天ぷら揚げ機……………K4-70 

上げ下げ障子の框材……………L5-12011 

上げ下げ戸 

 ユニットの上枠材……………L5-140 

上げ下げ戸 

 ユニットの下枠材……………L5-100 

上げ下げ戸 

 ユニットの縦枠材……………L5-140 

上げ下げ門扉……………………L3-50 

揚げ物機…………………………K4-70 

揚物材料の衣付機………………K4-0 

＊＊揚げ物用かすすくい網…………C6-360 

揚物用成形器……………………C6-230 

＊＊アコーディオン…………………E4-50 

アコーディオン 

 カーテン用框…………………L5-0121 

アコーディオン 

 カーテン用框材………………L5-0121 

アコーディオンカー 

 テン用パネル単位板…………L5-0122 

アコーディオン 

 カーテン用レール……………L5-50、L5-511 

アコーディオン 

 カーテンレール材……………L5-511 

アコーディオンカーテ 

 ン用バネル単位板材…………L5-0122 

＊＊アコーディオンドア……………L5-010 

アコーディオン 

 ドア用框………………………L5-0121 

アコーディオン 

 ドア用框材……………………L5-0121 

アコーディオン 

 ドア用縦框材…………………L5-0121 
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〔アコ〕                          〔アシ〕 

