
 12

〔イー〕                          〔イケ〕 

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

 

〔い〕 

 

＊ イースト菌醗酵器………………C5-431 

イーゼル…………………………F1-324 

家起しクランプ…………………L1-0 

家おもちゃ………………………E1-71 

イオン源用陰極…………………K0-03 

＊ イオン交換機……………………K6-40 

イオン交換濾過機………………K6-120 

イオン水生成器…………………K6-40 

イオン水製造器…………………K6-40 

イオン電極………………………H1-00 

イオン取出電極保護器…………K6-0 

＊ イオン濃度計……………………J1-523 

イオン濃度測定器………………J1-523 

イオン濃度測定機………………J1-523 

イオン発生機……………………K6-0 

イオン発生空気清浄器…………D4-34A 

イオン発生器……………………K6-0 

イカおもちゃ……………………E1-32E 

イカ加工機械用刃………………K4-39 

＊ 胃下垂帯…………………………B2-011B 

胃下垂治療椅子…………………D2-152 

筏…………………………………G2-30 

筏 

  養殖用筏……………………K2-2 

筏釣用竿受け……………………K2-494 

鳥賊釣糸用巻上機………………K2-00 

いか釣り具………………………K2-32B 

イカ釣針…………………………K2-32B 

イカ釣用掛け針…………………K2-32B 

＊ イカ釣用擬餌針…………………K2-32B 

イカ角針の仕掛投入具…………K2-00 

鳥賊内臓取出器…………………K4-0 

イカ針保持具……………………K2-7 

イカ用釣針………………………K2-31、K2-32B 

＊ 行き先表示器……………………F2-40 

育児いす…………………………D2-14M 

＊＊育児用重ね飲食器………………C5-25 

育児用コップ……………………C5-230 

育児用手付きコップ……………C5-230 

＊ ＊育すう機…………………………K3-220 

＊  育苗機……………………………K3-122～123 

育苗床……………………………K3-122 

＊  育苗箱……………………………K3-122 

育苗箱運搬器……………………K3-122 

育苗箱運搬具……………………K3-122 

育苗箱運搬車……………………G2-50 

育苗箱運搬用棚枠………………K3-122 

育苗箱洗浄用ブラシ……………K3-120 

育苗箱用結束具…………………K3-122 

育苗箱用仕切枠…………………K3-122 

育苗箱用下敷板…………………K3-122 

育苗箱用棚………………………K3-122 

育苗箱用棚枠……………………K3-122 

育苗箱用台………………………K3-122 

育苗箱用播種板…………………K3-124 

育苗箱用播種機…………………K3-124 

育苗箱用播種具…………………K3-124 

育苗ベッド………………………K3-122 

育苗容器…………………………K3-122 

育苗容器用架台…………………K3-122 

育苗用床板………………………K3-120 

育苗用根切器……………………K3-160 

育苗用容器………………………K3-122 

育苗枠用ブロック………………L2-30 

い草織り機………………………K5-10 

蘭草刈取機………………………K3-1430 

蘭草刈取収穫機…………………K3-1430A 

蘭草結束機………………………K0-62 

い草切断機用刃…………………K3-14391 

い草泥染機………………………K3-151 

蘭草の根元揃え 

土落し器………………………K3-100 

蘭草袋詰機………………………K0-60 

池 

 設置用池……………………L3-630 

異形鉄筋…………………………L4-121 

異形棒鋼…………………………L4-121 

異形棒鋼継ぎ手…………………M2-2 

活魚水槽…………………………K2-2 

生垣用安全柵……………………L3-530～530B、 

L3-530D 

＊＊生けす……………………………K2-2 

生簀枠……………………………K2-2 

池内装飾置物……………………L3-60 

生花採集用鎌……………………K3-162 

生花鋏……………………………K1-133 

生花用又木………………………C2-139 

池水用ろ過具……………………K6-120 

池水濾過器用 

 補助濾過器……………………K6-120 

＊ 池用ろ過機付き庭園灯…………D3-422 

井桁構築用ブロック……………L2-2244B 

井桁擁壁ブロック………………L2-2244B 
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〔イケ〕                          〔イス〕 

