〔カー〕
物品の名称

〔カー〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

＊ カーテンウォール用
〔か〕

方立て材………………………L5-171
カーテンウォール用

カークーラー……………………D4-351

方立補助材……………………L5-100

カークーラー

カーテンウォール用

吹き出し口……………………D4-359

窓外れ止め材…………………L5-100

カークーラー用圧縮機…………K8-62

カーテンウォール用

＊ カークーラー用

窓横枠材………………………L5-1600

往復圧縮機……………………K8-611

カーテンウォール用

カークーラー用

水切材…………………………L5-104

往復動圧縮機…………………K8-611

カーテンウォール用

カーステップ……………………L2-520
カーステレオ用

溝塞ぎ材………………………L5-107
＊ カーテンウォール用

スピーカボックス……………H4-131C〜131CA
カーステレオ用増幅器…………H4-150A

無目……………………………L5-161
＊ カーテンウォール用

カーソル

無目材…………………………L5-161

計算尺用カーソル…………F2-52

カーテンウォール用

カーダンパー……………………G1-190

横枠補助材……………………L5-100

＊＊カーテン…………………………C1-51

カーテンウォール用

＊＊カーテンウォール………………L4-3211

方立ブラケット材……………L5-1700

カーテンウォール

カーテンウォール用

取付け金具……………………L4-329
カーテンウォール用

方立補助材……………………L5-1701
＊ カーテン結束具…………………C1-59

上枠材…………………………L5-100
カーテンウォール用

カーテン支持具…………………L5-513
＊＊カーテンストッパー……………L5-590、L5-592

笠木材…………………………L4-2113

カーテン吊金具…………………L5-513

カーテンウォール用

カーテン吊具……………………L5-513

方立構成部材…………………L5-1700

カーテン

カーテンウォール用

吊下げ棒用受金具……………L5-591

方立材…………………………L5-1700

カーテン吊用フック……………L5-513

カーテンウォール用

カーテン吊環……………………L5-513

下枠材…………………………L5-1502

カーテン止め金具………………L5-590

カーテンウォール用

カーテン止めベルト……………C1-59

突き出し窓下框材……………L5-12011

カーテンの房掛け………………L5-514

カーテンウォール用

カーテン

突き出し窓上框材……………L5-12011

引紐用滑車ケース……………L5-590

カーテンウォール用

カーテンひも掛金具……………L5-514

突き出し窓縦框材……………L5-12012

カーテンひも掛具………………L5-514

カーテンウォール用

カーテン紐止め具………………L5-514

定型シール材…………………L4-40
カーテンウォール用

カーテン房掛金具………………L5-514
＊ カーテン房掛け具………………L5-514

天板材…………………………L5-100

カーテンフック…………………L5-513

カーテンウォール用
無目材…………………………L5-1600

カーテンホルダー………………L5-514
＊＊カーテンボックス………………L5-511、L5-590

カーテンウォール用

カーテンボックス材……………L5-510〜511

ブラケット材…………………L4-3212

カーテン

＊ カーテンウォール用

ボックス支持金具……………L5-591

方立て…………………………L5-171
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〔カー〕
意匠分類の記号