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

アコーディオン 

   ドア用取手……………………L5-632～632C 

アコーディオン 

 ドア用パネル単位板…………L5-0122 

アコーディオンドア用 

 パネル単位板材………………L5-0122 

＊ アコーディオン 

 ドア用フレーム材……………L5-0121 

＊＊アコーディオン 

 ドア用フレーム………………L5-0121 

＊ アコーディオン 

 ドア用レール…………………L4-50、L5-511 

＊ アコーディオン 

ドア用レール材………………L5-511 

アコーディオン…………………E4-50 

＊ 麻組織……………………………K5-131 

＊ あざみ起毛機……………………K5-152 

アザラシおもちゅ………………E1-32A 

脚 

  洗面器用脚…………………D5-29 

  人形用足……………………E1-3193 

＊ 足洗い場…………………………D5-27 

足裏按摩器………………………J7-16、J7-16B 

足裏用あんま器…………………J7-16、J7-16B 

足裏用押圧器……………………J7-16、J7-16B 

＊ 足飾り……………………………B3-44 

＊ 脚カバー…………………………B2-44 

足カバー…………………………B2-43～43A 

脚管継ぎ手………………………L3-5390 

＊ 足こぎポート……………………G3-3 

足こぎ用ボート…………………G3-3 

足付きコップ……………………C5-231C 

＊ 足載せ台…………………………D2-13～13AA 

足のつまさきカバー……………B2-43 

足場………………………………L1-110 

＊＊足場板……………………………L1-121 

足場板 

  釣り用足場板………………K2-01 

足場板クランプ…………………L1-192 

足場板固縛用 

 ずれ止め金具…………………L1-129 

＊ 足場板材…………………………L1-121 

足場板支持用 

 ブラケット……………………L1-116 

足場板接続金具…………………L1-190 

足場板取付け 

 金具用カム……………………L1-129 

足場板止金具……………………L1-129 

足場板外方側端部 

 材用型材………………………L1-129 

足場板の支持 

 ブラケット……………………L1-116 

足場板の 

 手摺取付用型材………………L1-2219 

足場板の止金具…………………L1-129 

足場板の抜止め金具……………L1-129 

足場板保持具……………………L1-190 

足場板用構成材…………………L1-121 

足場板用支持具…………………L1-10 

足場板用支持枠…………………L1-116 

＊ 足場板用枠………………………L1-129 

足場金具 

  電柱足場金具………………L2-169 

  マンホール 

   足場金具…………………L2-4391 

足場組立用金具…………………L1-116、L1-190 

＊＊足場クランプ……………………L1-192 

足場クランプ用 

 保護カバー……………………L1-190 

足場支持体………………………L1-110 

足場支柱…………………………L1-113 

足場支柱用固定 

 ベースの支持台座……………L1-119 

足場建枠筋かいピン……………L1-119 

足場つなぎ用金具………………L1-119 

足場吊金具………………………L1-191 

足場吊り具………………………G1-05 

足場吊り下げ用 

 クランプ………………………L1-191 

足場吊フック……………………L1-191 

足場手摺用支柱…………………L1-114 

足場手摺用柱……………………L1-114 

足場保持具………………………L1-190 

足場ブラケット用 

 支持金具………………………L1-119 

足場丸太結束具…………………L1-190 

足場用板材………………………L1-190 

足場用受具………………………L1-116 

足場用受材………………………L1-116 

＊＊足場用壁つなぎ…………………L1-117 

足場用壁つなぎ金具……………L1-117 

足場用金属管のコンクリート 

 掻き落し用刃物………………K1-04 

足場用クランプ…………………L1-192 

＊＊足場用支柱………………………L1-113～114 

足場用支柱の継手覆……………L1-190 
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〔アシ〕                          〔アッ〕 

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

＊ 足場用水平枠……………………L1-115 

＊ 足場用筋交い……………………L1-115 

足場用筋交いピン………………L1-119 

足場用接合金具…………………L1-192 

足場用接続金具…………………L1-190 

足場用接続具……………………L1-115、L1-190 

足場用側部枠……………………L1-112 

足場用側枠………………………L1-115 

＊＊足場用建枠………………………L1-112 

足場用建枠の脚柱………………L1-112 

足場用建枠の 

 脚柱継手金具…………………L1-119 

足場用チェーン 

 吊り金具………………………L1-191 

足場用吊り金具…………………L1-191 

足場用布枠………………………L1-115 

足場用吊フック…………………L1-191 

足場用手摺………………………L1-115 

足場用手摺支柱…………………L1-114 

＊＊足場用手すり柱…………………L1-114 

足場用抜止ピン…………………L1-119 

足場用布板のフック……………L1-190 

足場用柱…………………………L1-113 

足場用パイプ接続具……………L1-190 

足場用パイプ継ぎ金具…………L1-114、L1-119、 

              L1-190 

足場用パイプ連結具……………L1-190 

足場用控金具……………………L1-117 

＊＊足場用ブラケット………………L1-116 

＊＊足場用ベース金具………………L1-118 

足場用ベース金具の 

 敷盤……………………………L1-119 

足場用補助建枠…………………L1-112 

足場用防護網取付金具…………L1-40 

足場用防護網……………………L1-40 

足場用防護網張設金具…………L1-40 

足場用養生網……………………L1-40 

足場用養生網張設金具…………L1-40 

足場用養生網取付金具…………L1-40 

足場用レベル調節金具…………L1-118 

足場用連結具……………………L1-119、L1-129 

足ひれおもちゃ…………………E1-522 

＊ 足ふきマット……………………C1-31 

＊ 足ふきマットブロック…………C1-391 

足踏駆動ボート…………………G3-23 

＊＊足踏スイッチ……………………H1-523 

＊ 足元灯……………………………D3-64 

＊ 足輪………………………………B3-44 

＊ アスファルト散布機……………K3-326 

＊ アスファルト切断機……………K3-326 

アスファルト突固機……………K3-3240 

アスファルト 

 乳剤散布機……………………K3-326 

アスファルト廃材の 

 再生用溶融機…………………K3-326 

アスファルト舗装 

 仕上機…………………………K3-326 

＊ 預り札……………………………F3-3412 

預入機 

  現金自動預入機……………J5-33 

＊ アセチレン灯……………………D3-23 

畦カバー…………………………L2-310 

＊ あぜ成形機………………………K3-110 

畦パネル…………………………L2-310 

あぜ被覆機………………………K3-100 

畦道カバー用コンク 

 リートブロック………………L2-311 

あぜ用カバー……………………L2-311 

畦畔用コンクリート 

 ブロック………………………L2-311 

あぜ用コンクリート 

 ブロック………………………L2-311 

あぜ用板…………………………L2-310A 

あぜ用板材………………………L2-310A 

あぜ用ブロック…………………L2-311 

畦用保護材………………………L2-310～310A 

＊＊アタッシュケース………………B4-1F～1FA 

頭 

  人形用頭……………………E1-3191 

圧縮機……………………………K8-62 

圧縮機 

  圧縮空気充塡 

   圧縮機……………………K8-611 

  往復動圧縮機………………K8-611 

  カークーラー用 

   往復動圧縮機……………K8-611 

  ガスタービン用……………K8-62 

   軸流圧縮機………………K8-62 

  ターボ形圧縮機……………K8-62 

  ラジアル圧縮機……………K8-62 

＊ 圧縮機用 

 エァーフィルター……………K9-23 

＊＊圧縮機用ケーシング……………K8-690 

＊ 圧縮機用羽根車…………………K8-691 

圧縮機用防音カバー……………K8-690 

＊ 圧縮機用防音箱…………………K8-690 
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〔アッ〕                          〔アナ〕 