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

衣桁………………………………D2-610 

遺骨収納箱………………………C7-120 

医歯科用治療いす………………D2-152 

石突き 

  かさ用石突き………………B3-895 

  つえ用石突き………………B3-895 

石積コンクリート 

工事用引抜型枠………………L1-310 

石詰籠…………………………L2-221 

＊＊石灯ろう…………………………D3-282 

＊ 石のみ……………………………K1-211 

衣装ケース………………………D2-571 

衣裳ケース………………………D2-571 

衣裳収納ケース…………………D2-524、D2-571 

衣装収納ケース…………………D2-524、D2-571 

＊＊移植機……………………………K3-126 

移植機の 

移植手ライナー………………K3-126 

移植機用整地体…………………K3-129 

移植機用 

カップライナー………………K3-126 

移植機用苗載台…………………K3-129 

移植具……………………………K3-126、K3-129 

＊＊移植ごて…………………………K3-164 

移植ごて用柄……………………K3-169 

移植ベラ…………………………K3-164 

移植用植木鉢……………………K3-1560～1560B 

＊ 移植用樹木堀り取り機…………K3-126 

移植機用 

カップライナー………………K3-126 

＊ 異常電圧吸収器…………………H2-31 

異常電圧防止器…………………H2-31 

＊＊いす………………………………D2-10～10B、 

D2-14～150 

いす 

  あんまいす…………………J7-16C 

  医療用いす…………………D2-152 

  折畳みいす…………………D2-14G～14GA 

  回転いす……………………D2-14C～14GA 

  車いす………………………J7-71 

  劇場用いす…………………D2-14H～14HA 

  航空機客席用いす…………D2-1530 

  子供用いす…………………D2-14M～14MA 

  座いす………………………D2-10、D2-10B、 

D2-12 

  歯科治療用いす……………D2-152 

  車両用いす…………………D2-1530 

 

  自動車 

   運転席用いす……………D2-1531 

  台付きいす…………………D2-10、D2-14L 

  電動車いす…………………J7-71 

  長いす………………………D2-10、 

D2-14F～14FAA 

  寝いす………………………D2-14J 

  バス客席用いす……………D2-1532 

  美容用いす…………………D2-151 

  便器用いす…………………D5-42 

  揺りいす……………………D2-14K 

  理美容用いす………………D2-151 

  理美容いす…………………D2-151 

  列車客席用いす……………D2-1533 

  連結いす……………………D2-14H～14HBA 

  連結折畳みいす……………D2-14HB～14HBA 

椅子おもちゃ……………………E1-610 

＊＊いすカバー………………………D2-195 

いす付き洗面台…………………D5-20 

＊ ＊いす付き机………………………D2-01～01B 

＊  いす付きテーブル………………D2-01～01B 

＊  いす付き 

 ヘアードライヤー……………B7-340A 

いすの座板………………………D2-193 

いすの背もたれカバー…………D2-195 

椅子のリクライ 

ニング用ノブ…………………D2-900 

いす用頭当て……………………D2-190 

いす用運搬車……………………G2-50～50B 

＊＊いす用脚…………………………D2-94～94B 

いす用キャスター………………M3-320 

＊ いす用座…………………………D2-193 

いす用座受基台…………………D2-190 

＊ いす用背当て……………………D2-196 

＊ いす用背もたれ…………………D2-190、D2-192 

いす用取付け枕…………………D2-190 

＊ いす用布止め具…………………D2-901 

＊ いす用肘掛け……………………D2-194 

いす用ヘッドレスト……………D2-190 

＊ いす用枠体………………………D2-191 

位相計……………………………J1-40～44C 

イ草収穫機………………………K3-140 

＊＊位相測定器………………………J1-40～44C 

移送用コンテナ…………………G1-522～5239 

板 

  足場板………………………L1-121 

  雨戸板………………………L5-23 

  歩み板………………………L2-522 
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〔イタ〕                          〔イタ〕 