物品の名称

カーテンボックス用

カーテンレール

延長カバー……………………L5-510

棒用キャップ…………………L5-590

カーテンボックス用

カーテンレール用

側面カバー……………………L5-510
カーテン巻取りドラム…………L5-590

重ね合せ具……………………L5-590
＊ カーテンレール用

カーテン

ジョイント……………………L5-590

束ね帯紐の止め具……………L5-514

カーテンレール用

カーテン用吊金具………………L5-513

ストッパー……………………L5-592

カーテン用吊具…………………L5-513

カーテンレール用

カーテン用

端部飾具………………………L5-590

つり下げ金具…………………L5-513

カーテンレール用

カーテン用房掛け………………L5-514

端部キャップ…………………L5-592

カーテン用

カーテンレール用

ヘッドボックス材……………L5-100

中間止め具……………………L5-590

カーテン用巻取ロッド…………L5-590

カーテンレール用

カーテン用

吊下具…………………………L5-513

ワイヤー巻取器………………L5-590

カーテンレール用

＊＊カーテンランナー………………L5-512

端止具…………………………L5-592

＊＊カーテンレール…………………L5-50〜511

カーテンレール用

＊ カーテンレール材………………L5-511

端止めキャップ………………L5-592

カーテンレール

カーテンレール用

支持金具………………………L5-591
カーテンレール支持金具………L5-591

端嵌めキャップ………………L5-592
＊＊カーテンレール用

カーテンレール
ストッパー……………………L5-592

フック…………………………L5-513
＊＊カーテンレール用

＊ カーテンレール切断器…………K1-220
カーテンレール

ブラケット……………………L5-591
＊＊カーディガン……………………B1-113

付受棚取付枠…………………L5-511

カートリッジ

カーテンレール

テーププレーヤー

取付金具………………………L5-591

用カートリッジ…………H4-4192

カーテンレールの

ピックアップ

エンドピース…………………L5-592

カートリッジ……………H4-42931

カーテンレールの

フィルム

カッター………………………K1-220
カーテンレールの

意匠分類の記号

カートリッジ……………J3-37
＊ カートンオープナー……………F2-8130

コーナージョイント…………L5-590

カード

カーテンレールの

インデックス

天井ブラケット………………L5-591

カード……………………F3-1114

カーテンレールの

ゲーム用カード……………F2-23

ブラケットカバー……………L5-591

算数学習用カード…………F1-210

カーテンレールの

写真整理用カード…………F3-1320

ランナー………………………L5-512

照合カード…………………F3-1122

カーテンレールの

磁気カード…………………F3-1122

ランナーのスナップ

タイムカード………………F3-1120

フック…………………………L5-513

パンチカード………………F3-1121

カーテンレール

美容用カード………………F3-33

端止めキャップ………………L5-592

ヘアースタイル

カーテンレール把持具…………L5-591

カード……………………F3-33
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文字カード…………………F1-210

