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〔オー〕                          〔オイ〕 

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

 

〔お〕 

 

オーガービット…………………K1-4081 

＊＊オージオメーター………………J7-340 

オートダイヤラー………………H3-323 

オーディオエフェクタ…………H4-160 

オーディオ 

カセットテープ………………H4-4192A 

オーディオ機器 

収納ラック……………………D2-5321B 

オーディオ機器用把手…………H1-04 

オーディオ機器用取手…………H1-04 

オーディオ機器用 

ラック…………………………D2-5321～5321B 

＊ オーディオタイマー……………J2-40BA 

オーディオ用ラック……………D2-5321B 

オーディオラック………………D2-41B、 

D2-5321A～5321B 

オーディオタイマー……………J2-40BA 

オーディオ 

ディスクプレイヤー…………H4-460～460BB 

＊＊オートクレーブ…………………K6-3 

オートシートフィーダ…………H5-922 

＊ ＊オートバイ………………………G2-30～30D 

＊ ＊オートバイおもちゃ……………E1-6316 

オートバイ格納庫………………L3-231 

オートバイ 

乗用車つなぎ服………………B1-13 

オートバイ 

輸送用コンテナ………………G1-520A 

オートバイ 

輸送用パレット………………G1-520B 

オートバイ用エンジン…………K8-20 

オートバイ用靴…………………G2-3950 

オートバイ用ナンバー 

プレート支持板………………G2-2952 

オートバイ用 

ヘルメット……………………B2-65 

オートバイ用 

無線通信機……………………H3-613 

＊ ＊オードブル入れ…………………C5-210～210J 

＊  オードブル皿……………………C5-210～210J 

＊ ＊オーバーコート…………………B1-110 

＊ ＊オーバーシューズ………………B5-921 

オーバーヘットコン 

ソール成形用金型……………K1-60 

 

オーバーヘッド 

プロジェクタ…………………J3-52 

＊＊オーバーヘッド 

 プロジェクター………………J3-52 

オーバーベット 

 コンベヤー用レール…………G1-60 

オーバーベット 

コンベア用レール……………G1-60 

オーバーヘッドコン 

ソール成形用金型……………K1-60 

＊ オーバーロックミシン…………K5-230B 

オーブン…………………………C6-4310～4310BA、 

K4-71 

オーブン 

  ガスオーブン………………C6-4310～4310BA 

  製菓用オーブン……………K4-71 

  電気オーブン………………C6-4310～4310BA 

  ビスケット製造用 

   バンドオーブン…………K4-71 

オーブンおもちゃ………………E1-6110 

オーブン付こんろ………………C6-452 

＊＊オーブントースター……………C6-4320B 

オーブン付電子レンジ…………C6-4310～4310BA 

オープナー 

  カートン 

   オープナー………………F2-8130 

＊ オーボエ…………………………E4-40 

＊ オール……………………………G3-90 

オール 

  ボート用オール……………G3-90 

＊ オールインワン…………………B1-65 

＊＊オールボート……………………G3-23 

オールボート本体………………G3-23 

＊ オールロック……………………G3-90 

追焚付き給湯機…………………D5-331 

＊ ＊追羽根……………………………E2-403 

＊  オイルキャップ…………………K9-29 

オイルクリーナー………………K9-23 

オイルゲージ……………………J1-320 

＊  オイル交換機……………………K9-240 

＊ ＊オイルシール……………………K9-1191 

オイルシール取外し具…………K1-250 

オイルシール取外具……………K1-250 

オイルダンバー…………………K9-19 

オイルダンパー…………………K9-10、K9-19 

オイルバーナー…………………K8-43 

オイルバーナー口火……………K8-49 
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〔オイ〕                          〔オキ〕 

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

オイル 

フィルターレンチ……………K1-2326 

＊ ＊オイルフエンス…………………J6-5 

オイルポンプ……………………K8-50 

オイルミスト 

回収用ろ過機…………………K6-120 

オイル用 

ロータリーポンプ……………K8-512 

＊ ＊オイルランプ……………………D3-220 

＊  オイルランプ用火屋……………D3-229 

オイルレベルゲージ……………J1-321 

＊  押圧メモ板………………………F2-423 

＊ ＊王冠………………………………F4-9120 

扇型金具…………………………L4-191A 

応接いす…………………………D2-14DA､D2-14FAA 

＊ ＊凹版印刷機………………………K0-220 

おう版印刷機……………………K0-220 

＊ ＊往復圧縮機………………………K8-611 

＊  往復圧縮機用 

プランジャー…………………K8-690 

往復動空気圧縮機………………K8-611 

往復動ピストンポンプ…………K8-511 

往復動ポンプ……………………K8-511 

往復動ポンプ用 

プランジャ……………………K8-590 

＊  往復はがき………………………F3-13151 

＊  往復封筒…………………………F3-13131 

＊ ＊往復ポンプ………………………K8-50～511 

＊ ＊欧文タイプライター……………J4-12 

欧文タイプライター用 

ケース…………………………J4-19 

覆い 

  位はい覆い…………………C7-139 

  棺覆い………………………C7-119 

  木の根元覆い………………L2-5510 

  食物覆い……………………C5-510 

  苗床用覆い…………………K3-120 

覆紙………………………………F4-10～10BF 

＊  オオカミおもちゃ………………E1-32ACC 

大型魚類用脱血ナイフ…………K1-110 

大型地下収納庫…………………L3-200～201 

大型土留用コンク 

リートブロック………………L2-2240B 

大型容器用床パネル……………L4-331 

大袖瓦……………………………L6-112 

太鼓………………………………E4-20 

＊  大引き……………………………L4-113 

 