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

  植木鉢用底板………………K3-15690 

  帯板…………………………B2-191 

  階段用け込み板……………L4-031 

  階段用踏み板………………L4-031 

  家具用棚板…………………D2-9141 

  壁板…………………………L6-10～10C、 

L6-130～131A 

  壁用目板……………………L4-411～411A 

  かまぼこ板…………………A1-19 

  ガラス板……………………M1-4～4LA 

  がらす羽板…………………L5-1232 

  木板…………………………M1-4～4LA 

  切抜き板……………………E1-12 

  金属板………………………M1-4～4LA 

  建築用装飾板………………L6-21～21LA 

  こたつ板……………………D2-312 

  合成樹脂板…………………M1-4～4LA 

  ゴム板………………………M1-4～4LA 

  車両用渡り板………………G1-020 

  手芸用板……………………C0-30 

  字消し板……………………F2-1220 

  水上スキー板………………E3-52 

  スキー板……………………E3-4110 

  洗たく板……………………C3-510 

  建具用飾り板………………L5-96 

  釣り用足場板………………K2-01 

  天井板………………………L6-10A 

  戸袋用鏡板…………………L5-23 

  戸袋用皿板…………………L5-2210 

  戸袋用妻板…………………L5-2210 

  戸袋用天井板………………L5-2210 

  ドア用単位板………………L5-1212 

  道路用敷板…………………L6-1421 

  農業用堰板…………………L2-32A 

  羽子板………………………E2-403 

  塀板…………………………L6-1320 

  まないた……………………C5-441～441A 

  ミシン用足踏み板…………K5-2390 

  矢板…………………………L2-2121～2121A 

  焼き板………………………C5-4110B～4110BA、 

C5-4110EA、 

C5-4110F 

  屋根板………………………L6-10～10C、 

L6-120～120B 

  床板…………………………L6-10～10C、 

140～140C 

  よろい板……………………L5-1232 

  ランドセル背板……………B4-91 

  ランドセル底板……………B4-91 

板金カッター……………………K1-133 

板金矯正具………………………K1-240 

板金用はさみ……………………K1-133 

板ガラス…………………………M1-4～4LA 

板ガラス 

側面研磨機……………………K7-30 

板材 

  アコーディオン 

   カーテン用パネ 

   ル単位板材………………L5-0122 

  足場板材……………………L1-121 

  雨戸板材……………………L5-23 

  エスカレータ用 

   デッキ板材………………G1-1291 

  階段用け込み板材…………L4-031 

  階段用踏み板材……………L4-031 

  壁板材………………………L6-10～10C、 

L6-130～130C 

  壁用目板材…………………L4-411 

  壁用目壁材…………………L4-411A 

  ガラス板材…………………M1-4～4LA 

  がらり羽板材………………L5-1232 

  木板材………………………M1-4～4LA 

  金属板材……………………M1-4～4LA 

  建築用孔板材………………L6-21L 

  建築用装飾板材……………L6-21～21LA 

  合成樹脂板材………………M1-4～4LA 

  ゴム板材……………………M1-4～4LA 

  車両用煽り板材……………G2-922 

  車両用渡り板材……………G1-0291 

  戸袋用鏡板材………………L5-23 

  戸袋用皿板材………………L5-2210 

  戸袋用妻板材………………L5-2210 

  戸袋用天井板材……………L5-2210 

  トラック用 

   煽り板材…………………G2-922 

  ドア用単位板材……………L5-1212 

  塀板材………………………L6-1320 

  矢板材………………………L2-2121A 

  屋根板材……………………L6-10～10C 

L6-120～120C 

  床板材………………………L6-10～10C 

L6-140～140C 

  よろい板材…………………L5-1232 

＊＊板材圧延機………………………K7-120 

板材の連結具……………………L4-391 

板材用係止具……………………L4-329 
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〔イタ〕                          〔イド〕 

