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〔ウィ〕                          〔ウエ〕 

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

 

〔う〕 

 

＊＊ウィンチ…………………………G1-20 

ウインドウ・ステイ……………L5-619 

ウインドジャンパー……………B1-115 

ウェーハ・ゴミ検出機…………H0-20 

ウェザーシール…………………L3-41 

＊ ウェストニッパー………………B1-65 

ウェストニッパー付き 

コルセット……………………B1-65 

ウェッジベース電球……………D3-110 

ウェットサイクロン……………K3-43 

ウェットスーツ…………………B1-13 

ウェハー運搬用容器……………G1-50 

ウェハー支持板…………………G1-59 

ウェハー支持具…………………K0-03 

＊＊筌…………………………………K2-00 

上置戸棚…………………………D2-531C 

植木支柱用連結環………………K3-151 

植木支柱用連結板………………K3-151 

植木棚用屋根……………………L3-11 

＊ ＊植木はさみ………………………K1-133～134 

＊ ＊植木鉢……………………………K3-1560～1560B 

植木ばち台………………………D1-370 

植木鉢入れ………………………K3-15691 

植木鉢入れ用枠材………………K3-15690 

植木鉢受け………………………K3-15690 

植木鉢受金具……………………K3-15690 

植木鉢受台………………………D1-370～370B 

植木鉢置台………………………D1-370～370B 

＊ ＊植木鉢カバー……………………K3-15691 

植木鉢用懸吊具…………………K3-15690 

植木鉢載置台……………………D1-370～370B 

植木ばち皿………………………K3-1560A 

植木鉢スタンド…………………D1-370～370B 

植木鉢棚用脚……………………D1-379 

植木鉢棚用棚板…………………D1-379、D2-9141 

＊ ＊植木鉢台…………………………D1-370～370B、 

L3-30 

＊  植木鉢台付きついたて…………D2-04 

植木鉢台用板……………………D1-379 

植木鉢台用受台…………………D1-379 

＊  植木鉢棚…………………………D1-370～307B 

植木鉢棚用棚板…………………D1-379 

植木鉢吊り下げ用 

支柱脚…………………………K3-15690 

植木鉢吊袋……………………K3-15690 

植木鉢の受け具…………………K3-15690 

植木ばちの吊り具………………K3-15690 

植木鉢花木支柱の 

 支持具…………………………K3-151 

植木鉢保持具……………………K3-15690 

植木鉢ホルダー…………………K3-15690 

植木鉢用植木支持具……………K3-15690 

＊  植木鉢用受け皿…………………K3-15692 

植木鉢用掛金具…………………K3-15690 

植木鉢用飾り箱…………………K3-15690 

植木鉢用カバー…………………K3-15691 

植木鉢用蓋体……………………K3-15690 

植木鉢用灌水機…………………K3-120 

植木鉢用載置台…………………D1-370 

植木鉢用皿………………………K3-15692 

植木鉢用支持台…………………D1-370～370B 

植木鉢用自動給水座……………K3-15690 

植木鉢用装飾ケース……………K3-15690 

＊  植木鉢用底板……………………K3-15690 

植木鉢用棚………………………D1-370～370B 

植木鉢台用棚板…………………D1-379 

植木鉢用棚受脚材………………D1-379 

植木鉢用台………………………D1-370～370B 

植木鉢用吊篭……………………K3-15691 

植木鉢用吊金具…………………K3-15690 

植木鉢用吊具……………………K3-15690 

植木鉢用吊下具…………………K3-15690 

植木鉢台吊手……………………K3-15690 

植木鉢用載せ台…………………D1-370～370B 

植木鉢用花木支柱の 

 固定具…………………………K3-151 

植木鉢用花の支柱………………K3-151 

植木鉢用 

 花の支柱の支持枠……………K3-151 

植木鉢用保持具…………………K3-15690 

植木鉢用水吸上げ機……………K3-15690 

植木鉢用水吸上げ具……………K3-15690 

植木保護具………………………K3-151 

植木鉢用載置台…………………D1-370 

植木用支柱………………………K3-151、L3-11 

植木用棚…………………………L3-11 

植込棚用型枠……………………L2-221 

植付け機 

  じゃがいも植付け機………K3-124 

植付け爪 

  田植え機植付け爪…………K3-1259 

受付け用カウンター……………D2-341A 

上枠カバー………………………L5-100 
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〔ウォ〕                          〔ウケ〕 