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

＊ 圧縮機用防振台…………………K9-3 

圧縮空気供給用圧縮機…………K8-50 

＊ 圧縮空気充てん用 

 圧縮機…………………………K8-611 

圧縮空気充塡用容器……………K8-50 

圧縮空気用除湿機………………K8-690 

圧縮空気用 

 ホース巻取り器………………K3-154 

圧縮空気用水分離器……………K8-690 

圧縮試験機………………………J1-512 

＊＊圧縮成形機………………………K7-40 

＊＊圧縮強さ試験機…………………J1-512 

圧接器 

  電線用 

   接続金具圧接器…………K1-261 

圧着機 

  携帯用空気動電線 

   接続子圧着機……………K1-36 

圧着器 

  電線端子圧着器……………K1-261 

  電線用端子自動 

   圧着器……………………K0-03 

  鉛沈子圧着器………………K1-260 

＊＊圧着端子…………………………H1-320 

アップリケ………………………B3-36 

圧延機 

  線材圧延機…………………K7-120 

  板材圧延機…………………K7-120 

  分魂圧延機…………………K7-120 

圧延機用ロール…………………K7-129 

圧延ロールカセット……………K7-129 

圧縮機用 

 エアーフイルター……………K9-23 

圧縮空気用水分離器……………K8-690 

圧電 

 アクチュエータ素子…………H1-71 

圧電型ブザー……………………H4-129 

＊＊圧電素子…………………………H1-71 

圧電素子 

  ライター用 

   圧電素子…………………B6-491 

圧電ファン………………………K6-50 

圧電ブザー………………………H4-129 

圧電変換半導体素子……………H1-71 

圧入器 

  グリース圧入器……………K9-22 

圧力釜……………………………C5-4112 

 

圧力計 

  タイヤ圧力計………………J1-33 

圧力計付きガス 

 圧力調整器……………………J1-30 

圧力計付減圧弁…………………M2-500 

＊ 圧力継電器………………………H1-60～61C 

＊ 圧力検出器………………………H1-557 

＊＊圧力スイッチ……………………H1-557 

圧力調整器………………………M2-500 

圧力調整弁………………………M2-500 

圧力伝送器………………………J1-452 

＊＊圧力なべ…………………………C5-4112 

圧力変換半導体素子……………H1-71 

圧力容器に於ける 

 作業操作口のふた……………L2-440 

当て 

衣服用肩当て………………B1-911 

衣服用膝当て………………B1-911 

衣服用肘当て………………B1-911 

衣服用すね当て……………B2-44 

運動用肘当て………………B2-52 

運動用膝当て………………B2-44 

げた用歯当て………………B5-790 

調理用指当て………………C6-310 

腹当て………………………B2-010 

当て金 

コンクリート型枠 

締付け用当て金……………L1-3234 

コンクリート型枠 

 締付け用当て金…………L1-3234A～3234B 

あて紙……………………………F4-10～10BF 

当て具 

調理用ナイフ 

   当て具……………………C6-310 

＊ 宛名印刷器………………………F2-212、K0-220 

＊＊アドバルーン……………………F5-12 

孔あきボード用 

 棚支えフック…………………D1-21E 

孔あけカッター…………………K1-200 

穴あけ機 

椎茸栽培用 

 原木穴あけ機……………K3-123 

たばこフィルター 

   穴あけ器…………………B6-0 

  耳たぶ用穴あけ器…………B7-00 

穴明け具…………………………K1-422 

穴あけ工具………………………K1-225 

＊ 穴子釣針…………………………K2-31 
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〔アナ〕                          〔アマ〕 