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

板上体吊上クランプ……………G1-05 

＊ イタチ捕獲用わな………………K3-130 

板の連結具………………………L4-391 

板バネ取付具……………………M3-191 

板曳網用開口板…………………K2-190 

＊＊一眼レフカメラ…………………J3-20A 

一眼レフカメラ 

ボディー………………………J3-20A 

一眼レフカメラ用 

 フイルム自動巻上機…………J3-35 

一眼レフフレックス 

 カメラボディー………………J3-20A 

位置決め穿孔機…………………K7-10、K7-112、 

K7-23 

一方向滑り止め爪付 

 スクリンプレート……………L2-4190 

＊＊胃腸縫合機………………………J7-41 

胃腸縫合器………………………J7-41 

＊ 一輪運搬車………………………G2-56 

一輪差し…………………………G2-130 

一輪車……………………………G2-40 

一輪車用サドル…………………G2-4930 

一輪車用車体フレーム…………G2-59 

一輪車用収納台…………………L3-13 

一輪車用ホーク…………………G2-490 

一輪車用ホイール………………G2-9110 

一輪車練習用補助車……………G2-490 

一輪台車…………………………G2-56 

＊ 一酸化炭素濃度計………………J1-532 

溢水口付排水栓開閉 

押釦金具………………………L2-453 

＊＊糸…………………………………M1-61 

糸 

  毛糸…………………………M1-61 

糸切刃付糸巻枠…………………C0-33 

糸切り用ハサミ…………………K1-132 

＊ 糸車………………………………K5-17 

いと電話おもちゃ………………E1-641 

糸電話おもちゃ…………………E1-641 

糸通し具…………………………C0-30 

糸通し……………………………C0-30 

糸のこ 

  卓上用電動糸のこ…………K1-3152 

  電動体取付け用 

   携帯卓上糸のこ…………K1-3152 

＊＊糸のこ刃…………………………K1-423 

糸の張力調整器…………………K5-190 

糸のりつけ機……………………K5-12 

糸巻き 

  裁縫用糸巻き………………C0-33 

糸巻き、ボタンケース 

付はさみ………………………K1-132 

糸巻き機…………………………K5-12 

糸巻機のドラム…………………K5-190 

＊ 糸巻き付きカッター……………K1-123 

糸巻取機…………………………K5-2390 

糸巻ボビン………………………K5-2396 

糸巻ボビン収納ケース…………C0-31 

移動足場…………………………L1-111 

移動家屋…………………………L3-200 

移動架台用ローラー……………G1-192 

移動壁用吊車……………………L5-62 

移動型衛生ボックス……………L3-11 

移動栽培ハウス…………………L3-30 

移動棚 

  道路用移動棚………………L3-532 

移動柵用脚………………………L3-540 

移動棚用支柱……………………L3-5410 

移動車用走行 

ガイドレール…………………G1-60 

移動書架…………………………D2-515 

移動自在トイレ…………………L3-11 

移動棚付き収納棚………………D2-515 

移動棚用ハンドル………………D2-9312～9312A 

移動台 

  照明器具用移動台…………D3-923 

移動台車用 

ガイドレール…………………G1-60 

＊ 移動棚……………………………D2-515 

移動棚用レール材………………D2-9122 

移動調理車………………………G2-230 

移動店舗…………………………L3-24 

移動店舗車………………………G2-60 

移動販売車………………………G2-230、G2-60 

移動販売自動車…………………G2-230 

移動売店…………………………L3-24 

移動便所…………………………L3-11 

移動方位測定車…………………G2-230 

移動間仕切り 

 パネル取付具…………………G5-019 

移動間仕切用気密材……………L5-0110 

移動間仕切用遮蔽具……………L5-019 

移動間仕切用 

 吊りランナー…………………L5-62 

移動間仕切用レール……………L5-511 

移動用畳床………………………L4-330 

 



 16

〔イド〕                          〔イフ〕 

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

移動用手洗器……………………C4-16 

移動用店舗………………………L3-24 

＊ 移動用便器………………………C4-28 

井戸ふた…………………………L2-4190 

井戸ポンプ………………………K8-50 

井戸用電動回転ポンプ…………K8-512 

井戸用ポンプ……………………K8-50 

＊ 犬おもちゃ………………………E1-32AC 

＊ 犬くぎ……………………………G1-69 

犬釘………………………………G1-69 

犬釘抜機…………………………K1-250 

犬釘抜き機………………………K1-250 

＊＊犬小屋……………………………E0-114、L3-200 

犬猫の首輪………………………E0-10 

犬の引紐…………………………E0-10 

犬のふん取器……………………E0-10 

犬用鎖の 

 引き手固定金具………………E0-10 

犬用首輪…………………………E0-10 

犬用飼料…………………………K3-0 

＊ 犬用ひも…………………………E0-10 

＊ 犬用ふん取り器…………………E0-10 

稲育苗棚…………………………K3-122 

＊ 稲掛け器…………………………K3-141 

＊ 稲掛け器用脚……………………K3-141 

稲藁収集機………………………K3-140 

＊ 位はい……………………………C7-131 

＊  位はい覆い………………………C7-139 

＊ ＊衣服掛け…………………………D1-111A～111AB、 

D1-21～21D、 

D2-610 

衣服掛けスタンド………………D2-610 

＊ 衣服掛け台………………………D2-610 

＊ 衣服掛け付き傘立て……………D2-03 

衣服掛け付き収納棚……………D2-03 

衣服掛け付き整理棚……………D2-03 

＊ 衣服掛け付き棚…………………D1-231、D2-03 

衣服掛けハンガー………………D1-111～111F 

衣服カバー………………………B1-90 

衣服収納かご……………………D2-581A 

衣服収納カバー…………………B1-90 

衣服収納ケース…………………D2-571 

衣服収納箱………………………D2-571 

衣服スナップ……………………B9-112 

衣服スナップ用 

止め金具………………………B9-112 

衣服整理箱………………………D2-571 

＊ 衣服調節金具用引手……………B9-149 

衣服つり下げスタンド…………D2-610 

衣服つり下げ用 

 挟持ハンガー…………………D1-111B 

衣服のスリーブ型 

仕上げ具………………………K5-21 

衣服のポケット 

地成形機………………………K5-20 

衣服ハンガー……………………D1-111～111F 

衣服ハンガー掛け台……………D2-610 

衣服ハンガー掛け付き 

棚………………………………D1-231、D2-03 

衣服ハンガースタンド…………D2-610 

衣服ハンガー取付け用 

ズボン巻付け具………………D1-119 

衣服ハンガー取付け用 

保形具…………………………D1-119 

衣服ハンガー取付け用 

横掛け桟機……………………D1-119 

衣服ハンガー用挟持具…………D1-119 

衣服ハンガー用 

クリップ………………………D1-119 

衣服ハンガー用吊り杆…………D1-119 

衣服ベルト………………………B2-2～2A 

＊ 衣服ベルト用通し具……………B9-139 

＊ 衣服ベルト用端止め具…………B9-139 

＊＊衣服ベルト用バックル…………B9-130～130C 

衣服ベルト用バックル 

  時計付き衣服ベル 

     ト用バックル……………B9-131 

  歩数計付き衣服ベ 

   ルト用バックル…………B9-131 

衣服ベルト用本体………………B2-2～2A 

衣服ホック………………………B9-113 

衣服ボタン………………………B9-111 

衣服用雄スナップ………………B9-112 

衣服用雄ホック…………………B9-113 

＊ 衣服用掛止め金具………………B9-12A、B9-130A、 

B9-130C 

衣服用飾りボタン………………B9-111 

衣服用飾りボタン………………B9-111 

＊ 衣服用肩当て……………………B1-911 

＊ 衣服用肩芯………………………B1-911 

＊ 衣服用肩パッド…………………B1-911 

衣服用カバー……………………B1-90 

衣服用挟持金具…………………B9-12B 

衣服用 

クリップハンガー……………D1-111B～111BA 

＊  衣服用くるみボタン……………B9-111 
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〔イフ〕                          〔イリ〕 