意匠分類の記号

カーポート用妻垂木材…………L4-2113

＊ カード学習器……………………F1-221

カーラー

＊ カード学習器おもちゃ…………E1-00

ヘアーカーラー………………B7-330

カード型ラジオケース…………H3-719

カールコード……………………H1-110

＊ カード検索機……………………H5-6

加圧ポンプ………………………K8-513

＊ カード検索器……………………F2-7332

＊ 貝おもちゃ………………………E1-32EB

＊ カード差し………………………F2-73130

＊＊絵画用油つぼ……………………F1-320

＊ カード刺し………………………F2-73130

＊＊絵画用イーゼル…………………F1-324

カード収納ケース………………F2-7121

＊＊絵画用カンバス…………………F1-3251

カード収納箱……………………F2-7121

＊ 絵画用

＊ カード整理箱……………………F7-7121
＊ カード立て………………………F2-73131

カンバスのクリップ…………F1-3259
＊ 絵画用カンバスの枠……………F1-3259

カードとじ具……………………F2-620

絵画用水筒………………………F1-322

カード

絵画用スクレイパー……………F1-323

フェンスクランプ……………L1-40
＊ カード分類機……………………H5-6
カードホルダー付き

＊ 絵画用バケツ……………………F1-322
＊ 絵画用パレット…………………F1-321
＊ 絵画用パレットカップ…………F1-321

掛け鏡…………………………D2-633

＊＊絵画用パレットナイフ…………F1-323

カード用ラミネーター…………F2-811

＊ 絵画用木炭………………………F2-117

＊ カードリング……………………F2-620

開渠………………………………L4-412〜412D

カーバイザー用収納袋…………G2-2900

開渠ブロック……………………L2-412

カープラー………………………G1-190

開渠用継手………………………L2-420〜421B

カーペット………………………C1-31

開渠用分水継手…………………L2-412

カーペット

開渠用落差ブロック……………L2-412D

電器カーペット……………C1-31

開襟シャツ………………………B1-112

＊ カーペット押え…………………L4-414

会議室用モニター

＊ カーペット押え材………………L4-414

テレビ付き収納

カーペットカッター

キャビネット…………………D2-5160

用刃……………………………K1-129

会議テーブル……………………D2-30A

カーペットクリーナー…………C3-312

＊ 会議室机…………………………D2-30A

＊ カーペット織機…………………K5-131

＊＊会議室用テーブル………………D2-30A

カーペット地……………………M1-110

＊＊会計機……………………………J4-62

カーペット止め具材……………L4-414

会計伝票…………………………F3-1112

カーペット用

開繭機……………………………K5-17

カービンングマシン…………K5-20

開口具

＊ カーペット用

曳網用開口具………………K2-190

縁かがり機……………………K5-20

開口部用

＊ カーペット用

コンクリート型枠……………L1-3130

縁かがりミシン………………K5-230B

開口部用額縁……………………L5-103

カーボード………………………L3-230A

開口分流暗渠ブロック…………L2-411

＊＊カーボン紙………………………F3-1110

開口分流側溝……………………L2-411

カーボン電極棒…………………H1-00
カーポート………………………L3-230〜231

開口用カッター…………………K1-4080
＊ 蚕産卵用台紙……………………K3-21

カーポートの

介護用寝巻き……………………B1-41

柱用クッション材……………L4-190

介護用リフト……………………G1-30

カーポート用
合掌桁カバー材………………L4-2110

貝採取具…………………………K2-00
＊ 開先加工機用カッター…………K1-400

カーポート用桁材………………L4-020、L4-110

改札機……………………………J5-40
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〔カイ〕
物品の名称

〔カイ〕
意匠分類の記号

改札機

物品の名称

意匠分類の記号

＊ 階段手すり用笠木受け…………L3-5430

自動改札機…………………J5-40

＊ 階段手すり用

＊ 改札ばさみ………………………F2-820
＊ 改札ボックス……………………L3-13

笠木受け材……………………L3-5430
＊ 階段手すり用笠木材……………L3-5420

回収機

階段手すり用構成部材…………L3-5420

油回収機……………………J6-5

＊ 階段手すり用下枠………………L3-546

改集札機…………………………J5-40

＊ 階段手すり用下枠材……………L3-546

会所枡……………………………L2-431B

＊ 階段手すり用支柱………………L3-5410、L3-5450

会所枡蓋…………………………L2-441B

＊ 階段手すり用支柱材……………L3-5410

会所枡のパイプ保持環…………L2-4390

階段手すり用

会所枡用受台……………………L2-431A

支柱装飾材……………………L4-410

会所枡用蓋………………………L2-441A

＊ 階段手すり用立子………………L3-5450〜5450A

回診車……………………………G2-50A

＊ 階段手すり用立子材……………L3-5450〜5450A

＊ 怪獣おもちゃ……………………E1-33〜33C

階段手すり用

怪獣玩具…………………………E1-33〜33C
怪獣ロボットおもちゃ…………E1-310D
＊＊海水着……………………………B1-5

中継ぎ笠木……………………L3-5420
＊ 階段手摺用横桟…………………L3-5451
＊ 階段手摺用横桟材………………L3-5451

海水こし器………………………K6-120

階段塔……………………………L3-44

＊＊海水パンツ………………………B1-5

階段の手摺子……………………L3-5450

会席善……………………………C5-536

階段の内壁型枠支持具…………L1-330

開先加工機用カッター

階段ノンスリップ………………L4-420

鉄道レール継目の

階段ノンスリップ材……………L4-420

溶接開先加工機

階段ノンスリップの

用カッター………………K1-400

キャップ………………………L4-423

＊ 開繊機……………………………K5-11

階段ノンスリップの枠…………L4-421

海藻育成床用ブロック…………L2-641〜642

階段ノンスリップの枠材………L4-421

海藻養殖礁………………………L2-642

階段ノンスリップ用

開袋カッター……………………K1-123

キャップ………………………L4-423

開袋用フィルム

階段ノンスリップ用

カッター………………………K1-123

充てん材………………………L4-422

＊＊階段………………………………L3-44

階段ノンスリップ用枠…………L4-421

階段・スロープ用屋根…………L4-210

階段ノンスリップ枠……………L4-421

階段踊り場用踏み板……………L4-031

階段ノンスリップ枠材…………L4-421

階段構成用ブロック……………L2-2240

階段ノンスリップ………………L4-420

＊ 階段室……………………………L3-44

階段ノンスリップ材……………L4-420

階段昇降用いす…………………D2-150

階段ブロック……………………L2-2240

階段状観覧席床用型材…………L4-031

階段用踊り場板…………………L4-030

階段製作用定規…………………L1-05

階段用親柱………………………L3-5410

階段側板…………………………L4-030

階段用仮設手摺枠………………L1-115

階段付擁壁用ブロック…………L2-2240

階段用金物………………………L4-030

＊＊階段手すり………………………L3-530〜530F、

＊ 階段用け込み板…………………L4-031

L3-5410

＊ 階段用け込み板材………………L4-031

階段手摺手付用親柱……………L3-5410

階段用構成材……………………L2-220

階段手摺取付用子柱……………L3-5450

階段用コンクリート

階段手摺取付用親柱……………L3-5410

ブロック………………………L2-2240

階段手摺の支持金具……………L3-549

階段用柵…………………………L3-530

階段手摺の取付具………………L3-549

階段用収納棚……………………D2-511D

＊ 階段手すり用笠木………………L3-5420

階段用ステップ材………………L4-031
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物品の名称
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階段用滑り止め具………………L4-420