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

穴しゃくし………………………C6-211 

穴杓子……………………………C6-211 

穴堀器……………………………K3-323 

穴堀建柱車………………………K3-322 

穴堀り作業車……………………K3-3211 

アノードキャップ………………H1-749 

アノラック………………………B1-110 

あぜ被覆板………………………L2-310 

アフガン編針……………………C0-34 

あぶらあげ………………………A1-13 

油入開閉器………………………H1-511～511A 

油入しゃ断器……………………H1-511～511A 

＊ 油回収機…………………………J6-5 

＊ 油開閉器…………………………H1-511～511A 

油ガス化炉………………………K6-3 

油紙………………………………M1-2～2L 

油切り 

  調理用油切り………………C5-452 

油交換器…………………………K9-240 

＊＊油差し……………………………K9-21 

油差し受具………………………K9-29 

＊ 油差し用キャップ………………K9-29 

＊＊油遮断器…………………………H1-511 

油タンク…………………………G1-522 

＊ 脂取り紙…………………………F3-422 

油飛散防止板……………………C6-44922 

油分離タンク……………………K6-10 

アプローチゲート 

 付組立車庫……………………L3-230A 

甘皮押し…………………………B7-140 

雨合羽……………………………B1-110 

雨ガッパ用ズボン………………B1-121 

＊ 雨靴………………………………B5-1C～1CF、 

B5-1CJ、B5-1CS、 

B5-1DC、B5-1EC 

甘栗用鬼皮割具…………………C6-313 

雨仕舞材…………………………L4-2114 

雨樋用ごみ止め…………………L4-2390 

雨樋用支持金具…………………L4-2391 

雨樋用継手………………………L4-2322B、L4-2322E 

雨樋用止り………………………L4-2323 

雨樋用排水蓋……………………L4-2390 

雨樋用発砲体ロッドの 

 上端保護キャップ……………L4-2390 

雨土用発砲体ロッドの 

 固定具…………………………L4-2390 

雨樋用ブラケット………………L4-2391 

雨とい用水落とし………………L4-2390 

＊＊雨戸………………………………L5-210 

雨樋………………………………L4-231～231D 

雨樋受け…………………………L4-2391 

雨樋受金具………………………L4-2391 

雨戸受具…………………………L4-2391 

雨樋エルボ………………………L4-2322E 

雨樋材……………………………L4-231～231D 

雨樋支持金具……………………L4-2391 

雨樋支持金具用型材……………L4-2391 

雨樋支止具………………………L4-2391 

雨樋止水器………………………L4-2323 

雨樋集水器………………………L4-2321 

雨樋装飾具………………………L4-2390 

＊ 雨戸板……………………………L5-23 

＊ 雨戸板材…………………………L5-23 

雨樋チーズ………………………L4-2322E 

雨樋継手…………………………L4-2321～2322C、 

L4-2322E 

雨樋つり金具……………………L4-2391 

雨樋取付金物……………………L4-2391 

雨樋取付具………………………L4-2391 

雨樋止り…………………………L4-2323 

雨樋の保持具……………………L4-2391 

雨樋曲り…………………………L4-2322D 

雨樋用エンドキャップ…………L4-2323 

雨どい用 

 ガイドレール金具……………L4-2391 

雨樋用鎖…………………………L4-231E 

雨樋用鎖片………………………L4-231E 

雨樋用集水器……………………L4-2321 

雨樋用集水口……………………L4-2321 

雨樋用チェーン…………………L4-231E 

雨樋用ドレーン…………………L4-2321 

雨樋用水落とし…………………L4-2321、L4-2390 

雨樋連結金具……………………L4-2322 

雨戸上框…………………………L5-2111 

雨戸上框材………………………L5-2111 

雨戸上枠…………………………L5-241 

雨戸上枠材………………………L5-241 

＊ 雨戸框……………………………L5-2110 

＊ 雨戸框材…………………………L5-2110 

＊ 雨戸構成単位板…………………L5-23A 

＊ 雨戸構成単位板材………………L5-23A 

雨戸下框…………………………L5-2111 

雨戸下框材………………………L5-2111 

雨戸下レール……………………L5-242 

雨戸下レール支持部材…………L5-244 

雨戸下枠…………………………L5-242 
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〔アマ〕                          〔アミ〕 