大引き 

  建物用大引き………………L4-113 

＊ ＊大引き受け………………………L4-3391 

大引き受…………………………L1-2192 

大引き受け金具…………………L4-3391 

大引き受け金具 

  仮設用 

   大引き受け金額…………L1-2192 

大引受け具………………………L4-3391 

大引き綱管仮止具………………L1-2192 

＊  大引き材…………………………L4-113 

大引き材 

  建物大引き材………………L4-113 

おかき……………………………A1-15 

＊  岡持ち……………………………C5-3250 

オカリナ…………………………E4-40 

置き 

  スプーン置き………………C5-533 

  箸置き………………………C5-533 

＊ ＊起き上りおもちゃ………………E1-080～080A 

＊  起き上りこぼし 

 おもちゃ………………………E1-080～080A 

置きいろり………………………D4-10 

置き具 

  灰皿用 

   たばこ置き具……………B6-39 

置棚………………………………L3-530～530D、 

L3-532 

＊  置卓………………………………D2-312 

置卓 

  こんろ付き置卓……………D2-30C 

置台 

  アイロン用置台……………C3-819 

  ガスボンベ置台……………D0-12 

  喫煙具用置台………………B6-0 

  喫煙用パイプ置台…………B6-191 

  公衆電話置台………………D2-41～41D 

  スピーカー置台……………D2-41～41D 

  設置水槽用置台……………L3-6290 

  太陽熱利用 

   温水器用置台……………L3-619 

  テレビジョン 

   受像機置台………………D2-41～41D、 

D2-5322 

  電話機用送受話器 

   置台………………………H3-3190 

  廃棄物用置台………………L3-10 

  レンジ置台…………………D2-41～41D 
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〔オキ〕                          〔オシ〕 

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

＊ ＊置時計……………………………J2-40～40C 

置時計側…………………………J2-49 

＊  置時計用側………………………J2-49 

置き時計用側……………………J2-49 

置時計用機械体…………………J2-49 

置き時計用機械体………………J2-49 

置時計用枠………………………J2-49 

置き時計用枠……………………J2-49 

置時計枠…………………………J2-49 

置き時計枠………………………J2-49 

＊  置床………………………………L3-45 

＊ ＊置物………………………………C2-11～11C 

＊  置物ケース………………………C2-191 

＊ ＊置物台……………………………C2-190 

置き物用ケース…………………C2-191 

屋外階段造成用敷石……………L2-2240 

屋外給湯器用カバー……………D5-590 

屋外劇場用組立屋根……………L4-210 

屋外照明器具用支柱……………D3-4190 

屋外照明器具用頭具……………D3-4191 

屋外設置用 

テーブル付きベンチ…………D2-01A 

屋外設置用水飲台………………L3-11 

屋外設備具用目隠し 

材用取付金具材………………K4-3212 

屋外広場用組立屋根……………K3-260 

屋外便所用建物…………………K3-11 

＊  屋外遊戯具………………………E2-530 

屋外用 

椅子付きテーブル……………D2-01A 

屋外用置物………………………L0-0 

屋外用こんろ……………………C6-443 

屋外用テレビアンテナ…………H3-111 

屋外用電気設備盤………………L3-520 

屋外用冷蔵庫……………………C6-51 

屋外用冷凍庫……………………C6-51 

屋上笠木…………………………L4-2113 

屋上笠木材………………………L4-2113 

＊  屋上換気扇………………………D4-52 

屋上積雪落下 

危険防止金具…………………L4-2192 

屋上ドレン 

周囲用断熱材…………………L2-459 

＊  屋上排煙熱器……………………D4-52 

屋上防水板用下受台……………L4-410 

屋内・外装飾装備品用 

組立ブロック…………………L6-1321 

屋内組立勉強部屋………………L3-201 

＊  屋内支持がいし…………………H1-210 

屋内照明器具……………………D3-30 

屋内照明器具用笠………………D3-30 

屋内間仕切り扉用錠前…………L5-6331 

屋内用テレビアンテナ…………H3-111 

屋内用扉…………………………L5-12100 

屋内配線配管用 

保護カバー……………………M2-490 

＊ ＊おくるみ…………………………B1-42～42A 

桶 

  洗い桶………………………C5-455 

  かいば桶……………………K3-222 

  肥桶…………………………K3-121 

  すし桶………………………C5-210～210J 

  水切りざる付 

   洗い桶……………………C5-457 

  浴用手オケ…………………C3-511 

おこし……………………………A1-15 

筬…………………………………K5-194 

おさ 

  繊維機械用おさ……………K5-194 

押え 

  カーペット押え……………L4-414 

  ページ押え…………………F3-3191 

押え具 

  網戸用網押え具……………L5-90 

押え材 

  母屋押え材…………………L4-2110 

  カーペット押え材…………L4-414 

  棟木押え材…………………L4-2110 

押え縁 

  網戸用押え縁………………L5-1254 

押え縁材 

  網戸押え縁材………………L5-1254 

押え縁……………………………L4-2112 

押え縁材…………………………L4-331 

おさる玩具………………………E1-32AN 

押開具 

  自動車ディスクブ 

   レーキピストン 

   押開具……………………K1-2010 

＊  押入収納棚………………………D2-512 

押入整理棚………………………D2-512 

押入用整理棚……………………D2-512 

押入れ用ワゴン…………………D2-512 

押縁………………………………L5-1010D 

押縁材……………………………L5-1010D 

＊  押しカラン………………………M2-5312 
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〔オシ〕                          〔オゾ〕 