海底透視用客船…………………G3-0

階段用滑り止め…………………L4-420

回転圧縮機………………………K8-60〜611

階段用滑り止め材………………L4-031、L4-420

回転圧縮機本体…………………K8-60

階段用すべり止め枠材…………L4-421

回転圧縮ポンプ…………………K8-512

階段用隅出定規…………………K1-05

＊ 回転いす…………………………D2-14C〜14CA

階段用スリップ止め材…………L4-420

回転印……………………………F2-2230

＊ 階段用側板………………………L4-030

回転印字具………………………F2-2230

＊ 階段用側板材……………………L4-030

＊＊回転印判…………………………F2-2230

階段用端部ピース………………L4-039

回転円盤砥石……………………K1-413A

階段用段板………………………L4-031

回転円盤砥石用

階段用段板支持具………………L4-039

補強芯材………………………K1-413

階段用手すり……………………L3-530〜530F

回転おもちゃ……………………E1-010

階段用手すり子…………………L3-5450

回転距離計付

階段用手すり材…………………L3-5420
階段用土留め……………………L2-2240

卓上電子計算機………………J4-54
＊＊回転計……………………………J1-310

＊＊階段用ノンスリップ……………L4-420

回転計

階段用ノンスリップ止め材……L4-420、L4-422
＊ 階段用ノンスリップの

自動車用回転計……………J1-311
＊＊回転警告灯………………………J6-43

キャップ………………………L4-423

回転検出器………………………H1-550

＊＊階段用ノンスリップ

回転研磨具………………………K1-415

充てん材………………………L4-422

＊ 回転腰掛け………………………D2-13AB

＊ 階段用ノンスリップの

回転シーソー……………………E2-532

枠材……………………………L4-421

回転式渦流探傷器………………H0-22

＊＊階段用ノンスリップ

回転子鉄芯………………………H2-19

の枠……………………………L4-421

回転昇降扉………………………L3-50

階段用幅木定規…………………K1-05

回転昇降扉付

＊＊階段用踏み板……………………L4-031
＊ 階段用踏み板材…………………L4-031

組立て車庫……………………L3-230
＊ 回転真空ポンプ…………………K8-50

階段用踏板支持具………………L4-039

回転自在器

＊ 階段用踏み板取付け具…………L4-039

照明器具用

階段用ブロック…………………L2-2240、

回転自在器………………D3-910

L4-030〜031

回転数検出器……………………H1-550

階段用保護カバー………………L4-039

回転子スクリーン

階段用マット……………………C1-31、L4-030〜031

印刷機用ドラム………………K0-229

階段用マットの

回転切削具………………………K1-428

エッジ材………………………L4-414
＊＊懐中鏡……………………………B7-41

回転切断用砥石…………………K1-412
＊ 回転センター……………………K7-1923

＊＊懐中電灯…………………………D3-511〜511D

回転送風機………………………K8-70

懐中電灯

回転速度センター………………H1-550

信号警報器付き

回転体

懐中電灯…………………D3-512

吊下げおもちゃ用

非常用懐中電灯……………D3-512

回転体……………………E1-079

＊＊懐中電灯用ケース………………D3-519

回転体

懐中電灯用保護ケース…………D3-519

電子レンジ用

＊ 懐中電灯用ホルダー……………D3-519
＊＊懐中時計…………………………J2-20〜20C

回転体……………………C6-4319
＊ 回転帳簿立て……………………F2-7315

海底岩石打降用砕岩棒…………K3-3272

回転跳躍運動具…………………E3-22

海底岩盤凹凸均し棒……………K3-3271

回転陳列棚………………………F5-210D
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回転土篩機………………………K3-42