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

＊  衣服用係合金具…………………B9-130C 

＊＊衣服用スナップ…………………B9-112 

＊ 衣服用スナップ止め具…………B9-112 

＊ 衣服用スナップ本体……………B9-112 

衣服用スナップボタン…………B9-112 

衣服用スナップ 

釦の雄体………………………B9-112 

＊ 衣服スライド 

ファスナー……………………B9-1140 

＊ 衣服スライドファ 

スナーの上止め具……………B9-11490 

＊ 衣服スライドファ 

スナーの下止め具……………B9-11490 

＊ 衣服スライド 

ファスナーのテープ…………B9-11490 

＊ 衣服スライドファ 

スナーのスライダー……………B9-11491 

＊ 衣服スライド 

ファスナー引手………………B9-11492 

衣服スライドファ 

スナー用のテープ……………B9-11490 

衣服用脱色具……………………K5-150 

＊ 衣服用チャイナボタン…………B9-113 

＊ 衣服用調節金具…………………B9-140～140AA 

衣服用調節具……………………B9-140 

＊ 衣服用鼓ボタン…………………B9-111 

＊ 衣服用トグルボタン……………B9-113 

＊ 衣服用止め具……………………B9-111 

＊ 衣服用はさみ止め金具…………B9-12B 

＊＊衣服用ハンガー…………………D1-111～111F 

衣服用ハンガーの 

スカート掛け…………………D1-119 

＊ 衣服用膝当て……………………B1-911 

＊ 衣服用肘当て……………………B1-911 

＊＊衣服用ベルト……………………B2-2～2A 

衣服用ベルト締具の 

スライダー……………………B9-149 

＊ 衣服用ホック……………………B9-113 

＊ 衣服用ホック止め具……………B9-113 

＊ 衣服用ホック本体………………B9-113 

衣服用防虫カバー………………B1-90 

＊＊衣服用ボタン……………………B9-111 

衣服用ボタン頭…………………B9-111 

＊ 衣服用ボタン本体………………B9-111 

衣服用ポケット…………………B1-910 

衣服用マーク圧着機……………K5-20 

＊ 衣服用胸飾り……………………B1-914 

衣服用雌ホック…………………B9-113 

衣服用ヨーク……………………B1-910 

＊ 衣服用連結金具…………………B9-130A 

緯絣糸用捺染器…………………K5-190 

芋洗い機…………………………K4-20 

＊＊芋植付け機………………………K3-124 

芋の毛根除去機…………………K3-140 

鋳物用型枠………………………K7-59 

＊ いも堀機…………………………K3-142 

イモムシおもちゃ………………E1-32D 

イヤーレシーバ…………………H4-143 

＊ 医薬品整理棚……………………J7-24 

医薬品噴霧器……………………J7-44 

＊＊イヤホン…………………………H4-143 

イヤホン収納器…………………H4-149 

イヤホン用ケース………………H4-149 

＊ イヤホン用収納ケース…………H4-149 

＊＊イヤリング………………………B3-25 

医用検査管………………………K6-71 

入隅 

  壁用入隅……………………L4-4120～4120A 

入隅材 

    壁用入隅材…………………L4-4120～4120A 

入隅用型枠………………………L1-312～312A 

入隅用型枠材……………………L1-312A 

入隅用外装化粧板………………L4-2113 

＊ 入隅用コンクリート 

型枠……………………………L1-312～312A 

＊ 入隅用コンクリート 

型枠材…………………………L1-312A 

医療及び衛生用 

陰茎支持具……………………J7-10 

衣料掛け…………………………D1-111A、111AB、 

D1-21～21D、 

D2-610 

医療器具用収納台………………J7-24 

医療廃棄物破砕機………………K0-50 

衣料ハンガー……………………D1-111～111F 

医療保健用自動車………………G2-230 

医療用 

アンプルカッター……………K1-122 

＊ 医療用イオン発生機……………J7-57 

＊＊医療いす…………………………D2-152 

医療用液体注入制御器…………J7-40 

医療用液体定量注入機…………J7-40 

＊＊医療用 

エックス線カメラ……………J7-361 

＊＊医療用 

エックス線撮影台……………J7-360 
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〔イリ〕                          〔イレ〕 