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

雨戸下枠材………………………L5-242 

雨戸縦框…………………………L5-2112 

雨戸縦框材………………………L5-2112 

雨戸縦枠…………………………L5-243 

雨戸縦枠材………………………L5-243 

雨戸戸袋皿板……………………L5-2210 

雨戸戸袋付き窓枠………………L5-112 

雨戸のあおり止め 

 受け具…………………………L5-95 

雨戸のあおり止め 

 係止具…………………………L5-95 

雨戸のコーナー用 

 レール…………………………L5-91 

雨戸の上下調節駒………………L5-91 

雨戸のすれ止め…………………L5-93 

雨戸の連結具……………………L5-6330 

＊＊雨戸用板…………………………L5-23～23A 

雨戸用板材………………………L5-23～23A 

雨戸用上レール…………………L5-241 

＊＊雨戸用上框………………………L5-2111 

雨戸用上框材……………………L5-2111 

＊＊雨戸用上枠………………………L5-241 

＊ 雨戸用上枠材……………………L5-241 

＊＊雨戸用下框………………………L5-2111 

＊ 雨戸用下框材……………………L5-2111 

雨戸用下レール…………………L5-242 

＊＊雨戸用下枠………………………L5-242 

＊ 雨戸用下枠材……………………L5-242 

雨戸用下わく材…………………L5-242 

雨戸用締り錠……………………L5-6331～6331A 

＊ 雨戸用錠…………………………L5-6331～6331A、 

L5-90 

＊＊雨戸用縦框………………………L5-2112 

＊ 雨戸用縦框材……………………L5-2112 

＊＊雨戸用縦枠………………………L5-243 

＊ 雨戸用縦枠材……………………L5-243 

雨戸用単位板……………………L5-23A 

雨戸用単位板材…………………L5-23A 

雨戸用戸袋………………………L5-220 

雨戸用戸袋枠材…………………L5-2210～2210 

雨戸用見切枠……………………L5-2210 

雨戸用召合わせ框………………L5-2212 

雨戸用枠材………………………L5-240～242 

雨戸枠の上枠……………………L5-241 

雨戸枠の下枠……………………L5-242 

＊ 雨戸枠補強材……………………L5-240 

＊ 雨戸枠用支持材…………………L5-244 

雨戸枠用ブラケット……………L5-244 

雨戸枠用ブラケット材…………L5-244 

＊ 雨戸枠連結材……………………L5-240 

雨水枡蓋…………………………L2-441B 

雨水・汚水貯留槽の 

 排水ポンプ設置用 

 ブロック………………………L2-4390 

雨水集水ます……………………L4-2321 

雨水浸透管………………………L2-411B 

雨水浸透管用外挿具……………L2-4190 

雨水浸透管用枠…………………L2-4190 

雨水浸透桝………………………L2-431A、L2-432A 

雨水地下浸透用ます……………L2-431B 

雨水桝……………………………L2-430～431B 

雨水升ふた………………………L4-441～442 

雨水桝用上枠……………………L2-441B～442 

雨水升用管継手…………………L2-431A 

雨水ます用ごみ除去 

 フィルター……………………L2-4390 

雨水桝用蓋………………………L2-441～442 

雨水用フィルターの 

 保持皿…………………………L2-4190 

雨水濾過用容器…………………L2-431A～431B 

網 

揚げ物用 

   かすすくい網……………C6-360 

  運搬用網……………………G1-53 

  金網…………………………M1-5 

  昆虫採集用網………………E0-12 

  魚焼き用網…………………C5-4110B 

  叉手網………………………K2-11 

  たも網………………………K2-11 

  定置網………………………K2-10 

  天ぷら鍋用揚げ網…………C5-4190 

  トースター用 

   焼き網……………………C6-4329 

  法面用網……………………L2-221 

  海苔養殖用網………………K2-10 

  曳網…………………………K2-10 

  防鳥網………………………K3-130 

  焼き網………………………C5-4110B 

C5-4110BA 

編き機……………………………K5-160 

編機 

  魚網編機……………………K5-14 

  くつ下編機…………………K5-14 

  ゴム編機……………………K5-14 

  俵編み機……………………K3-101 

  丸編機………………………K5-14 
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〔アミ〕                          〔アル〕 