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

押し出し型 

材用熱処理炉…………………K0-490 

押し切り…………………………F2-8211 

押し切り 

  わら切り用 

   押し切り…………………K3-160 

＊＊押し車おもちゃ…………………E1-6353 

＊ 押しずし用押し枠………………C6-230 

押出し鉛筆………………………F2-111 

押出機用スクリュー……………K7-49 

＊ ＊押出し成形機……………………K7-40 

押し出しチューブ用 

押し出し具……………………F4-579 

押しピン…………………………F2-641 

押縁の止着クリップ……………L5-100 

押ボタン 

  包装用噴霧器の 

   押しボタン………………F4-629 

＊ 押しボタン開閉器………………H1-530A、H1-530F 

H1-540A～H1-540AA 

＊  押しボタンスイッチ……………H1-530A、H1-530F 

H1-540A～H1-540AA 

押しボタンスイッチの 

把手……………………………H1-04 

押釦付シャッター 

手動閉鎖機……………………L5-39 

押釦テープカウンター…………J1-01 

おしぼり…………………………C1-7 

＊ おしぼり入れ……………………C4-230 

＊ おしぼり加熱器…………………C4-231 

おしぼりケース…………………C4-230 

おしぼり製造機…………………K0-60 

押し麦機…………………………K4-10 

＊ ＊おしめ……………………………B1-80 

＊ ＊おしめカバー……………………B1-81～81A 

おしめ付き 

おしめカバー…………………B1-81～81A 

＊ ＊おしゃぶり………………………E1-051 

おしろい入れ……………………B7-011 

＊ 白粉紙……………………………F3-422 

＊＊オシログラフ……………………J1-46 

オシログラフ 

  電磁オシログラフ…………J1-46 

＊＊オシロスコープ…………………J1-47 

押し枠 

  押しずし用押し枠…………C6-230 

汚水管収納部付き 

側溝用ブロック………………L2-410 

汚水管収納部付き 

側溝用蓋………………………L2-442 

汚水管用掃除口ふた……………L2-453 

汚水処理器用充塡材……………K6-41B 

汚水処理槽………………………D5-45 

汚水処理槽用隔壁………………K6-3 

汚水処理槽用充塡材……………K6-41、K6-41B 

汚水処理用 

混合攪拌溶解機………………K6-20 

汚水処理用タンク………………D5-45 

汚水処理用フロート……………K6-3 

＊ ＊汚水処理用ろ過機………………K6-120 

汚水処理用濾過機………………K6-120 

汚水処理用濾過筒………………K6-120 

汚水処理用濾材…………………K6-41～41B 

汚水処理流量調整槽……………D5-45 

汚水処理ろ過槽…………………K6-120 

汚水浄化処理装置用 

充塡材…………………………K6-41 

汚水浄化槽………………………D5-45 

汚水浄化微生物着床器…………K6-41 

＊  汚水槽……………………………D5-45 

＊ ＊汚水升……………………………L2-430～431B 

汚水升構成用ブロック…………L2-431A 

汚水枡上部ブロック……………L2-431A 

汚水升側塊………………………L2-431A 

汚水枡中間ブロック……………L2-431A 

汚水ます継ぎ手…………………M2-4120、M2-413 

汚水枡底部ブロック……………L2-431A 

汚水ますの底塊…………………L2-431A 

汚水枡の中蓋……………………L2-440 

汚水枡の蓋………………………L2-441A 

＊  汚水升ふた………………………L2-441～441B 

汚水枡ブロック…………………L2-431～431A、 

L2-4390 

汚水枡用インバート……………L2-431A 

汚水升用型………………………L2-4390 

汚水枡用型枠……………………LH-310、L1-3130 

汚水升用管継ぎ手………………M2-4120、M2-413 

汚水枡用継手……………………L2-4390 

汚水枡用蓋………………………L2-441A 

汚水枡用蓋付枠…………………L2-441～441B 

汚水枡用蓋枠……………………L2-449 

汚水丸枡の止水材………………L2-4190 

汚水用ろ過機……………………K6-120 

オゾン水発生機…………………K6-0 

オゾン発生機……………………K6-0 

オゾン発生器……………………K6-0 
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〔オダ〕                          〔オビ〕 