回転用流体圧シリンダー………K9-17

回転土篩分け……………………K3-42

解凍機

回転展望塔………………………L3-10

業務用冷凍食品

回転電動ポンプ…………………K8-512

解凍機……………………K4-470

回転砥石…………………………K1-410

解凍器付冷蔵庫…………………C6-51E〜51EB

回転砥石固定具…………………K1-39

解凍庫……………………………C6-50

回転ドア…………………………L5-1200

回動シーソー……………………E2-532

＊ 回転長さ計………………………J1-112

回動窓用

回転鋸用チップ…………………K1-406
回転バキュームポンプ…………K8-50

スティダンパー………………L5-610、L5-619
＊ かいばおけ………………………K3-222

回転羽根

開扉停止金具……………………L5-95

研掃材投射回転

＊ 開扉停止具………………………L5-95

羽根………………………K7-59

海浜簡易着替室…………………L3-200

回転引手…………………………L5-632

海浜清掃車………………………G2-230

＊＊回転ふるい分け機………………K3-42

海浜ブロック……………………L2-2240

回転篩分機………………………K3-42

貝開き付ナイフ…………………K1-110B

回転砲塔付装甲車………………G2-230

開封カッター……………………K1-123

＊＊回転ポンプ………………………K8-512

開封機

回転窓堅枠………………………L5-1513

事務用開封機………………F2-8131

回転窓用上框材…………………L5-12011

郵便用開封機………………F2-8131

＊＊回転窓用上枠……………………L5-1501、L5-1511

開封器付事務用

＊ 回転窓用上枠材…………………L5-1501

穴あけ器……………………F2-8220

L5-1510〜1511

開封具

回転窓用框材……………………L5-12011
＊ 回転窓用支軸受け………………L5-90

袋口開封具…………………F2-8130
＊ 開封用カッター…………………K1-123

回転窓用下框材…………………L5-12011

開閉機付き

＊＊回転窓用下枠……………………L5-1502、L5-1512

排煙ダンパー………………D4-0

＊ 回転窓用下枠材…………………L5-1510、L5-1512

開閉器用碍子……………………H1-210

回転窓用縦框材…………………L5-12012

開閉器用つまみ…………………H1-04

＊＊回転窓用縦枠……………………L5-1503、L5-1513

開閉器用ハンドル………………H1-04

回転窓用縦枠材…………………L5-1503、L5-1510、

開閉器用ブッシング……………H1-223

L5-1513

開閉器用冷却用フィン…………H1-02

回転窓用戸当り…………………L5-1020

開閉栓抜き………………………C6-2210

回転窓用戸当り材………………L5-1020

開閉扉……………………………L5-12100

回転窓用戸摺れ材………………L5-1020A

開閉扉

回転窓用戸摺れ部材……………L5-1020A

ダム用開閉扉………………L2-13

＊ 回転窓用方立て…………………L5-172

開閉部材の開度規制具…………L5-619

＊ 回転窓用方立て材………………L5-172

開閉部材の開度調整具…………L5-619

＊ 回転窓用無目……………………L5-162
＊ 回転窓用無目材…………………L5-162
回転窓用枠材……………………L5-1502

開閉蓋……………………………L2-440
＊ 海綿入れ…………………………F2-7201
＊ 買物かご…………………………B4-1K

＊＊回転窓枠…………………………L5-132、L5-1510

買物かご運搬用手押車…………G2-52

回転窓枠材………………………L5-1510

買物かご手押し車用

回転窓枠用戸当り………………L5-1020

バスケット……………………G2-59

回転窓枠用戸当り材……………L5-1020

＊ 買物袋……………………………B4-1J

＊ 回転窓枠用戸当り部材…………L5-1020

買物用運搬車……………………G2-52

回転窓枠用戸摺れ材……………L5-1020A

買物用キャリーバック…………G2-52

＊ 回転窓枠用戸すれ部材…………L5-1020A

＊ 買物用手押し車…………………G2-52
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〔カイ〕
物品の名称