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

  横編機………………………K5-14 

編機の針床………………………K5-1690 

編機用シンカー…………………K5-190 

編機用テーブル…………………K5-1690 

編機用ニードル 

 プロテクター…………………K5-190 

編機用パターン 

 情報カード……………………K5-1690 

編機用目移具……………………K5-190 

編機用目移し針…………………K5-1692 

編組機械用ボビン………………K5-192 

網材………………………………M1-103 

＊＊網地………………………………M1-103 

網杓子……………………………C6-360 

網付き面格子の縁材……………L3-5452 

網付きよろい戸…………………L5-1230 

網点面積率計……………………J1-250 

＊＊網戸………………………………L5-1250 

網戸 

  建物用網戸…………………L5-1250 

網戸中央縦框材…………………L5-1252 

＊ 網戸用網押え具…………………L5-90 

網戸用網押え材…………………L5-1254 

＊＊網戸用上框………………………L5-1251 

＊ 網戸用上框材……………………L5-1251 

網戸用押え縁……………………L5-1254 

網戸用押え縁材…………………L5-1254 

＊ 網戸用押し縁……………………L5-1254 

＊＊網戸用押し縁材…………………L5-1254 

網戸用框材………………………L5-1251～1252 

網戸用コーナー金具……………L5-91 

＊＊網戸用下框………………………L5-1251 

＊ 網戸用下框材……………………L5-1251 

網戸用充塡材……………………L5-1254 

網戸用錠…………………………L5-6331～6332 

＊＊網戸用縦框………………………L5-1252 

＊ 網戸用縦框材……………………L5-1252 

網戸用縦枠材……………………L5-143 

網戸用突合せ框…………………L5-1252 

網戸用戸当り材…………………L5-1020～1021 

＊ 網戸用戸車レール………………L5-105 

＊ 網戸用戸車レール材……………L5-105 

網戸用中框材……………………L5-1253 

＊＊網戸用中桟………………………L5-1253 

＊ 網戸用中桟材……………………L5-1253、L5-253 

網戸用中骨………………………L5-1253 

網戸用レール材…………………L5-105 

編針………………………………L5-34 

編針包装用枠……………………F4-9110 

＊＊編ひも……………………………M1-621 

網みひも機…………………………K5-14 

＊＊編み棒……………………………C0-34 

編棒入れ…………………………C0-31 

＊＊編物地……………………………M1-100～102、 

M1-12～12M 

編物テープ………………………M1-621 

編みもの用かぎ針………………C0-34 

編物用具入れ……………………C0-31 

飴…………………………………A1-15～15G 

あめ菓子…………………………A1-15～15G 

＊＊あめ玉……………………………A1-15～15G 

あやつり人形……………………E1-310 

＊ あやとりひも……………………E2-10 

鮎掛針……………………………K2-31 

＊ アユ釣針…………………………K2-31 

鮎釣用鼻環………………………K2-30 

鮎釣り用引き舟…………………K2-6 

鮎釣用たも網……………………K2-11 

鮎釣用仕掛け……………………K2-30 

鮎の掛け針………………………K2-31 

鮎り友釣り用オモリ……………K2-34 

鮎の友釣用鼻環…………………K2-30 

＊ 歩み板……………………………L2-522 

アラーム付 

 テレビ受像機…………………H4-3450 

＊＊洗いおけ…………………………C5-455 

洗い桶 

  水切りざる付 

   洗い桶……………………C5-457 

洗い機 

  皿洗い機……………………C6-71～71A 

  食器洗い機…………………C6-71～71A 

  食品洗い機…………………C6-70 

  モップ洗い器………………C3-352 

アライグマおもちゃ……………E1-32AA 

洗い場 

  足洗い場……………………D5-27 

  浴室用洗い場………………D5-30 

＊＊洗い場付き浴槽…………………D5-313 

＊ 洗い場付き浴槽載置台…………D5-30 

洗い場用マット…………………D5-34 

＊＊あられ……………………………A1-15～15G 

蟻牧はい上り防止具……………K3-130 

アリ溝用刃物……………………K1-428 

＊ 亜硫酸ガス濃度計………………J1-532 

＊ アルカリ度計……………………J1-523 
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〔アル〕                          〔アン〕 