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

尾垂れ定規………………………L4-431 

お手玉……………………………E2-400 

汚泥加圧浮上分離槽……………K6-3 

汚泥処理車………………………G2-230 

汚泥処理用遠心脱水機…………K6-11 

汚泥風乾燥槽……………………K6-0 

＊  おでんなべ………………………C5-4110C 

落し口 

  樋用落し口…………………L4-2321 

落し錠……………………………L5-6331A 

おとし蓋…………………………C5-4191 

落し棒用案内部材………………L5-6331 

音出しおもちゃ…………………E1-510 

おとり鮎の保持具………………K2-00 

＊  鬼おもちゃ………………………E1-310E 

＊ ＊鬼がわら…………………………L6-115 

おにぎり…………………………A1-10 

＊  おにぎり成形器…………………C6-233～233A 

おにぎり用成形器………………C6-233 

鬼台かわら………………………L6-115 

＊ ＊おの………………………………K1-10 

斧付ショベル……………………K3-163 

＊  おの用柄…………………………K1-19 

＊  おはじき…………………………E2-402 

おひつ……………………………C5-322 

＊ ＊帯…………………………………B2-10～10A 

帯 

  岩田帯………………………B2-011A 

  子守り帯……………………B2-03 

  腹帯…………………………B2-011A 

＊ ＊帯揚げ……………………………B2-193 

＊  帯揚げ芯…………………………B2-191 

＊ ＊帯板………………………………B2-191 

＊  帯飾り具…………………………B2-190 

＊  帯金………………………………B2-191 

＊  帯芯………………………………B2-190 

＊ ＊帯締め……………………………B2-193 

＊ ＊帯留………………………………B2-194 

＊  帯止め具…………………………B2-191 

帯止具用パット…………………B2-191 

帯のこ 

  携帯用電動帯のこ…………K1-3153 

  手持ち空気動 

   帯のこ……………………K1-3153 

＊ ＊帯のこ刃…………………………K1-423 

帯のこ刃ケース…………………K1-52 

帯のこ盤…………………………K7-11030 

＊  帯ひも……………………………B2-193 

＊ ＊帯まくら…………………………B2-191 

帯用前板…………………………B2-190 

帯用前芯…………………………B2-190 

＊  オフセット印刷機………………K0-220 

オフセット印刷機用 

 原版材取付板…………………K0-229 

オフセット印刷機用 

原版取付け板…………………K0-229 

オフセット印刷機用 

原版取付けドラム……………K0-229 

お札………………………………C7-01 

お札入れ…………………………C7-01 

お札ケース………………………C7-01 

お札立て…………………………C7-01 

＊  汚物入れ…………………………C3-370～370C 

＊  オペラグラス……………………J3-12 

おぼん……………………………C5-5370A 

お守り……………………………C7-01 

お守り扎…………………………C7-01 

お守り袋…………………………C7-01 

おまる……………………………C4-27 

＊  おみくじ自動販売機……………J5-103 

おみくじ箱………………………C7-10 

＊ ＊おみくじ用箱……………………C7-10 

おむつ……………………………B1-80 

おむつカバー……………………B1-81～81A 

＊ ＊オメガ受信機……………………H3-620～621 

重石 

  つけもの用重石……………C5-4519 

おもちゃ 

  アイロンおもちゃ…………E1-6113 

  足ひれおもちゃ……………E1-522 

  犬のおもちゃ………………E1-32AC 

  ウサギおもちゃ……………E1-32AD 

  牛おもちゃ…………………E1-32AF 

  宇宙船おもちゃ……………E1-6332 

  腕時計おもちゃ……………E1-6710 

  腕輪おもちゃ………………E1-421 

  乳母車おもちゃ……………E1-6352 

  馬おもちゃ…………………E1-32AE 

  占いおもちゃ………………E1-503 

  映写機おもちゃ……………E1-657 

  エビおもちゃ………………E1-32EC 

  円盤おもちゃ………………E1-6332 

  オートバイ 

   おもちゃ…………………E1-6316 

  オオカミおもちゃ…………E1-32ACC 

  起き上りおもちゃ…………E1-080～080A 
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〔オモ〕                          〔オモ〕 