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

＊＊ウォータークーラー……………C6-61～61C 

＊  ウォータークーラー用 

水飲み口………………………C6-69 

＊ ＊ウォーターピッチャー…………C5-310～310F 

ウォーターベッド………………D2-210、D2-210B 

ウォーターベッド台……………D2-2190 

ウォーターポンプ 

プライヤー……………………K1-222 

＊  ウォーターポンププライヤー…K1-222 

ウォーム減速機…………………K9-18 

ウォッチ 

  ストップウォッチ…………J2-6 

ウォール 

  カーテンウォール…………L4-3211 

魚釣具用はさみ…………………K1-130 

魚釣針……………………………K2-31 

＊  魚釣り用はさみ…………………K1-130 

浮かし型枠止金具………………L1-330 

＊  うがい液抽出器…………………J7-20 

＊  うがい器…………………………C4-141 

うがい機…………………………C4-141、D5-22 

うがい器 

  取付け用うがい器…………D5-24 

＊  うがい台…………………………D5-22 

うがい台 

  取付け用うがい台…………D5-22、D5-24 

浮子………………………………K2-35 

うき 

  魚網用うき…………………K2-191 

  釣り用うき…………………K2-35 

  釣り用電気うき……………K2-35 

浮型枠支柱用 

間隔保持具……………………L1-331 

浮子 

  灯芯用浮子…………………D3-212 

＊ ＊浮桟橋……………………………L2-631 

浮桟橋用構造材…………………L2-631 

浮桟橋用床板……………………L2-631 

浮橋支持用フロート……………L2-62 

＊ ＊浮防波堤…………………………L2-62 

浮袋 

  救命浮袋……………………J6-20 

  遊戯用浮袋…………………E2-61 

＊  浮きプラットフォーム…………L2-14 

浮床用緩衝具……………………L6-143 

浮き床用パネル 

受け部材………………………L4-3390 

 

浮き床用床パネル 

支持具…………………………L4-3390 

浮き床用床パネル 

支持台…………………………L4-3390 

＊ ウクレレ…………………………E4-30 

受け 

  階段手摺用 

   笠木受け…………………L3-5430 

  回転窓用支軸受け…………L5-90 

  スプーン受け………………C5-533 

  茶漉し受け…………………C6-361 

  塀用笠木受け………………L3-5431 

  ベランダ手摺用 

   笠木受け…………………L3-5430 

受入器 

  パチンコゲーム機 

   用入賞玉受入器…………E2-3191 

受け金具 

  仮設用 

   大引受け金具……………L1-2192 

  仮設用 

   根太受け金具……………L1-2192 

  建築用梁受け金具…………L4-191～191C 

受け金物 

  樋受け金物…………………L4-2391 

受け具 

  大引受け具…………………L4-3391 

  家具用棚受け具……………D2-9142 

  建具錠用受け具……………L5-6391 

  根太受け具…………………L4-3391 

受け材 

  階段手摺用 

   笠木受け材………………L3-5430 

  塀用笠木受け材……………L3-5431 

  ベランダ手摺用 

   笠木受け材………………L3-5430 

受皿 

  植木鉢受皿…………………K3-15692 

  こんろ用汁受皿……………C6-44913 

  洗眼受皿……………………C4-13 

受台 

  酒器受台……………………C5-530A、C5-530D 

  電気洗たく機用 

   受台………………………C3-529 

  薬味入れ受台………………C5-530B～530C 

  輪投げ用受台………………E2-43 

打継用コンクリート 

 止め金具………………………L1-40 
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〔ウケ〕                          〔ウデ〕 

