〔エ〕
物品の名称

〔エア〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

エアーコンディショ
〔え〕

ナー用グリル…………………D4-392
＊＊エアーコンディショ

絵

ナー用室外機…………………D4-320〜320A
写し絵………………………F3-411

エアーコンディショ

切り抜き絵…………………E1-12

ナー用室外機設置台…………D4-390

塗り絵………………………E1-13

エアーコンディショ

柄

ナー用吸込吹出グリル………D4-392
飲食用具の柄………………C6-191

＊ エアーコンディショ

斧用柄………………………K1-19

ナー用全面パネル……………D4-392

鎌用柄………………………K3-169

エアーコンディショ

錐用柄………………………K1-2193

ナー用送風口…………………D4-390

くつべら用柄………………B5-019

エアーコンディショナ

くわ用柄……………………K3-169

ー用タイムスイッチ…………H1-524

左官用こて柄………………K1-03

エアーコンディショナ

ショベル用柄………………K3-169

ー用通風口ルーバー…………D4-390

スコップ用柄………………K3-169

エアーコンディショ

たも網用握り柄……………K2-11

ナー用通風口…………………D4-390、D4-392

調理用具の柄………………C6-191

エアーコンディショ

調理用ボールの柄…………C5-459

ナー用取付け具………………D4-390

調理用容器支持柄…………C5-54

エアーコンディショ

釣り竿用握り柄……………K2-491、K2-491A

ナー用取付け具台……………D4-390

つるはし用柄………………K3-169

エアーコンディショ

ドライバー用柄……………K1-23191

ナー用熱交換機………………D4-320〜320A

ナイフ用柄…………………K1-119

エアーコンディショ

鍋の柄………………………C5-4192

ナー用配管材…………………D4-0

のこぎり用柄………………K1-2193

エアーコンディショ

のみ用柄……………………K1-2193

ナー用フィルター……………D4-390

はさみ用握り柄……………K1-139

エアーコンディショナ

はたき用柄…………………C3-39

ー用吹き出しグリル…………D4-392

ブラシ用柄…………………C3-29

エアーコンディショ

ほうき用柄…………………C3-39

ナー用吹き出し口……………D4-0、D4-390、

モップ用柄…………………C3-39

D4-392、L5-41

＊ エアーカーテン用

エアーコンディショ

送風機…………………………D4-42
＊＊エアークリーナー………………D4-34〜34B

ナー用放熱器…………………D4-320
＊ エアーコンディショ

エアーコンディショ

ナー用リモート

ナーの室外機用羽根…………K8-791

コントローラー………………H2-62〜62F

＊＊エアー

エアーコンディショ

コンディショナー……………D4-311〜314E

ナー用冷温水機………………D4-320

エアーコンディショ

エアーコンプレッサー…………K8-60

ナー付き棚……………………D4-30
エアーコンディショ

エアーさび落し機………………K1-35
＊ エアーシリンダー………………K9-17

ナー付き出窓………………D4-30

エアージャッキ…………………G1-30

エアーコンディショ

エアードリル……………………K1-3140

ナー付き戸棚………………D2-5160

エアーはつり機…………………K1-35

＊ エアーコンディショ
ナー用操作器…………………H2-61〜61DAD
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〔エア〕
物品の名称