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

アルコール温度計………………J1-22 

＊ アルコールこんろ………………C6-442A 

＊ アルコールこんろ用 

 なべ支持具……………………C6-44921 

＊＊アルバム…………………………F3-221 

アルバム台帳……………………F3-13212 

アルバム用紙……………………F3-13212 

＊＊アルバム用台紙…………………F3-13212 

＊ アルバム用 

 ちょうつがい…………………F3-290 

＊ アルバム用表紙…………………F3-2911 

アルバム押出目地棒……………L4-430 

唖鈴………………………………E3-011 

亜鈴………………………………E3-011 

＊＊泡立て器…………………………C6-330 

泡立て器 

  理容用 

   石けん泡立て器…………B7-201 

あわび育成棚……………………K2-2 

アワビ礁用ブロック……………L2-642 

あわび用魚礁ブロック…………L2-640～642 

あわび養殖用ブロック…………L2-640～642 

あん入り菓子……………………A1-15～15G 

あん入り焼き菓子………………A1-15～15G 

＊＊あんか……………………………D4-13 

アンカー…………………………L1-40、L2-2110、 

L3-269 

アンカー 

  焼成炉用内壁取付 

   アンカー…………………K0-490 

  船舶用アンカー……………G3-93 

アンカー杭………………………L2-2110 

アンカーくぎ……………………M3-10、M3-120 

アンカー定着体用 

 シース…………………………L1-0 

アンカー鉄筋埋込具……………L1-30 

アンカーナツト…………………M3-113 

アンカーナット埋込具…………L4-3929 

アンカーのコア材………………L2-2120 

アンカーピース…………………M3-120、L4-3920 

アンカー部材……………………L4-3920 

アンカーヘッド用 

 オイルキャップ………………L1-0 

アンカーヘッド用 

 支圧板…………………………L1-0 

アンカーボルト…………………M3-10、M3-112 

アンカーボルト支持具…………L1-30 

アンカーボルト保持具…………L1-433 

アンカー用くぎ…………………M3-10、M3-120 

暗きょ下水管……………………L2-411 

＊ 暗渠集水管………………………L2-411～411E 

暗渠集排水管……………………L2-411B 

暗渠集排水用管材………………L2-411B 

暗渠側溝用ブロック……………L2-411、L2-411D 

暗渠排水管………………………L2-411～411E 

暗キョ排水促進用基体…………L2-4190 

暗渠排水土管……………………L2-411C 

暗渠排水パイプ…………………L2-411B 

暗キョ排水用促進材……………L2-4190 

暗渠パイプ………………………L2-411 

＊＊暗渠ブロック……………………L2-411～411E 

暗渠用管…………………………L2-411～411E 

暗渠用管材………………………L2-411～411E 

暗渠用管理桝ブロック…………L2-412 

暗渠用コンクリート 

 ブロック………………………L2-413 

暗渠用排水ブロック……………L2-411～411E 

暗渠用プラスチック 

 シート…………………………L2-410 

暗渠落差部構成用の 

 ボックスカルバート…………L2-410 

暗渠下水管………………………L2-411 

暗きょ集水管……………………L2-411～411E 

暗きょ排水管……………………L2-411 

暗渠パイプ………………………L2-411 

暗渠ブロック……………………L2-411～411E 

暗渠用排水ブロック……………L2-411～411E 

暗渠用ブロック…………………l2-411～411E 

アングル止水栓…………………M2-530 

＊＊アングル弁………………………M2-500 

あんこう 

  樋あんこう…………………L4-2321 
暗室………………………………L3-201 

＊＊安全かみそり……………………B7-221～221A 
安全剃刀のキャップ……………B7-2290 

安全かみそりの 

 ホルダー………………………B7-221～221A 

安全かみそり用柄………………B7-221～221A 

＊＊安全かみそり用替え刃…………B7-2291～2291A 

安全剃刀用 

 替え刃ケース…………………B7-2290 

安全かみそり用カバー…………B7-2290 

安全かみそり用 

 キャップ………………………B7-2290 

安全かみそり用 

 ヘッドカバー…………………B7-2290 
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〔アン〕                          〔アン〕 