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

受付けカウンター用 

天板……………………………D2-392 

受付け台 

  電話交換機 

   受付け台…………………H3-41 

受付け用カウンター……………D2-30A、 

D2-340～341B 

受箱 

  牛乳受け箱…………………D0-110 

  新聞受け箱…………………D0-110 

  郵便受け箱…………………D0-110 

受枠付溝蓋………………………L2-442 

受枠連結金具……………………L2-449 

＊ ウサギおもちゃ…………………E1-32AD 

＊ 牛おもちゃ………………………E1-32AF 

牛の胴巻き………………………K3-220 

牛の鼻綱輪………………………K3-220 

牛の鼻輪…………………………K3-220 

牛の鼻孔中間貫通器具…………K3-220 

牛用給水器………………………K3-222 

牛用鼻環…………………………K3-220 

牛用牧草給餌器…………………K3-222 

薄板圧延機………………………K7-120 

＊ ＊雨水升……………………………L2-431～431B 

＊  雨水升ふた………………………L2-441～441B 

臼歯用歯刷子……………………C4-142～142A 

＊ ＊渦巻きポンプ……………………K8-50、K8-520 

K8-522 

渦巻ポンプ用羽根車……………K8-591 

渦巻きポンプ用 

モーター………………………H2-120、K8-592 

右側用袖瓦………………………L6-112 

打ち 

  はとめ打ち…………………F2-833 

打ち上げ花火用筒蓋……………E1-049 

打掛け……………………………B1-21 

打ち機 

  杭打ち機……………………K3-322 

  携帯用 

   空気動釘打ち機…………K1-34 

  携帯用 

   電動釘打ち機……………K1-34 

  携帯用電動 

   リベット打ち機…………K1-34 

  手動釘打ち器………………K1-2420 

  手動 

   リベット打ち器…………K1-2420 

  わら打ち機…………………K3-101 

打込み機 

 携帯用電動ステー 

  プル打込み機……………K1-34 

 ステープル 

  打込み機…………………K1-2420 

打込式アンカー…………………L2-122 

内障子付ガラス戸………………L5-12100 

＊ 内倒し窓用上枠…………………L5-1511 

＊ 内倒し窓用上枠材………………L5-1501、L5-1511 

内倒し窓用下框材………………L5-12011 

内倒し窓用下枠材………………L5-1502 

＊ 内倒し窓用縦枠…………………L5-1513 

＊ 内倒し窓用縦枠材………………L5-1513 

打抜き具 

  画びょう打抜き具…………F2-815 

内刃 

  電気かみそり用 

   内刃………………………B7-2391 

宇宙儀……………………………F1-2323 

＊ 宇宙船……………………………G4-0 

＊ 宇宙船おもちゃ…………………E1-6332 

＊＊うちわ……………………………B3-72 

うちわ 

  葬祭用うちわ………………C7-10 

うちわ掛け………………………C0-13 

うちわ紙…………………………B3-792 

＊ うちわ立て………………………C0-13 

＊ ＊うちわ骨…………………………B3-791 

＊ ＊うちわ用地………………………B3-792 

うちわ用地紙……………………B3-792 

＊ うちわ用骨………………………B3-791 

写し絵……………………………F3-411 

うつ伏せ寝用 

 おむつカバー…………………B1-81～81A 

＊ 腕おもちゃ………………………E1-625 

＊ 腕飾り……………………………B3-41 

＊＊腕カバー…………………………B2-52 

腕木材……………………………L4-112 

＊ ＊腕時計……………………………J2-30～30C 

＊  腕時計おもちゃ…………………E1-6710 

＊  腕時計 

おもちゃ用バンド……………E1-6719 

腕時計ガラス……………………J2-92 

腕時計ガラス挿入器……………K1-203 

腕時計ガラス外し器……………K1-203 

＊  腕時計ケースの 

裏ぶた開け具…………………K1-203 

腕時計側…………………………J2-391、J2-49 

 