〔エイ〕
意匠分類の記号

物品の名称

エアーフィルター

意匠分類の記号

映画撮影用

電気掃除機用エ

スポットライト………………D3-621

アーフィルター…………C3-419

＊ 映画撮影用投光器………………D3-621

エアーポンプ……………………K8-50、K8-513
エアーポンプ本体………………K8-50

映画スクリーン…………………J3-70
＊ 映画フィルム編集機……………J3-70

エアーマット用

映画用スクリーン………………J3-70

空気ポンプ……………………K8-50
エアーリベッター………………K1-34

映画用ビュアー…………………J3-70
＊ 永久磁石チャック………………K7-1922

エアコン架台……………………D4-390

永久磁石付き電動機……………H2-120

エアコンカバー…………………D4-390

営業用冷蔵庫、アイス

＊ エアーコンディショ

瓶等の床排水口用

ナー用カバー…………………D4-390
エアーコンディショ

トラップ………………………L2-451
＊＊英語学習機………………………F1-220

ナー用室外機付取付

映写機……………………………J3-72

ベランダ………………………L3-41

映写機

＊ エアーコンディショ

35ミリ映画映写機…………J3-72

ナー用テント……………………D4-391

16ミリ映画映写機…………J3-72

＊ エアーコンディショ

８ミリ映画映写機…………J3-72

ナー用取付け枠………………D4-390

＊ 映写機おもちゃ…………………E1-657

＊ エアーコンディショ

スクリーン………………………J3-70

ナー用防振架台………………D4-390

映写機用ビューアー……………J3-70

エアーコンプレッサ……………K8-60

映写機用ビュアー………………J3-70

エアコン用

映写スクリーン…………………J3-70

冷媒管保護カバー……………D4-0

映写台……………………………J3-70

エアシリンダ……………………K9-17

映写用スクリーン………………J3-70

エアスポイラー

映写リール………………………J3-70

自動車用

衛星航法用アンテナ……………H3-110

エアスポイラー…………G2-2953

衛星航法用空中線………………H3-110

エアゾール缶の

衛生サック………………………C4-51

ガス抜き具……………………K1-220
エアゾール容器の

＊ 衛生設備室………………………D5-60、L3-11
＊ 衛生設備室用壁…………………D5-69

穴あけ器………………………K1-220A

衛生設備室用壁埋込み

映画映写機

シャワーパネル………………D5-69

35ミリ映画映写機…………J3-72

衛生設備室用壁パネル…………D5-69

16ミリ映画映写機…………J3-72

衛生設備室用コーナー…………D5-69

８ミリ映画映写機…………J3-72

シャワーパネル………………D5-69

＊＊映画映写スクリーン……………J3-70

衛生設備室用

＊＊映画映写リール…………………J3-70

コーナーパネル………………D5-69

映画撮影機

衛生設備室用

35ミリ映画撮影機…………J3-71

収納パネル……………………D5-69

16ミリ映画撮影機…………J3-71

＊ 衛生設備室用天井………………D5-69

８ミリ映画撮影機…………J3-71

衛生設備室用

映画撮影機用リモート

天井パネル……………………D5-69

コントロール

＊ 衛生設備室用床…………………D5-69

スイッチ………………………H2-62〜62D

衛生洗浄器………………………D5-491

H2-62、

衛生通信受信

H2-62A、H2-62B

パラボラアンテナ用
一次放射器……………………H3-19
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〔エイ〕
物品の名称