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

  起き上がりこぼし 

   おもちゃ…………………E1-080 

  押し車おもちゃ……………E1-6353 

  鬼おもちゃ…………………E1-310E 

  オルガンおもちゃ…………E1-512 

  カード学習機 

   おもちゃ…………………E1-00 

  貝おもちゃ…………………E1-32EB 

  怪獣おもちゃ………………E1-33 

  カエルおもちゃ……………E1-32CA 

  家屋おもちゃ………………E1-71 

  家具おもちゃ………………E1-610 

  かざぐるま（風車） 

   おもちゃ…………………E1-011 

  仮装用おもちゃ……………E1-5010 

  カッパおもちゃ……………E1-33A 

  金づちおもちゃ……………E1-620 

  カニおもちゃ………………E1-32EC 

  河馬おもちゃ………………E1-32AH 

  かばんおもちゃ……………E1-432 

  かぶりもの 

   おもちゃ…………………E1-5012 

  紙しばいおもちゃ…………E1-00 

  紙風船おもちゃ……………E1-031 

  カメおもちゃ………………E1-32B 

  カメラおもちゃ……………E1-655 

  貨物自動車 

   おもちゃ…………………E1-6311 

  観覧車おもちゃ……………E1-72 

  ガスレンジ 

   おもちゃ…………………E1-610 

  ガソリンスタンド 

   おもちゃ…………………E1-74 

  がらがらおもちゃ…………E1-052 

  ガレージおもちゃ…………E1-70 

  機関銃おもちゃ……………E1-6811 

  汽車おもちゃ………………E1-6322 

  汽船おもちゃ………………E1-6343 

  キツネおもちゃ……………E1-32ACB 

  キューピー 

   おもちゃ…………………E1-310BA 

  共鳴管おもちゃ……………E1-510 

  恐竜おもちゃ………………E1-33C 

  キリンおもちゃ……………E1-32A 

  鯨おもちゃ…………………E1-32AM 

  口ひげおもちゃ……………E1-5013 

  靴おもちゃ…………………E1-422 

  首飾りおもちゃ……………E1-421 

  クマおもちゃ………………E1-32AA 

  組立てかぶと 

   おもちゃ…………………E1-5012 

  組立てトラック 

   おもちゃ…………………E1-6311 

  クラッカー 

   おもちゃ…………………E1-516 

  クレーン車 

   おもちゃ…………………E1-6314 

  計算おもちゃ………………E1-663 

  計量おもちゃ………………E1-670 

  顕微鏡おもちゃ……………E1-653 

  げたおもちゃ………………E1-422 

  工具おもちゃ………………E1-620 

  コップおもちゃ……………E1-412 

  転がしおもちゃ……………E1-010 

  ゴリラおもちゃ……………E1-32AN 

  魚おもちゃ…………………E1-32EA 

  撮影機おもちゃ……………E1-656 

  皿おもちゃ…………………E1-411 

  サルおもちゃ………………E1-32AN 

  サンタクロース 

   おもちゃ…………………E1-310BC 

  サンダルおもちゃ…………E1-422 

  三輪車おもちゃ……………E1-6317 

  シカおもちゃ………………E1-32AK 

  シャボン玉発生 

   おもちゃ…………………E1-25 

  シャワーおもちゃ…………E1-20 

  消防自動車 

   おもちゃ…………………E1-6310 

  食器おもちゃ………………E1-410 

  ショッピングカー 

   おもちゃ…………………E1-6316 

  ショベルおもちゃ…………E1-621 

  ショベルカー 

   おもちゃ…………………E1-6310 

  シロホンおもちゃ…………E1-515 

  ジープおもちゃ……………E1-6310 

  磁石おもちゃ………………E1-02 

  自動車おもちゃ……………E1-6310 

  銃おもちゃ…………………E1-6810 

  じょうろおもちゃ…………E1-23 

  水車おもちゃ………………E1-24 

  水中眼鏡おもちゃ…………E1-522 

  水筒おもちゃ………………E1-430 

  スクーター 

   おもちゃ…………………E1-6316 
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物品の名称          意匠分類の記号 物品の名称          意匠分類の記号 