 25

〔ウデ〕                          〔ウワ〕 

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

腕時計バンド……………………J2-392 

腕時計バンド用止金具…………B9-130～130C 

腕時計バンド用尾錠……………B9-130～130C 

＊ 腕時計本体………………………J2-30～30C 

腕時計用アラーム 

  ブザーカバー………………J2-390 

腕時計用ガラス…………………J2-92 

＊ 腕時計用側………………………J2-391 

腕時計用機械体…………………J2-390 

腕時計用 

太陽電池パネル………………H1-83 

腕時計用バネ棒…………………J2-390 

腕時計用バンド…………………J2-392 

腕時計用本体……………………J2-30～30C 

＊ 腕時計用防水具挿入器…………K1-203 

腕時計用見切板…………………J2-93 

腕時計用文字盤…………………J2-91 

腕輪………………………………B3-41 

腕輪おもちゃ……………………E1-421 

＊＊うどん……………………………A1-14 

うどん原料練機の 

回転羽根………………………K4-49 

うどん練り機……………………K4-52 

＊ うどん振りざる…………………C6-360 

うどんめん………………………A1-14 

鰻選別器…………………………K2-00 

うなぎ選別機……………………K2-00 

＊ ウナギ釣針………………………K2-31 

うね立て機 

  動力耕うん機用 

   うね立て機………………K3-1190 

＊ ＊乳母車……………………………G2-510 

＊  乳母車おもちゃ…………………E1-6352 

うば車車体………………………G2-549 

乳母車車体………………………G2-510、G2-549 

乳母車のシート…………………G2-519 

乳母車の車体……………………G2-510 

乳母車のハンドル………………G2-519 

うば車フレーム…………………G2-510 

乳母車用雨除具…………………G2-519 

乳母車用かご……………………G2-519 

うば車用風よけフード…………G2-519 

乳母車用カバー…………………G2-519 

乳母車用座席シート……………G2-519 

乳母車用シート…………………G2-519 

乳母車用車体……………………G2-510 

＊ ＊乳母車用車輪……………………G2-9110 

乳母車用手摺ガード……………G2-519 

乳母車用ハンドル………………G2-519 

乳母車用幌骨……………………G2-519 

乳母車用幌………………………G2-519 

乳母車用防寒具…………………G2-519 

＊ 馬おもちゃ………………………E1-32AE 

馬の人造尾………………………K3-220 

馬用鞍……………………………K3-220 

馬用蹄鉄…………………………K3-220 

埋込み金具 

  管継手用 

   埋込み金具………………M2-4190 

埋込み換気パイプ………………D4-0 

埋込型取付下地材………………L4-410 

埋込み具 

  船舶用防舷体 

   埋込み具…………………G3-94 

埋込化粧棚………………………D1-231 

埋込みコンセント………………H1-3422E 

埋込みスピーカー用 

パネル…………………………H4-1391 

埋込みボックス用 

カバー…………………………L2-433 

埋込ボルト………………………L4-3920 

埋込用ふた付散水栓 

ボックス………………………L2-432B 

裏当て材 

  溶接用裏当て材……………K7-1411 

裏打板材…………………………L6-1330 

裏込めブロック…………………L2-2120 

＊ 占いおもちゃ……………………E1-503 

＊ ＊売場台……………………………F5-20 

＊ ＊雨量計……………………………J1-62 

漆濾過器…………………………K6-120 

＊ うろこ取り器……………………C6-313 

上屋 

  組立上屋……………………L3-200 

上框用戸当り具…………………L5-95 

上框 

  雨戸用上框…………………L5-2111 

  網戸用上框…………………L5-1251 

  折戸用上框…………………L5-1221 

  ガラス戸用上框……………L5-12011 

  ドア用上框…………………L5-1211 

  襖用上框……………………L5-1241 

  窓用上框……………………L5-12011 

上框材……………………………L5-12011 

上皿 

  重量計用上皿………………J1-219 

 