〔エキ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

衛生通信用アンテナ……………H3-110

映像音声信号用分配器…………H3-13

衛生通信用アンテナ車…………G2-230

映像機器載置台…………………D2-41、D2-5321B

＊＊衛生パンツ………………………B1-7A

映像機器収納棚…………………D2-5321B

衛生便座紙………………………D5-44

映像機器用収納棚………………D2-5321B

衛星放送受信アンテナ…………H3-110

映像機器用台……………………D2-41、D2-5321B

衛星放送受信アンテナ
用コンバーター………………H3-19
衛星放送受信アンテナ

＊ 映像信号補正機…………………H4-32〜32B
＊ 映像調整器………………………H4-32〜32B
＊ 映像調整卓………………………H4-32〜32B

用仰角調整器…………………H3-19

＊ 映像特殊効果発生機……………H4-32〜32B

衛星放送受信機…………………H3-720

映像表示機用載置台……………D2-41

衛星放送受信コンバー

鋭匙

ター用取付金具………………H3-19

手術用鋭匙…………………J7-41

衛星放送受信コン

駅

バーター用導波管……………H3-19

レールおもちゃ用

衛星放送受信
テレビチューナー……………H3-720

駅…………………………E1-6329
＊＊液圧プレス………………………K7-131

衛星放送受信
パラボナアンテナ用

液位計……………………………J1-321
＊ 液位指示計………………………J1-321

一次放射器……………………H3-19

液位伝送器………………………J1-452

衛星放送受信用

駅おもちゃ………………………E1-6329

アンテナ………………………H3-110〜111

液温計……………………………J1-22

衛星放送受信用

液化石油ガス用気化器…………K6-3

アンテナの給電素子…………H3-19

液化分離機………………………K6-0

衛星放送受信用

駅舎おもちゃ……………………E1-6329

アンテナの放射素子…………H3-19

液晶温度計………………………J1-22

衛星放送受信用

液晶温度表示板…………………J1-22

アンテナ取付金具……………H3-19

液晶注入機………………………K0-00

衛星放送受信用

液晶テレビ………………………H4-341

コンバーター…………………H3-19

液晶テレビ及び

衛星放送受信用

時計付ラジオ受信機…………H4-341

チューナー……………………H3-720

液晶テレビ付ビデオ

衛星放送受信用

テープレコーダー……………H4-3452

追尾アンテナ…………………H3-110

液晶テレビ

衛星放送受信用

プロジェクター………………H4-342

テレビアンテナ………………H3-110

液晶テレビモニター……………H4-341

衛星放送受信用

液晶テレビ用バッテリー

テレビチューナー……………H3-720

ケース…………………………H1-891

衛星放送受信用導波管…………H3-19

液晶背面照光用ランプ…………D3-1130

衛星放送受信用

液晶表示器………………………H1-721

平面アンテナ…………………H3-110

液晶表示盤………………………H1-721

＊＊衛生マスク………………………C4-03

液晶表示板………………………H1-721

映像、音響機器用

液晶モニター付きビデオ

ラック…………………………D2-5321A

テーププレーヤー……………H4-3452

映像、音響機器収納棚…………D2-5321B

液晶モニター付きビデオ

映像、音響機器用

テープレコーダー……………H4-3452

収納棚…………………………D2-5321、D2-5321B

液循環用ろ過機…………………K6-120

映像及び音響機器

液状プラスチック

視聴用カプセル………………L3-201

吐出用ノズル…………………K7-49
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〔エキ〕
物品の名称