  スコップおもちゃ…………E1-621 

  鈴おもちゃ…………………E1-513 

  ステレオおもちゃ…………E1-645 

  スプーンおもちゃ…………E1-410 

  スポーツカー 

   おもちゃ…………………E1-6315 

  洗濯機おもちゃ……………E1-6111 

  扇風機おもちゃ……………E1-6112 

  洗面台おもちゃ……………E1-610 

  双眼鏡おもちゃ……………E1-654 

  掃除機おもちゃ……………E1-6110 

  操縦おもちゃ………………E1-6360 

  走路盤おもちゃ……………E1-6361 

  そりおもちゃ………………E1-6351 

  象おもちゃ…………………E1-32AG 

  太鼓おもちゃ………………E1-514 

  タイプライター 

   おもちゃ…………………E1-661 

  建物おもちゃ………………E1-70 

  タヌキおもちゃ……………E1-32ACA 

  玉遊びおもちゃ……………E1-012 

  玉入れおもちゃ……………E1-012 

  玉落しおもちゃ……………E1-012 

  玉吹きおもちゃ……………E1-012 

  タンクおもちゃ……………E1-6312 

  タンバリン 

   おもちゃ…………………E1-510 

  弾性おもちゃ………………E1-060 

  ダンプカー 

   おもちゃ…………………E1-6311 

  知育おもちゃ………………E1-00 

  チップ発射 

   おもちゃ…………………E1-680 

  駐車場おもちゃ……………E1-73 

  チョウおもちゃ……………E1-32DB 

  つかみ具おもちゃ…………E1-625 

  鼓おもちゃ…………………E1-514 

  つりあい人形 

   おもちゃ…………………E1-081 

  つり下げおもちゃ…………E1-070 

  つり下げ回転 

   おもちゃ…………………E1-071 

  庭園おもちゃ………………E1-72 

  手提げかご 

   おもちゃ…………………E1-432 

  鉄琴おもちゃ………………E1-515 

  テレビおもちゃ……………E1-643 

  天狗おもちゃ………………E1-310E 

  転動おもちゃ………………E1-010 

  電気器具おもちゃ…………E1-6110 

  電気スタンド 

   おもちゃ…………………E1-6110 

  電車おもちゃ………………E1-6321 

  電話おもちゃ………………E1-641 

  刀剣おもちゃ………………E1-6840 

  トカゲおもちゃ……………E1-32BB 

  時計おもちゃ………………E1-6710 

  飛び出しおもちゃ…………E1-060 

  トラおもちゃ………………E1-32ABA 

  トラックおもちゃ…………E1-6311 

  トランシーバ 

   おもちゃ…………………E1-642 

  鳥おもちゃ…………………E1-32F 

  トロリーバス 

   おもちゃ…………………E1-6313 

  トンボおもちゃ……………E1-32DA 

  動物おもちゃ………………E1-32～32F 

  ナイフおもちゃ……………E1-624 

  倣いおもちゃ………………E1-00 

  倣い画おもちゃ……………E1-00 

  鳴りものおもちゃ…………E1-510 

  握りおもちゃ………………E1-052 

  乳幼児用つり下げ 

   回転おもちゃ……………E1-071 

  人形おもちゃ………………E1-310～310F 

  ぬいぐるみ動物 

   おもちゃ…………………E1-32～32F 

  ネコおもちゃ………………E1-32AB 

  ネズミおもちゃ……………E1-32AL 

  のこぎりおもちゃ…………E1-622 

  のぞきおもちゃ……………E1-650 

  乗物おもちゃ………………E1-630 

  はかりおもちゃ……………E1-670 

  履物おもちゃ………………E1-422 

  はさみおもちゃ……………E1-623 

  発射おもちゃ………………E1-060 

  花おもちゃ…………………E1-502 

  鼻ひげおもちゃ……………E1-5013 

  花火おもちゃ………………E1-040 

  バケツおもちゃ……………E1-431 

  馬車おもちゃ………………E1-6350 

  バスおもちゃ………………E1-6313 

  バッグおもちゃ……………E1-432 

  バランスおもちゃ…………E1-080 

  パンダおもちゃ……………E1-32AAA 

  ひげおもちゃ………………E1-5013 
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  飛行機おもちゃ……………E1-6330 

  ヒョウおもちゃ……………E1-32ABC 

  ピアノおもちゃ……………E1-512 

  ピストルおもちゃ…………E1-6812 

  風船おもちゃ………………E1-030 

  笛おもちゃ…………………E1-511 

  フォークおもちゃ…………E1-410 

  吹き矢おもちゃ……………E1-683 

  船おもちゃ…………………E1-6340 

  武器おもちゃ………………E1-680 

  豚おもちゃ…………………E1-32AJ 

  プロペラボート 

   おもちゃ…………………E1-6340 

  ヘビおもちゃ………………E1-32BA 

  ヘルメット 

   おもちゃ…………………E1-5012 

  ベルおもちゃ………………E1-510 

  ボートおもちゃ……………E1-6340 

  望遠鏡おもちゃ……………E1-652 

  ポンプおもちゃ……………E1-22 

  ミシンおもちゃ……………E1-6110 

  水出しおもちゃ……………E1-20 

  水鉄砲おもちゃ……………E1-21 

  水まきおもちゃ……………E1-20 

  眼鏡おもちゃ………………E1-651 

  メリーゴーランド 

   おもちゃ…………………E1-72 

  メロディー 

   おもちゃ…………………E1-510 

  面おもちゃ…………………E1-5011 

 モーターボート 

   おもちゃ…………………E1-6342 

  木琴おもちゃ………………E1-515 

  野球バット 

   おもちゃ…………………E1-521 

  ヤギおもちゃ………………E1-32AK 

  やぐらおもちゃ……………E1-70 

  やじろべい 

   おもちゃ…………………E1-081 

  弓矢おもちゃ………………E1-6820 

  容器おもちゃ………………E1-430 

  横笛おもちゃ………………E1-511 

  ヨットおもちゃ……………E1-6341 

  ライオンおもちゃ…………E1-32ABB 

  ラジオおもちゃ……………E1-644 

  龍おもちゃ…………………E1-33B 

  レーシングカー 

   おもちゃ…………………E1-6315 

  冷蔵庫おもちゃ……………E1-6114 

  レジスター 

   おもちゃ…………………E1-662 

  ロケットおもちゃ…………E1-6331 

  ロバおもちゃ………………E1-32AE 

  ロボットおもちゃ…………E1-310D 

＊ ＊おもちゃ花火……………………E1-040 

＊  おもちゃ花火用発射台…………E1-049 

＊  おもちゃ箱………………………E1-00 

おもちゃ用シャーシ 

  自動車おもちゃ用 

   シャーシ…………………E1-6319 

＊ ＊おもちゃ用走路盤………………E1-6361 

おもちゃ用翼 

  飛行機 

   おもちゃ用翼……………E1-6339 

おもちゃ用バランサー 

  飛行機おもちゃ用 

   バランサー………………E1-6339 

おもちゃ用バンパー 

  自動車おもちゃ用 

   バンパー…………………E1-6319 

母屋受け金具……………………L4-191～191C 

おもり 

  潜水用おもり………………E3-53 

  釣り用おもり………………K2-34 

  手編機用おもり……………K5-1690 

親綱支柱…………………………L1-113 

折板屋根材………………………L6-120 

＊＊折り紙……………………………E1-11 

織機 

  麻織機………………………K5-131 

  カーペット織機……………K5-131 

  瓦棒はぜり折り器…………K1-241 

  絹織機………………………K5-131 

  毛織機………………………K5-131 

  手織機………………………K5-132 

＊ 折込みナイフ……………………K1-110C、K1-124 

折込みナイフの柄………………K1-119 

折込みのこぎり…………………K1-2130 

折畳雨戸用板材…………………L5-23～23A 

＊  折畳みいす………………………D2-14G～14GA 

折畳いす収納用台車……………G2-50～50B 

折畳みいす付き 

テーブル………………………D2-01A 

折畳み椅子の格納台車…………G2-50～50B 

折畳いす用運搬具………………G2-50～50B 

折畳みいす用フレーム…………D2-191 
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折畳み乳母車……………………G2-510 