〔カカ〕
意匠分類の記号

買物用手押車用

物品の名称

意匠分類の記号

＊ 替え芯ケース……………………F2-7420

ハンドル………………………G2-59

替え栓……………………………F4-9121、F4-9123

買物用電動運搬車………………G2-52

替え栓

海洋構造物………………………L3-25

包装用容器の

海洋構造物用ブロック…………L2-62

替え栓……………………F4-9121、F4-9123

貝養殖胞子取付板

魔法びん用替栓……………C5-319

支持器…………………………K2-2

替刃

回覧板……………………………F2-7443

安全かみそり用

貝類養殖用篭……………………K2-2

替え刃……………………B7-2291

貝類養殖用水槽…………………K2-2

紙工作用カッター

＊＊懐炉………………………………D4-15

替刃………………………K1-129

＊ 回路基板収納用箱………………H1-739、H1-03

かんな用替刃………………K1-2191

回路基板用実装機………………K0-03

業務用食肉

回路計

切截機の替刃……………K4-39

電気回路計…………………J1-40〜44C

食肉軟化機用替刃…………K4-39

＊ 回路計用プローブ………………J1-93

はさみ用替刃………………K1-139

回路遮断器………………………H1-514

バリカン用替え刃…………B7-359

回路テスト用接触ピン…………J1-93

替刃および使用済み刃

回路用素子………………………H1-70

収納ケース付き

回路半導体素子…………………H1-70

カッター………………………K1-124

回路計用フィルター……………H1-430

替え刃ケース……………………K1-129

＊ カウベル…………………………E4-20

替刃鋸……………………………K1-2130

カウンター………………………J1-01

替刃鋸の柄………………………K1-2193

＊＊カウンター………………………D2-30A、

替刃鋸用柄………………………K1-2193

D2-340〜341B

替刃鋸用の背金…………………K1-2390

J1-01

替刃両刃鋸………………………K1-2130

カウンター

＊ カエルおもちゃ…………………E1-32CA

受付け用

家屋………………………………L3-21

カウンター………………D2-30A、

家屋

D2-340〜341B

組立家屋……………………L3-21

受付けカウンター…………D2-30A、

車両用搭載家屋……………G2-611

D2-340〜D2-341B
テープカウンター…………J1-01

水上家屋……………………L3-25
＊

プリセット

家屋おもちゃ……………………E1-71
家屋外壁板の

カウンター………………H1-61〜61C

コーナー部覆材………………L4-4120

＊ カウンター付き

家屋外壁板の端面覆材…………L4-4120

スタンプ………………………F2-220

家屋外壁板の取付材……………L4-410

カウンターテーブル……………D2-341A〜341B

家屋用換気窓……………………L5-41

カウンターテーブル

加温機

付き整理棚……………………D2-02

パーマネント用

カウンター用脚…………………D2-391A

加温機……………………B7-30

＊ カウンター用甲板………………D2-392

価格表示板…………………F3-3411

カウンター用天板………………D2-392

価格表示札………………………F3-3411

＊ 替え襟……………………………B1-921

価格札……………………………F3-3411

替え芯

価格札立て………………………F3-73131

ボールペン用

価格札取り付け機………………F2-830

替え芯……………………F2-1139

＊ かかし……………………………K3-130

替え芯入れ………………………F2-7420

係留用浮船台……………………L2-630
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〔カカ〕
物品の名称