〔エッ〕
意匠分類の記号

物品の名称

エキスパンダー…………………E3-011

エスカレーター用

液体移送用コンテナ……………G1-522

手摺い材………………………G1-190

液体運搬用容器…………………G1-522

エスカレーター用

＊ 液体クロマトグラフ……………J1-522
液体コンテナ用外枠……………G1-5290

手摺枠材………………………G1-1291
＊ エスカレーター用

液体散布用ノズル………………M2-532
液体処理用ろ過機………………K6-120

意匠分類の記号

デッキ板………………………G1-1291
＊ エスカレーター用

液体浄化機………………………K6-120

デッキ板材……………………G1-1291

液体調味料入れ…………………C5-310〜310FA

エスカレーター用

液体調味料注ぎ…………………C5-310〜310FA

欄干パネル……………………G1-1291

液体燃料気化バーナー…………K8-42

エスカレーター用枠材…………G1-1291

液体燃料用タンク………………G2-50

エスカレータの

液体用攪拌機……………………K6-20

フロアプレート………………G1-1291

液体用熱交換器…………………K6-50、K6-590

エスカレータ用

液体レベルスイッチ……………H1-556

ガード…………………………G1-1290

液体濾過機用濾過板……………K6-129

エスカレータ用

＊ 駅名表示器………………………F5-10〜10C

側板枠材………………………G1-1291

＊ 液面計……………………………J1-321

エスカレータ用

液面検出器………………………H1-556

手摺枠材………………………G1-1291

液面表示器………………………J1-321

エスカレータ用

液面表示計………………………J1-321

デッキ板………………………G1-1291

液面レベル検知器………………H1-556

エスカレータ用

液流染色機用ノズル……………K5-150

デッキ板材……………………G1-1291

エクスパンション・ジ

エスカレータ用

ョイント・カバー材…………L4-410

欄干パネル……………………G1-1290

エクスパンション・

エスカレータ用枠材……………G1-1291

ジョイント・

エス字形瓦ブロック……………L6-1321

カバー受材……………………L4-410

枝打ち具…………………………K1-10

エクスパンション

枝打ち具用鞘……………………K1-52

ジョイントカバー材…………L4-411

枝打なた用鞘……………………K1-52

＊＊エクスパンダー…………………E3-011

枝打用なた………………………K1-10

エコー発生器……………………H4-160

枝切ばさみ………………………K1-133

＊ エコー付加器……………………H4-160

枝毛切り器………………………K1-10

餌つぼ
鳥かご用餌つぼ……………E0-113

枝吊具……………………………K3-151
＊ 枝払い機…………………………K3-1430C〜1430D

餌箱

枝払機……………………………K3-1430D

釣り用餌箱…………………K2-7

枝払い機本体……………………K3-1430D

絵皿………………………………C2-12

枝払い用鋸刃……………………K3-14391

＊＊エスカレーター…………………G1-120

枝伐採具用刃……………………K1-139

エスカレーター用

枝豆もぎ取り機…………………K4-0

カバープレート………………G1-1290、G1-1291

絵地図……………………………F1-2310

エスカレーター用

エックス・ワイ・

ガード…………………………G1-1290

レコーダー……………………H5-451

エスカレーター用

エックス線

照明器具………………………D3-30
エスカレーター用

横断層診断機用寝台…………J7-360
＊＊エックス線管……………………H0-10

側板枠材………………………G1-1291

エックス線撮影台………………J7-360
エックス線撮影台車……………J7-360
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〔エッ〕
物品の名称