 26

〔ウワ〕                          〔ウン〕 

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

＊ ＊上包み機…………………………K0-60 

上枠 

  雨戸上枠……………………L5-241 

  内倒し窓用上枠……………L5-1511 

  折戸用上枠…………………L5-141H 

  回転窓用上枠………………L5-1501、L5-1511 

  家具用上枠…………………D2-9121～9122 

  商品陳列ケース用 

   上枠………………………F5-2911 

  滑り出し窓用上枠…………L5-1511 

  ドア用上枠…………………L5-1511 

  嵌殺し窓用上枠……………L5-1521 

  開き窓用上枠………………L5-1511 

  窓用上枠……………………L5-141～141G、 

L5-1521 

  窓用嵌殺し上枠……………L5-1501 

  窓用引戸上枠………………L5-141～141G 

  浴室折戸用上枠……………L5-141H 

上枠材 

  雨戸上枠材…………………L5-241 

  内倒し窓用上枠材…………L5-1511 

  折戸用上枠材………………L5-141H 

  回転窓用上枠材……………L5-1501、L5-1511 

  家具用上枠材………………D2-9121～9122 

  商品陳列ケース用 

   上枠材……………………F5-2911 

  滑り出し窓用 

   上枠材……………………L5-1511 

  ドア用上枠材………………L5-1511 

  嵌殺し窓用上枠材…………L5-1521 

  開き窓用上枠材……………L5-1511 

  窓用上枠材…………………L5-141～141G、1521 

  窓用嵌殺し上枠材…………L5-1501 

  窓用引戸上枠材……………L5-141～141G 

  浴室用折戸用 

   上枠材……………………L5-141H 

雲台 

  カメラ用雲台………………J3-33 

＊＊運動競技用そり…………………E3-43 

運動着用ズボン…………………B1-121 

＊＊運動靴……………………………B5-1A～1ALF、 

B5-1B～1BKF、 

B5-1BLF、 

B5-1D～1DAK 

B5-1E～1EBK 

＊ 運動靴底…………………………B5-9120A 

運動用膝当て……………………B1-911 

＊＊運動服……………………………B1-115～115A 

運動用サポーター………………B2-44 

運動用シャツ……………………B1-113 

運動用ジャンパー………………B1-115 

＊ ＊運動用上衣………………………B1-115～115A 

運動用スーツ……………………B1-111 

運動用スカート…………………B1-122 

＊  運動用すね当て…………………B2-44 

＊ ＊運動用ズボン……………………B1-121 

運動用そり………………………E3-43 

＊  運動用手袋………………………B2-51AA 

運動用半ズボン…………………B1-121 

＊  運動用膝当て……………………B2-44 

＊  運動用肘当て……………………B2-52 

運動用服…………………………B1-115～115A 

＊  運動用ボール……………………E3-301 

＊ ＊雲盤………………………………C2-22 

＊ ＊運搬機械用レール………………G1-60 

運搬機用ガイドレール…………G1-60 

運搬具用フック…………………G1-05 

＊  運搬車……………………………G2-50～50B、 

G2-20、 

211、G2-221～231、 

G2-56、60 

運搬車 

  一輪運搬車…………………G2-56 

  貨物運搬車…………………G2-50～50B 

  患者運搬車…………………L7-23 

軌条走行用 

 ゴルフ用具運搬車……………G2-10 

 ゴルフ用具運搬車……………G2-53 

動力運搬車………………………G2-221 

運搬者用キャスター……………M3-320 

運搬車用車体……………………G2-59 

運搬者用車輪……………………G2-9110 

運搬者用収集箱…………………G2-69 

運搬車用棚板……………………G2-59 

運搬車用棚枠……………………G2-59 

運搬車用停止具…………………G2-59 

運搬具用荷台……………………G2-59 

運搬車輌用レール………………G1-60 

運搬台車…………………………G2-50 

運搬箱……………………………G1-50A 

運搬箱用ガイドレール…………G1-60 

運搬パレット用桁………………G1-5191 

運搬パレット用桁材……………G1-5191 

運搬パレット用枠………………G1-5191 

運搬パレット用枠材……………G1-5191 

運搬保存箱………………………G1-50 
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＊ 運搬用綱…………………………G1-53 

運搬用回転車……………………M3-320 

運搬用かご………………………G1-50、G1-50B 

運搬用かご車……………………G1-50、G1-50A 

運搬容器…………………………G1-50～50B 

運版用キャスター………………M3-320 

運搬用キャスター 

付き補助荷台…………………G2-59 

運搬用吸着具……………………G1-05 

運搬容器用脚……………………G1-59 

運搬容器用仕切板………………G1-59 

運搬用コロ………………………G1-00 

運搬用コンテナー………………G1-520、G1-520A 

運搬用そり………………………G2-50～50B 

運搬用タンク……………………G1-522 

運搬用台車………………………G1-00、G2-50、G2-50A

運搬用手押し台車………………G2-50B 

運搬用トレー……………………G1-510、G1-510A 

運搬用トレイ……………………G1-510A 

運搬用二輪車……………………G2-50 

運搬用パレット…………………G1-510～510B 

運搬用パレット 

方向転換補助具………………G1-5190 

運搬用パレット保護枠…………G1-5190 

運搬用 

ボールベアリング……………G1-190 

運搬用ボックス…………………G1-50 

＊ 運搬用容器………………………G1-50～510B 

G1-520～522 

運搬用容器中枠…………………G1-59 

運搬用容器の 

内寸調整板……………………G1-59 

運搬用容器の仕切板……………G1-59 

運搬用容器の取手………………G1-59 

＊ 運搬用容器の中仕切り…………G1-59 

＊ 運搬用容器のふた………………G1-59 

運搬用容器用連結具……………G1-5290 

運搬用容箱………………………G1-50B 

運搬用レール材…………………G1-60 

運搬用渡り板……………………G1-020 

運搬用箱…………………………G1-50～50B 

 

 

 