〔カク〕
意匠分類の記号

物品の名称

化学機器用加熱器………………K6-50

意匠分類の記号

鏡付ラジオ受信機………………H3-7110

化学機器用凝縮器………………K6-50

＊ 鏡止め具…………………………D2-902

化学機器用熱交換器……………K6-50

かがり火…………………………D3-211

化学機器用冷却器………………K6-50
化学工業用冷凍機………………K6-6

かがり火台………………………D3-211
＊ かがり火灯………………………D3-211

＊＊化学工業用ろ過機………………K6-120

花器………………………………C2-130

化学処理用撹拌器………………K6-20

垣…………………………………L3-530

＊＊化学実験用恒温器………………K6-70

かき揚げ用型器…………………C6-230

化学実験用採取器………………K6-72
化学実験用試料液容器…………K6-71

鍵掛け具…………………………D1-21
＊＊花器台……………………………C2-190、

化学実験用

D1-370〜370B

ピペット収納棚………………K6-79

柿吊具……………………………K3-150

＊＊化学実験用分注器………………K6-72

垣根用柵板………………………L3-5450A

＊＊化学実験用るつぼ………………K6-70

垣根用支柱………………………L3-5410

化学畳床用

柿の皮剥機………………………K4-0

かまち削りかんな……………K1-212

垣の支柱…………………………L3-5410

化学分析機………………………J1-520

過給機

化学分析用キュベット…………K6-71

内熱機関用過給機…………K8-295

化学薬品用

家禽移動用台車…………………G2-50A

かくはん機翼…………………K6-29

鍵…………………………………M3-223

鏡…………………………………D2-633、D2-635

錠

鏡

かばん用錠…………………B4-94
懐中鏡………………………B7-41

袋物用錠……………………B4-94

掛け鏡………………………D2-633

鍵穴化粧板………………………D2-93139、L5-634

卓上立て鏡…………………D2-635

鍵掛具付け

手鏡…………………………B7-42

万年カレンダー………………F2-412〜412A

鏡、棚付き壁面パネル…………D5-69

＊ 鍵加工盤…………………………K7-1102

鏡板………………………………L5-23〜23A

＊＊鍵材………………………………M3-223

鏡板

＊ 鍵切削機…………………………K7-1102

戸袋用鏡板…………………L5-23

かぎ針……………………………C0-34

鏡板材……………………………L5-23〜23A

鍵母材……………………………M3-223

鏡板材

可逆電磁接触機…………………H1-62

戸袋用鏡板材………………L5-23

鍵用掛け具………………………D1-21CA

鏡板用単位板……………………L5-23A

架空線引留め金具………………L2-169

鏡板用単位板材…………………L5-23A

架空線防振器……………………H2-443

鏡固定用枠………………………D2-639

架空線用スペーサー……………H2-443

鏡、棚付き洗面器………………D5-24A

架空送電線………………………H1-110

鏡付き衣服掛け…………………D2-610

架空送電線用

鏡付き掛け棚……………………D2-634

間隔保持具……………………H2-443

鏡付き壁埋込みパネル…………D5-69

架空送電線用

鏡付口紅ホルダー………………B7-021

スペーサー……………………H2-443

鏡付き収納パネル………………D5-69

架空送電線用

鏡付き洗面台……………………D5-21A

捻れ防止ダンパー……………H2-443

＊ 鏡付きついたて…………………D2-04

架空送電線用防振器……………H2-443

鏡付きつり棚……………………D2-634

角型軒樋…………………………L4-231B

鏡付き電気スタンド……………D3-331
鏡付歯ブラシ掛け………………C4-26

拡散透光板………………………D3-82
＊ 拡散ポンプ………………………K8-50

鏡付き引出しだんす……………D2-631B

角砂糖……………………………A1-15〜15G
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〔カク〕
物品の名称

〔カグ〕
意匠分類の記号

物品の名称

隠し

意匠分類の記号

撹拌機用撹拌板…………………K6-29

釘隠し………………………L5-635
撹水機……………………………K6-20

撹拌機用撹拌翼…………………K6-29
＊＊かくはん機用翼…………………K6-29

＊ 拡声器……………………………H4-133

かくはん機用取付架台…………K4-49

拡声器付送受話器置台…………H3-3190

撹拌機用翼………………………K6-29

拡声機付電話機…………………H3-310

撹拌具

＊ 拡声増幅器………………………H4-151〜151A

調理用撹拌器の

拡声放送用増幅器………………H4-151

撹拌具……………………C6-339

角堅樋受け具……………………L4-2391

撹拌子……………………………K6-29

拡大観察鏡………………………J3-14

撹拌羽根

＊＊拡大鏡……………………………J3-14

製菓原料混合機用

拡大鏡付き

撹拌羽根…………………K4-49

電気スタンド…………………D3-331

撹拌棒

拡大レンズ付

カクテル撹拌棒……………C6-15

ペーパーナイフ………………F2-81320

撹拌用羽根車……………………K6-29

拡張器

角カバー固定具…………………L4-191C

パイプ端拡張器……………K1-202
カクテル撹拌棒…………………C6-15
＊＊カクテルシェーカー……………C6-333

角用雨樋…………………………L4-2322D
＊ 確率説明器………………………F1-220
＊＊家具おもちゃ……………………E1-610

＊ カクテルスプーン………………C6-15

家具蝶番の木口取付用

＊ カクテルピック…………………C6-14

座金……………………………D2-930

角樋エルボ………………………L4-2322D、L4-2322E

家具転倒防止金具………………D2-900

角樋伸縮継手……………………L4-2322

家具取付け用

角樋継手…………………………L4-2322B

物品落下防止柵………………D2-900

角樋止り…………………………L4-2323

家具の脚用保護板………………D2-94

角樋曲り…………………………L4-2322D

家具の回転扉用ヒンジ…………D2-932

角度位置検出器…………………H1-550

家具の隙用調整具………………D2-94

＊＊角度ゲージ………………………J1-126

家具用脚…………………………D2-94

角度定規…………………………J1-126

家具用脚受具……………………D2-94

＊ 角度測定器………………………J1-126

家具用脚の滑り止め具…………D2-94

格納庫

家具アジャスター………………D2-94

ボイラ用格納庫……………K8-39
格納箱
ガスボンベ用
格納箱……………………D0-12

家具用板接続具…………………D2-922〜922B
＊ 家具用上枠………………………D2-9121〜9112
＊ 家具用上枠材……………………D2-9121〜9112
＊ 家具用鍵穴金具…………………D2-93139