〔エン〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

＊ エックス線防護衣………………J6-11

＊ 襟章………………………………B3-13

＊＊エックスワイ

＊ 襟芯………………………………B1-292

プロッター……………………H5-451
エッグスタンド…………………C5-241

襟巻………………………………B3-34〜34B
＊＊エルボ……………………………M2-4110

エッジ

エルボ

アイススケート

樋エルボ……………………L4-2322E

ぐつ用エッジ……………B5-229

＊＊エレクトロニック

テーブル用エッジ…………D2-913〜913A
エッジ材

フラッシュ……………………J3-34
＊ エレクトロニック

テーブル用

フラッシュ用三脚……………J3-33

エッジ材…………………D2-913〜913A

エレクトロニック

＊ 柄付たわし………………………C3-221

フラッシュ用ケース…………J3-38

柄付きたわし用収納具…………C3-29、D1-232

エレベータ

柄付ブラシ台……………………C3-29

バケット

柄付きモップ……………………C3-342
閲覧机……………………………D2-330E〜330F

エレベータ………………G1-10
＊＊エレベータ………………………G1-110

閲覧テーブル……………………D2-330F

エレベーター用

閲覧用机…………………………D2-30A、D2-330、

位置表示器……………………F5-10

D2-330F

エレベーター用

えのき茸栽培用

インターホン…………………H3-330

瓶の口部保護シート…………K3-123

エレベーター用階数表…………F5-10

えのき茸栽培用
巻き付けフイルム……………K3-123

エレベーター用かご……………G1-110
＊ エレベーター用操作器…………H2-61〜61DAD

エノキ茸栽培用容器……………K3-123

エレベーター用扉………………L5-12100

エノキダケ培養ビンの

エレベーター用表示器…………F5-10

キャップ………………………K3-123

エレベーター用

榎茸培養瓶のキャップ…………K3-123

壁面パネル……………………G1-119

榎茸培養壜のキャップ…………K3-123

エレベーター用巻上機…………G1-20

絵の具皿…………………………F1-321

エレベータかご…………………G1-110

＊＊絵の具箱…………………………F2-741

エレベータ用

＊＊絵はがき…………………………F3-13152

位置表示器……………………H2-61、F5-10

＊ エビおもちゃ……………………E1-32EC

エレベータ用階数表……………F5-10

えび突き用もり…………………K2-00

エレベータ用かご………………G1-110

＊＊エプロン…………………………B1-31〜31A

エレベータ用表示器……………F5-10

エプロン

エレベータ用

浴槽用エプロン……………D5-3190

ワイヤー巻取機………………G1-190

エプロンコンベアー用

円切りカッター…………………K1-124

ベルトクリート………………G1-190

円形カッターの刃………………K1-129

＊＊絵馬………………………………C2-21

円形組立て家屋…………………L3-200

エヤードリル……………………K1-3140

円形ドアの上枠材………………L5-141

襟

園芸作物収穫用作業車…………k3-100
替襟…………………………B1-921

園芸用穴あけピン………………K3-150

掛け襟………………………B1-292

園芸用移植ごて…………………K3-164

伊達襟………………………B1-292

園芸用運搬車……………………G2-50GB

半襟…………………………B1-292

園芸用温風暖房機………………D4-30

＊ 襟飾り……………………………B1-921

園芸用鎌…………………………K3-162

＊ 襟カバー…………………………B1-921

園芸用脚立の支柱材……………D0-291

襟カラー…………………………B1-922

園芸用脚立の踏桟材……………D0-291
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〔エン〕
物品の名称