折畳み 

簡易換気扇フード……………D4-59 

折りたたみ機 

  シャツ 

   折りたたみ機……………K5-20 

＊  折畳み腰掛け……………………D2-13BA 

折畳み寝台………………………D2-210 

折畳自動二輪車…………………G2-30 

折畳み机…………………………D2-330B 

折畳みテーブル…………………D2-310 

折畳みテーブル脚………………D2-391A 

折畳みテーブル付き 

カウンター……………………D2-513 

折りたたみテント………………L3-260 

折畳扉用蝶番……………………L5-64 

折畳み戸…………………………L5-1220 

折り畳みドアー用枠材…………L5-141H、L5-142H 

L5-143H 

折りたたみ 

ドア用パネル…………………L5-1220 

折り畳み扉用枠体………………L5-1220 

折畳戸用可動枠 

ガイドブロック………………L5-93 

折り畳み戸用框枠………………L5-1220 

折りたたみ戸用 

支え具の受け金具……………L5-90 

折畳戸用端部框材………………L5-1221 

折畳戸用振止めピース…………L5-93 

折畳戸用連結框材………………L5-1221 

折畳みナイフ……………………K1-110C 

折畳みのこぎり…………………K1-2130 

折畳みばしご……………………D0-21 

折畳み肘付きいす………………D2-14GA 

＊ 折畳み封筒………………………F3-13133 

折畳みベッド……………………D2-210 

折畳みベンチ……………………D2-14G 

折畳み揺りいす…………………D2-14K 

折り取り式コンクリー 

ト型枠間隔保持具……………L1-331 

折戸………………………………L5-1220 

折戸 

  建物用折戸…………………L5-1220 

折戸縦框材………………………L5-1221 

折戸付バルコニー………………L3-41 

折戸のコーナー用 

ガイドレール…………………L5-510 

折戸門扉…………………………L3-510 

＊ 折戸用上枠………………………L5-141H 

＊  折戸用上枠材……………………L5-141H 

折戸用下部ランナー……………L5-93 

＊  折戸用下枠………………………L5-142H 

＊  折戸用下枠材……………………L5-142H 

折戸用締り材……………………L5-60 

折戸用上部ランナー……………L5-62 

＊  折戸用縦枠………………………L5-143H 

＊  折戸用縦枠材……………………L5-143H 

折戸用の 

分岐ガイドレール……………L5-510 

折戸用把手材……………………L5-632 

折戸用ヒンジ材…………………L5-1221 

折り戸用 

ピポットの支え具……………L5-95 

折り戸用ランナー………………L5-60、L5-62 

折戸用ランナーの 

取付金具………………………L5-90 

＊  織ネーム…………………………B1-912 

＊  織ネーム地………………………B1-912 

＊ ＊織ひも……………………………M1-621 

折り曲げ機 

  鉄筋折り曲げ機……………K7-133 

  鉄板折り曲げ機……………K7-133 

  トタン板 

   折り曲げ機………………K1-241 

折曲げ具 

  金属板折曲げ具……………K1-241 

降り棟瓦…………………………L6-115 

＊ ＊織物地……………………………M1-100～102、 

M1-110～110M 

織物テープ………………………M1-621 

＊ ＊オルガン…………………………E4-51～51A 

オルガン 

  電子オルガン………………E4-60A～60AC 

  電動オルガン………………E4-51A 

  パイプオルガン……………E4-51 

＊ ＊オルガンおもちゃ………………E1-512 

オルガン付電気蓄音機…………E4-2111 

＊ ＊オルガン用譜面立て……………E4-59 

＊ ＊オルゴール………………………E4-02 

オルゴールおもちゃ……………E1-510 

オルゴール付き鏡台……………D2-631C 

オルゴール付き 

装飾電気スタンド……………D3-331 

オルゴール付宝石箱……………C0-111～112 

オルゴール付き 

ろうそく………………………D3-241～241A 
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折れ尺……………………………J1-110 