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

＊ 医療用エックス線 

撮影機用操作器………………H2-61～61DAD 

医療用エックス線 

撮影機…………………………J7-361 

＊ 医療用エックス線 

防護壁…………………………J7-360 

医療用遠心分離機………………K6-11 

＊ 医療用オゾン発生機……………J7-57 

医療用眼底カメラ………………J3-20 

医療用脚力及び 

腕力鍛練機……………………J7-70 

医療用吸引排液器………………J7-40 

医療用吸入器……………………J7-44 

医療用吸入器の分岐管…………J7-44 

医療用索引ロッド 

取付具…………………………J7-40 

医療コルセット…………………J7-40 

医療用採血刀……………………J7-42 

医療用酸素濃縮機………………J7-20 

医療用紫外線照射器……………J7-55 

衣料用収納ケース………………D2-571 

医療用照明器具…………………D3-651 

医療用スポイト…………………J7-10 

医療用ズボン……………………B1-121 

＊ 医療用超音波撮影機……………J7-360 

医療用超音波 

診断測定機……………………J7-360 

医療用超音波噴霧器……………J7-44 

＊ 医療用手袋………………………B2-51A 

医療用点滴器……………………J7-40 

医療用点滴器具の 

 吊り具…………………………J7-40 

医療用点滴筒……………………J7-40 

医療用内視鏡……………………J7-32 

医療用ネブライザー……………J7-44 

医療用鍼…………………………J7-53 

医療用鍼の 

 研磨用案内筒…………………K1-283 

＊ 衣料用ハンガー…………………D1-111～111F 

衣料用ハンガー掛け台…………D2-610 

衣料用ハンガーカバー…………D1-119 

衣料用ハンガー固定具…………D1-119 

医療用培養器……………………K6-71 

医療用抜糸刀……………………J7-41 

医療用ピペット…………………K6-72 

医療用ピンセット………………J7-41 

医療用噴霧器……………………J7-44 

＊ 医療用ベッド……………………J7-22 

医療用縫合針……………………J7-41 

医療用無影照明灯………………D3-651 

医療用浴槽………………………J7-56 

衣類掛け…………………………D1-111A～111AB、 

D1-21～21D、 

D2-610 

＊＊衣類乾燥機………………………C3-631 

衣類乾燥機付き洗濯機…………C3-520～520C 

＊＊衣類乾燥機付き 

電気洗濯機……………………C3-520～520C 

衣類乾燥機用 

衣類乾燥ケース………………C3-639 

衣類乾燥用乾燥ケース…………C3-639 

衣類乾燥機用ケース……………C3-639 

＊ 衣類乾燥機用ノズル……………C3-639 

＊ 衣類絞り機………………………C3-61 

衣類収納箱………………………D2-571 

衣類整理ケース…………………D2-570～571 

＊＊衣類整理箱………………………D2-571 

＊ 衣類脱水機………………………C3-62 

＊ 衣類脱水機付き 

電気洗濯機……………………C3-520～520C 

衣類つり下げ用 

ハンガーの挟持具……………D1-119 

衣類用毛玉取り器………………C3-10 

衣類用ハンガー…………………D1-111～111F 

衣類プレス機……………………C3-80 

＊ イルリガートル用 

 掛け台…………………………J7-40 

入れ 

  空缶入れ……………………C3-370 

  インク入れ…………………F2-125 

  印判入れ……………………F2-7222 

  鉛筆削り器付 

   筆入れ……………………F2-7420 

  オードブル入れ……………C5-210～210J 

  おしぼり入れ………………C4-230 

  汚物入れ……………………C3-370 

  海綿入れ……………………F2-7201 

  カット綿入れ………………C4-24 

  壁掛け小物入れ……………D1-233～233B 

  乾燥剤入れ…………………C4-310 

  くし入れ……………………B7-319 

  口紅入れ……………………B7-021 

  クレジットカード 

   入れ………………………F2-7440 
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〔イレ〕                          〔イン〕 