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

安全かみそり用 

 ホルダー………………………B7-221A 

安全器付ガスメーター…………J1-323 

安全柵……………………………L3-530～530B、 

L3-530D 

安全柵 

  道路用安全柵………………L3-530～530D 

安全索張設用 

 支柱組立体……………………L1-113 

安全柵用連結金具………………L3-549 

安全柵連結金具…………………L3-549 

安全ネット………………………L1-40 

安全ネット吊り金具……………L1-40 

安全ネット吊下金具……………L1-40 

安全ネット用カラビナ…………L1-40 

安全標識用連結具………………L3-532 

＊＊安全ピン…………………………B9-21 
安全フック 

  作業用安全フック…………J6-19 

安全ベルトの着衣摩損 

 防止用カバー…………………G2-2943 

安全ベルトの着衣磨損 

 防止カバー……………………G2-2943 

安全ベルト用カバー……………G2-2943 

＊ 安全弁……………………………M2-500 

安全弁用ダイヤフラム…………M2-590 

安全用親綱の 

 張設用支柱……………………L1-113 

アンダーカーペット 

 ケーブル………………………H1-10 

＊＊アンダーシャツ…………………B1-62～62B 

＊＊アンテナ…………………………H3-110～H3-112 
アンテナ 

  室内アンテナ………………H3-111 

  車両アンテナ………………H3-112 

  周波数変換器 

   アンテナ…………………H3-110 

  パラボナアンテナ…………H3-110 

アンテナ架台……………………H3-19 

アンテナ切換器…………………H3-13 

アンテナ支柱の取付具…………H3-19 

アンテナ支柱用 

 固定金具………………………H3-19 

＊＊アンテナ素子……………………H3-19 

アンテナ素子付 

 ブラケット……………………H3-19 

＊ アンテナ素子取付け具…………H3-19 

 

アンテナ素子の 

 取り付け部材…………………H3-19 

アンテナ張設ワイヤの 

 基部固定金具…………………H3-19 

アンテナ搭載用 

 自立式鉄塔……………………H3-19 

アンテナ取付架台………………H3-19 

＊ アンテナ取付け具………………H3-19 

アンテナ取付台…………………H3-19 

アンテナブースター……………H3-22 

アンテナブースタ用 

 電源……………………………H2-20 

アンテナ分配器…………………H3-13 

アンテナ放射器…………………H3-19 

アンテナポール…………………H3-19 

アンテナマスト…………………H3-19 

アンテナマスト 

 クランプ………………………H3-19 

アンテナマスト取付具…………H3-19 

アンテナマストの台座…………H3-19 

アンテナ用一次ホーン…………H3-19 

アンテナ用インピー 

 ダンス調整器…………………H3-13 

＊ アンテナ用飾り玉………………H3-19 

アンテナ用脚……………………H3-19 

アンテナ用共聴器………………H3-13 

アンテナ用結合器………………H3-19 

アンテナ用混合器………………H3-12 

アンテナ用支持架台……………H3-19 

アンテナ用支持具………………H3-19 

アンテナ用支持台………………H3-19 

アンテナ用支線張設具…………H3-19 

アンテナ用 

 周波数変換器…………………H3-19 

＊ アンテナ用整合器………………H3-13 

アンテナ用接続金具……………H3-19 

アンテナ用ダイポール…………H3-19 

アンテナ用取付金具……………H3-19 

アンテナ用取付具………………H3-19 

アンテナ用柱……………………L2-162 

アンテナ用反射器………………H3-19 

アンテナ用ブースター…………H3-22 

＊ アンテナ用分岐器………………H3-13 

アンテナ用分配器………………H3-13 

アンテナ用分波器………………H3-12 

アンテナ用 

 壁角取付金具…………………H3-19 
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〔アン〕                          〔アン〕 

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

アンテナ用 

 ベランダ取付金具……………H3-19 

アンテナ用屋根馬………………H3-19 

アンテナ用床取付金具…………H3-19 

＊ 行灯………………………………D3-27 

案内カード………………………F3-1314 

案内具 

  建具案内具…………………L5-93 

案内板 

  斜流ポンプ用 
   案内板……………………K8-591 

案内標識板………………………F5-10～10C 

案内用ロボット…………………K0-020 

アンプル 

  包装用アンプル……………F4-58 

アンプル開封器…………………K1-122 

＊ アンプルカッター………………K1-122 

アンプル切用はさみ……………K1-130 

アンプル切断器…………………K1-122 

＊ あんまいす………………………J7-16C 

＊＊あんま器…………………………J7-16～16B 

あんま器付椅子…………………J7-16C 

＊ 安眠用眼帯………………………C4-03 

安眠用冷却器付き枕……………J7-13 

 

 

 