〔エン〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

園芸用空気調和機………………D4-30

遠心分離器………………………K6-11

園芸用熊手………………………K3-161

遠心分離機用バケット…………K6-11

園芸用鍬…………………………K3-160

遠心分離脱水乾燥機の

園芸用小刀………………………K1-111

内かご…………………………K6-11

園芸用殺虫剤噴霧器用

遠心分離用バケット……………K6-11

噴射器…………………………K3-131

遠心分離用バスケット…………K6-129

園芸用散水器……………………K3-131

遠心ポンプ………………………K8-520、K8-522

園芸用散水パイプ取付

遠心ボンプ用羽根車……………K8-591

金具……………………………K3-150

延縄捲揚機………………………G1-20

園芸用支柱………………………K3-151

延縄用ロープ巻取機……………G1-20

園芸用植替シート………………K3-150

エンジン

園芸用自動潅水保温器…………K3-150

ガスタービ

園芸用スコップ…………………K3-163

エンジン…………………K8-20

園芸用スプリンクラー…………M2-532

建設機器用

園芸用穿孔器……………………K3-160

エンジン…………………K8-21

園芸用根切り器…………………K3-160

ジェットエンジン…………K8-20

園芸用はさみ……………………K1-133

自動車エンジン……………K8-20

園芸用鋏…………………………K1-133

自動二輪車用

園芸用ビニールハウス…………L3-30

エンジン…………………K8-20

園芸用ピンセット………………K3-160

農業機器用

園芸用フォーク…………………k3-160

エンジン…………………K8-21

園芸用噴霧器……………………K3-131〜131A

エンジンオイル

園芸用ブロック…………………L2-30

貯蔵タンク……………………L3-620

園藝用包装シート………………K3-150

エンジンオイル用

園芸用水差………………………K3-155

鉄粉除去器……………………K9-23

園芸用水差し……………………K3-155

エンジン回転計…………………J1-310

演劇用面…………………………E0-0

＊ エンジンガード…………………K8-290

＊＊炎光光度計………………………J1-521

エンジン

＊ 円座………………………………C1-20

駆動空気圧縮機………………K8-60

演算器
計測器用演算器……………J1-450

エンジン取付用架台……………k8-290
＊＊エンジン発電機…………………H2-111

プロセス制御用

エンジンポンプ…………………K8-50

演算器……………………J1-451

エンジン用

鉛芯ケース………………………F2-7420
遠心サンドポンプ………………K8-522
＊＊遠心送風機………………………K8-710

エアークリーナー……………K9-23
＊ エンジン用架台…………………K9-3
＊ エンジン用カバー………………K8-290

遠心送風機用

エンジン溶接機…………………K7-140

ケーシング……………………K8-790

エンジン用

＊ 遠心送風機用

伝動歯車カバー………………K8-290

シロッコファン………………K8-791

縁石………………………………L2-5211

遠心送風機用の羽根車…………K8-791

＊＊縁石ブロック……………………L2-5211

遠心送風機用羽根車……………K8-791

縁石レンガ………………………L2-30

＊ 遠心脱水機………………………K6-11

延線用吊りローラー……………H2-410

＊＊遠心鋳造機………………………K7-50

延線用導入ローラー……………H2-410

遠心鋳造機用坩堝………………K7-59

延線用保線ローラー……………H2-410

遠心破砕機用

延線用ローラー…………………H2-410

チツププレート………………K3-491

演説台……………………………D2-330G

＊＊遠心分離機………………………K6-11
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〔エン〕
物品の名称

〔エン〕
意匠分類の記号

物品の名称

塩素計

鉛筆削り

残留塩素計…………………J1-523
＊＊縁台………………………………D2-10、D2-13B

意匠分類の記号

ナイフ用替え刃………………K1-119
＊ 鉛筆削り用ナイフ………………K1-110A

＊ 演壇………………………………L3-11

鉛筆削用ナイフ…………………K1-110A

鉛蓄電池…………………………H1-82

鉛筆差し

鉛蓄電池用充電器………………H2-212

筆入れ用鉛筆差し…………F2-7429

円柱型枠用締付け金具…………L1-320

＊ 鉛筆サック………………………F2-1191

円筒形カットアウトの
密封栓…………………………H1-519

鉛筆立て…………………………F2-7212
＊ 鉛筆ホルダー……………………F2-1194

＊＊円筒研削盤………………………K7-1160

エンブロイダリー

円筒のこぎり……………………K1-422

レース機………………………K5-20

＊＊円筒のこ刃………………………K1-422
煙突
工場用煙突…………………L2-17
円筒鋸刃…………………………K1-422
煙突用継手………………………L2-17
煙突用トップフード……………D4-0
煙突用曲り………………………D4-0
＊＊エンドミル………………………K1-402
エンドミル用アーバー…………K7-1910
＊ エンドミル用切り刃……………K1-406
エンジミル用切刃………………K1-406
円盤
陸上競技用円盤……………E3-1
＊ 円盤おもちゃ……………………E1-6332
円盤発射おもちゃ………………E1-6332
＊＊鉛筆………………………………F2-111〜111B
鉛筆
化粧用鉛筆…………………B7-121
鉛筆入れ…………………………F2-7421〜7421A
＊＊鉛筆削り器………………………F2-1231
鉛筆削り器
電動鉛筆削り器……………F2-1232
鉛筆削り器付き書類
細断機…………………………F2-8120
鉛筆削り器付き
電気スタンド…………………D3-331
＊ 鉛筆削り器付き筆立て…………F2-7420
鉛筆削り器付き筆立て…………F2-7210
鉛筆削り器付き筆箱……………F2-7422
鉛筆削り器付きペー
パーシュレッダー……………F2-8120
鉛筆削器付きペン立て…………F2-7210
＊ 鉛筆削り器付き
蛍光灯スタンド………………D3-331
鉛筆削り付き
電気スタンド…………………D3-331
鉛筆削り付鋏の鞘………………K1-139
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