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

  携帯用小物入れ……………B4-1～1A、B4-1B 

B4-1C、B4-1D、 

B4-1E 

  携帯用たばこ入れ…………B6-20A 

  化粧品入れ…………………B7-010 

  香水入れ……………………B7-012 

  氷入れ………………………C5-321～321B 

  小銭入れ……………………B4-1A、B4-1B、 

B4-1C、B4-1D、 

B4-1E 

  小物入れ……………………C0-12 

  酒入れ………………………C5-312 

  砂糖入れ……………………C5-320～320F 

  舎利入れ……………………C7-120 

  シャンプー入れ……………D1-232 

  朱肉入れ……………………F2-2292 

  朱肉入れ 

   付印判入れ………………F2-7220 

  食塩入れ……………………C5-320～320F   

  食卓用ごみ入れ……………C5-0 

  新聞入れ……………………D1-311～311A 

  事務用クリップ 

   入れ………………………F2-7231 

  事務用小物入れ……………F2-7231 

  石けん入れ…………………D1-232、 

D1-36～36A 

  洗たく機用 

   粉石けん入れ……………C3-529 

  洗たく挟み入れ……………C3-510 

  洗タク物入れ………………C3-512 

  ソース入れ…………………C5-310～310FA 

  卓上用たばこ入れ…………B6-20 

  たばこ入れ…………………B6-20 

  たわし入れ…………………D1-232、 

D1-36～36A 

  乳入れ………………………C5-310～310FA 

  チョーク入れ………………F2-4290 

  調理用油入れ………………C5-314 

  釣り用小物入れ……………K2-7 

  釣り用魚入れ………………K2-6 

  定期券入れ…………………F2-7440 

  生ごみ入れ…………………C3-370 

  練辛子入れ…………………C5-320～320F 

  歯ブラシ入れ………………C4-26 

  バター入れ…………………C5-320～320F 

  パイプ入れ…………………B6-190 

  パン入れ……………………C5-320～320F 

  筆入れ………………………F2-7421～7421A 

  防虫剤入れ…………………C4-310 

  墨汁入れ……………………F1-310 

  マッチの 

   燃えがら入れ……………B6-32 

  水石けん入れ………………C4-22 

  名刺入れ……………………F2-7440 

  免許証入れ…………………F2-7440 

  ようじ入れ…………………C5-5121 

  ライター付き 

   たばこ入れ………………B6-20 

 ろうそく入れ………………C7-150 

入れ付印判立て 

  朱肉入れ付 

   印判立て…………………F2-7220 

色合せおもちゃ…………………E2-10 

＊  色信号調整機……………………H4-32～32B 

＊  色見本帳…………………………F3-222 

色眼鏡おもちゃ…………………E1-651 

囲炉裏……………………………D4-10 

＊ 色立体……………………………F1-301 

＊ 祝用飾り具………………………C7-140 

＊ 岩田帯……………………………B2-011A 

陰萎治療器………………………J7-10 

印鑑………………………………F2-221 

印鑑入れ…………………………F2-7222 

印鑑ケース………………………F2-7221 

＊ 印鑑掃除具………………………F2-2290 

印鑑掃除ブラシ…………………F2-2290 

印鑑立て…………………………F2-7222 

印鑑マット………………………F2-7311 

印画紙……………………………J3-37 

陰極線管用ソケット……………H1-3443 

＊ インク入れ………………………F2-125 

インクカートリッジ……………H5-921 

インク消し具……………………F2-1220 

インクジェットプリン 

ター用印字ヘッド……………H5-911 

＊ インク吸取り器…………………F2-124 

＊＊インクスタンド…………………F2-125 

インクリボン用 

カートリッジ…………………H5-921 

＊ インクつぼ………………………F2-125 

インクつぼ付き 

ペンホルダー…………………F2-7210 

インクリボンカセット…………H5-921 

インクリボン 

巻軸用バネ……………………H5-910 

インクリボン用巻軸……………H5-910 
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〔イン〕                          〔イン〕 