折れ戸……………………………L5-1220 

＊ ＊おろし器…………………………C6-324 

＊  音階教習器………………………F1-1 

＊  音楽用標準音発生器……………E4-10 

音楽練習機………………………E4-10 

＊ ＊温きゅう器………………………J7-51 

温灸器 

  電気温灸器…………………J7-51 

音響、映像機器用 

ラック…………………………D2-5321A 

音響映像機器用台………………D2-5321～5321A 

音響及び映像器 

収納棚…………………………D2-5321 

音響及び映像機器 

収納キャビネット……………D2-5321 

音響及び映像機器用 

収納キャビネット……………D2-5321A 

音響及び映像機器用 

ラック…………………………D2-5321B 

音響カプラー……………………H3-25 

音響機器掲置台…………………D2-41～41C、5321B 

＊ 音響機器 

収納キャビネット……………D2-5321～5321B 

音響機器用 

収納キャビネット……………D2-5321B 

音響機器収納棚…………………D2-5321B 

音響機器収納用ワゴン…………D2-5321 

音響機器用脚……………………D2-94 

音響機器用足台…………………D2-94 

音響機器用 

インシュレータ………………D2-94 

音響機器用音量表示器…………J1-44 

音響機器用 

キャビネット…………………D2-5321～5321B 

音響機器用載置台………………D2-41～41C、5321B 

音響機器用残響器………………H4-160 

音響機器用 

収納棚付き演台………………D2-330G 

音響機器用収納棚………………D2-5321～5321B 

音響機器用収納箱………………D2-5321～5321B 

音響機器用照明器具……………D3-34 

＊  音響機器用照明具………………D3-30、D3-34 

音響機器スタンド………………D2-5321A 

音響機器用タイマー……………J2-40 

音響機器用タイマー付 

置時計…………………………J2-40A、J2-40BA 

音響機器用つまみ………………H1-04 

音響機器用取手…………………H1-04 

音響機器用 

パルス符号変調器……………H3-230 

音響機器用放熱器………………H1-02 

音響機器用放熱板………………H1-02 

音響機器用防振体………………D2-94 

＊  音響機器用ラック………………D2-5321～5321B 

音響座いす………………………D2-12 

音響信号遅延調整機……………H4-160 

音響調整器用スタンド…………D2-5321A 

音響調整卓用ミキサー…………H4-160～161 

音響用サラウンド 

プロセッサー…………………H4-160 

音響用残響付加器………………H4-160 

音響用増幅器……………………H4-150 

＊  音響用増幅器ケース……………H4-159 

音響調整器………………………H4-160 

＊  音さ………………………………E4-10 

温室………………………………L3-30 

温室 

  組立温室……………………L3-30 

温室・苗床建設用杭……………L3-390 

温室カーテン用 

  クリップ……………………L3-390 

  音質調整器…………………H4-160 

＊ 温湿度計…………………………J1-22～22A 

温室の燻煙用送風機……………K8-711 

温室の支柱………………………L4-010 

温室ビニールシート 

巻取用駆動機…………………L3-390 

＊  温室屋根用ガラス 

継ぎ手…………………………L4-2112 

＊  温室屋根用ガラス 

継ぎ手材………………………L4-2112 

温室用温風暖房機………………D4-30 

温室用カーテン 

ワイヤドラム…………………L3-390 

温室用管連結金具………………L3-392 

温室用管連結具…………………L3-392 

温室用ガラス押え 

ガスケット……………………L5-1011 

温室用ガラス重止具……………L3-390 

温室用桁材………………………L4-029 

温室用構成材……………………L4-010 

温室用シート止め材……………L3-391、L3-393 

温室用シートの止め具…………L3-391 

温室用シート保持材……………L3-391 

温室用天窓開閉軸………………L5-90 
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〔オン〕                          〔オン〕 

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

＊  温室用胴縁………………………L4-011 

＊  温室用胴縁材……………………L4-011 

温室用軒桁構成部材……………L4-010 

温室用軒桁材……………………L4-010 

温室用パイプ結合金具…………L3-392 

温室用パイプ 

交差固定具……………………L3-392 

温室用パイプ連結金具…………L3-392 

温室用パイプ連結具……………L3-392 

＊ ＊温室用棟木………………………L4-012 

＊  温室用棟木材……………………L4-012 

温床用コーナー金具……………L3-392 

温床用支持杆取付具……………L3-392 

音場拡大形成器…………………H4-160 

＊  音場拡大調整機…………………H4-160 

温水器……………………………K8-31 

温水機 

  飲料冷温水機………………C6-61～61C 

  太陽熱利用温水器…………L3-610 

  浴槽湯利用温水器…………D5-50 

＊  温水循環器付き浴槽……………D5-312 

温水洗浄便座……………………D5-491 

温水タンク付 

太陽熱温水器…………………L3-610 

温水ボイラー……………………K8-31 

温水ボイラー用 

熱交換器………………………K8-39 

音声、映像機器用 

載置台…………………………D2-5321B 

音声、映像機器用 

収納棚…………………………D2-5321B 

音声映像機器用ラック…………D2-5321B 

音声調整器………………………H4-160 

＊ ＊音声調整卓………………………H4-161 

＊  音声調整用フィルター…………H4-160 

＊  音像形成器………………………H4-160 

温蔵車……………………………C6-51～51BA 

C6-51D、 

C6-51F～51JB 

＊  温蔵室用気密材…………………L4-432 

＊  温蔵ショーケース………………F5-230、 

F5-232～232A 

＊  音程表示器………………………E4-10 

＊ ＊温度計……………………………J1-22～22A 

温度計及び 

時計付電話拡声器……………H3-321 

＊  温度計付き紙ばさみ……………F2-6310 

＊  温度計付きカレンダー…………F2-4110 

＊ ＊温度継電器………………………H1-61～61C 

＊  温度検出器………………………H1-558 

温度検知器………………………H1-558 

＊ ＊温度スイッチ……………………H1-558 

温度センサー……………………H1-558 

温度調節器………………………H1-558、H1-61～61C 

H2-62～62DAD 

＊  温度ヒューズ……………………H1-591 

＊  温度表示シール…………………J1-22B 

＊  温熱サポーター…………………J7-51 

温熱パット………………………J7-51 

温熱療法服………………………J7-51 

おんぶ紐…………………………B2-03 

温風機……………………………D4-310～315AA 

温風機付き囲炉裏………………D4-10 

温風機付き 

パネルヒーター………………D4-315 

温風機付き 

便所用局部洗浄器……………D5-491 

温風機用加湿器…………………D4-331 

温風機用吹き出し口……………D4-390 

温風ストーブ……………………D4-315 

＊ ＊温風暖房機………………………D2-311～315AA 

温風暖房機用吸排気筒…………D4-0 

温風暖房機用室外機……………D4-320 

温風暖房用グリル………………D4-392 

温風発熱体………………………H1-00 

温風ヒーター……………………D4-315 

温風ファンストーブ……………D4-311BB 

音律調整器………………………E4-10 

＊  音量計用表示板…………………H1-721 

＊  音量調整機………………………H4-164 

温冷蔵庫…………………………C6-51BA 

温冷蔵室用気密材………………L4-432 

 

 

 