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

インクローラー 

  謄写版用 

   インクローラー…………F2-219 

＊ ＊インゴット………………………M0-1 

＊ ＊インサート………………………L4-3920～3920E 

＊  インサート閉塞栓………………L4-3929 

インサート用キャップ…………L4-3929 

＊ インサート用台座………………L4-3929 

インサート用ホルダー…………L4-3929 

＊ インサイドベルト………………B1-9131 

＊ インサイドベルト地……………B1-9131 

印刷器 

  宛名印刷器…………………F2-212 

  オフセット印刷機…………K0-220 

  シルクスクリーン 

  印刷機……………………K0-220 

  事務用印刷器………………F2-212 

  ダンボール紙用 

  印刷機……………………K0-220 

  凸版印刷機…………………K0-220 

  平版印刷機…………………K0-220 

印刷機械用送り 

ローラー………………………K0-229 

印刷基板保持具…………………H1-739 

印刷機用インキタンク…………K0-229 

印刷機用インク量 

調整機…………………………K0-229 

印刷機用陰板露光機……………k0-229 

印刷機用操作卓…………………K0-20 

印刷用 

トランスプリンター…………K0-229 

印刷機用プリン 

ティングバンド………………K0-229 

印刷機用陽板洗滌機……………K0-229 

印刷機用ローラ…………………K0-229 

印刷電信機………………………H3-510 

＊ 印刷配線基板……………………H1-730 

印刷配線基板用加工機…………K0-03 

印刷配線基板用 

クランプ………………………H1-739 

印刷配線基板用連結具…………H1-739 

印刷配線板………………………H1-730 

印刷配線板保持用 

ガイドレール…………………H1-739 

＊＊印刷配線板用 

コネクター……………………H1-3432～3432B 

印刷配線板用コネク 

ターハウジング…………………H1-3432～3432B 

 印刷物つり下げ具………………F2-61 

 印刷用原紙………………………F3-1111 

 印刷用原版………………………K0-239 

＊ 印刷用原版整理棚………………K0-229 

＊ 印刷用紙乾燥機…………………K0-41 

印刷用写真製版機………………K0-21 

印刷用平版プレス機……………K0-229 

＊ ＊印材………………………………F2-221 

＊  印紙………………………………F3-1310 

印章………………………………F2-221 

印章入れ…………………………F2-7221 

＊ ＊飲食用カウンター 

 テーブル………………………D2-32、D2-341A 

飲食用容器圧縮機………………K0-50 

飲食用具入れ……………………C5-5121 

＊ 飲食用具掛け……………………C5-52A～52AA 

＊ 飲食用具収納箱…………………C5-5121 

飲食用具立て……………………C5-534～534A 

＊ 飲食用具用柄……………………C6-191 

飲食用さじ………………………C6-112～112G 

飲食用皿の吊り具………………C5-2190 

飲食用ストロー…………………C6-13 

＊ ＊飲食用スプーン…………………C6-112～112G 

＊ ＊飲食用スプーンの柄……………C6-191 

飲食用取り皿……………………C5-210 

＊＊飲食用ナイフ……………………C6-114～114A 

飲食用ナイフのさや……………C6-190 

飲食用鉢…………………………C5-210～210J 

＊＊飲食用フォーク…………………C6-113～113G 

飲食用フォーク付き 

スプーン………………………C6-110 

＊ 飲食用フォークの本体…………C6-190 

飲食用水差し……………………C5-310～310FA 

＊ 飲食用盛り器……………………C5-210～210J 

飲食用容器………………………C5-20 

飲食用ろ過具……………………C6-361 

インジエクシヨン 

マシン…………………………K7-40 

印字器 

  テープ印字器………………F2-2242 

  電子計算機用 

   データ印字機……………H5-450～450B 

印字器付電子はかり……………J1-210 

印字器付き電子秤………………J1-210A 

印字具付き接着 

テープホルダー………………F2-8140 

インジケータ付 

ロータリースイッチ…………H1-540D 
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〔イン〕                          〔イン〕 

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

印字訂正リボン用 

カートリッジ…………………H5-921 

印字リボンカセット……………H5-921 

印字リボン用マガジン…………H5-921 

＊＊インターホン……………………H3-330～330B 

インターホン親機………………H5-330 

インターホン付き 

テレビ受像機…………………H4-3450 

インターホン用選局機…………H3-331 

インターロッキング 

ブロック…………………………L6-1420 

インダクタ…………………………H1-430 

インデックスカード………………F3-1114 

＊ 咽頭カテーテル……………………J7-43 

インナーイヤー型 

ヘッドホン………………………H4-143 

インナーイヤー 

ヘッドホン用ケース……………H4-149 

印肉入れ……………………………F2-7220 

印肉ケース…………………………F2-7220 

インバーター………………………H2-20 

＊＊印箱…………………………………F2-7221 

印判…………………………………F2-221 

＊＊印判入れ……………………………F2-7222 

印判入れ 

  肉池付き印判入れ……………F2-7220 

印判ケース…………………………F2-7221 

印判材………………………………F2-221 

＊ 印判立て……………………………F2-7222 

印判立て 

  肉池付き印判立て……………F2-7220 

＊ 印判マット…………………………F2-7311 

インパクト 

クラッシャー……………………K3-41 

インパクトクラッ 

シャーの打撃板…………………K3-490 

インパクトクラッ 

シャーの打撃子…………………K3-491 

インパクトクラッシャ 

―の反発板ライナー……………K3-491 

インパクトクラッ 

シャー用打撃刃…………………K3-491 

インパクトクラッ 

 シャーの打撃板…………………K3-491 

＊ インラインポンプ…………………K8-521 

 

飲料供給機…………………………C6-61～61C 

飲料供給機、冷蔵庫、 

ショーケース付き 

収納棚…………………………D2-5160 

飲料供給器、冷蔵庫 

付き収納棚……………………D2-5160 

＊ 飲料供給機用天板………………C6-69 

飲料供給機用水飲み口…………C6-69 

＊ 飲料供給容器……………………C6-62 

＊＊飲料自動販売機…………………J5-11～11B 

＊ 飲料水入り 

 瓶冷却用容器…………………C5-326 

＊ 飲料水供給機……………………C6-61～61C 

飲料水浄水器……………………K6-121 

飲料水注ぎ………………………C5-310～310FA 

飲料水の浄化器…………………K6-121 

飲料水用殺菌器…………………K6-120 

飲料水用浄水器…………………K6-121 

飲料水用濾過器…………………K6-121 

飲料水ろ過器……………………K6-121A、6-129 

飲料水冷却器……………………C6-61～61C 

飲料注出機………………………C6-61～61C 

飲料用攪拌具……………………C6-15 

飲料水攪拌棒……………………C6-15 

飲料容器の保持具………………C5-530～530E 

飲料用給水機……………………C6-61～61C 

飲料用具の柄……………………C6-191 

飲料用浄水器……………………K6-121 

＊ ＊飲料用ストロー…………………C6-13 

＊ ＊飲料用デスペンサー……………C6-61～61C 

＊  飲料用容器支持台………………C5-530A 

飲料用冷水機……………………C6-61～61C 

＊  飲料冷温水機……………………C6-61～61C 

 

 