格納ベッド………………………D2-210
角軒樋……………………………L4-231B

家具用角パイプ接続具…………D2-921〜922B
＊＊家具用飾り金具…………………D2-9315

＊＊角のみ盤…………………………K7-23

家具用管連結具…………………D2-921〜921B

＊ 角のみ盤用角のみ………………K1-426
撹拌羽根…………………………K6-29

家具用ガラス戸把手……………D2-9312〜9312D
＊ 家具用脚…………………………D2-94〜94B

＊＊かくはん機………………………K6-20、K6-29

家具用脚受け具…………………M3-319

撹拌機

家具用脚キャップ………………M3-319

飼料用撹拌機………………K3-221

家具用脚座………………………D2-94

調理用撹拌機………………C6-330
養鰻池用撹拌機……………K2-2

家具用キャスター………………M3-320
＊ 家具用キャッチ錠………………D2-93130A

撹拌機構付き袋詰機……………K0-61

家具用緊結金具…………………D2-921〜922B

撹拌機用インペラ………………K6-29

家具用管継ぎ手…………………D2-921〜921B

撹拌機用撹拌軸…………………K4-49

家具用係止具……………………D2-930
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〔カグ〕
物品の名称

〔カケ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

家具用化粧板……………………D2-910、D2-9120

家具用把手………………………D2-9312〜9312D

家具用結合具……………………D2-920〜922B

家具用扉…………………………D2-59

家具用コーナー保護具…………D2-900

家具用扉係止具…………………D2-93130

家具用固定具……………………D2-920

家具用扉の把手…………………D2-9312A〜9312D

＊ 家具用座板………………………D2-93140

家具用トレーのレール…………D2-9122

＊ 家具用下枠………………………D2-9121、D2-9122

家具用

＊ 家具用下枠材……………………D2-9121、D2-9122

ドアキャッチャー……………D2-93130A

＊ 家具用支柱………………………D2-9111〜9111B

家具用飾り………………………D2-93141

＊ 家具用支柱材……………………D2-9111〜9111B

家具用ノブ………………………D2-9312B

家具用車輪………………………M3-320

＊ 家具用柱…………………………D2-9120

家具用シリンダー錠……………D2-93130

＊ 家具用柱材………………………D2-9120

＊＊家具用錠…………………………D2-93130、93130A

家具用ハンガー支柱の

家具用錠孔座金…………………D2-93139

連結具…………………………D2-921B

＊ 家具用錠付き取手………………D2-9311

家具用ハンガーフック…………D1-21A

＊ 家具用錠付き引手………………D2-9311

家具用ハンドル…………………D2-9312A

家具用錠前付き引手……………L5-631

家具用パイプ接続具……………D2-921〜921B

家具用スライドレール…………D2-900、D2-9122

家具用パネルクリップ…………D2-922〜922B

家具用接続具……………………D2-921〜922B

家具用パネル接合具……………D2-922〜922B

家具用装飾金具…………………D2-9315

家具用引出し案内具……………D2-900

家具用装飾板……………………D2-900、D2-910
家具用装飾棒材…………………D2-9111、D2-913

家具用引出しガイド……………D2-900
＊＊家具用引手………………………D2-9312〜9312D

D2-94

家具用引手座……………………D2-93140

家具用高さ調整具………………D2-94
＊ 家具用縦枠………………………D2-9121

家具用ヒンジ……………………D2-930、D2-932
＊ 家具用縁…………………………D2-913、

＊ 家具用縦枠材……………………D2-9121
＊＊家具用棚板………………………D2-9141
家具用棚板受け具………………D2-9142

D2-913A〜913A
＊ 家具用縁材………………………D2-910、D2-913A
＊ 家具用ブラケット………………D2-9142

＊ 家具用棚板材……………………D2-9141

＊ 家具用前飾り……………………D2-93141

＊ 家具用棚板縁……………………D2-913〜913A

＊ 家具用マグネット

＊ 家具用棚板縁材…………………D2-913〜913A

キャッチ錠……………………D2-93130A

＊＊家具用棚受け……………………D2-9140、D2-9142

家具用レール材…………………D2-9122

＊ 家具用棚受け具…………………D2-9142

家具用連結金具…………………D2-920〜D2-922B

家具用棚受け爪…………………D2-9142
家具用棚支柱……………………D2-9110〜9111B

家具用連結具……………………D2-920〜922B
＊ 家具用枠材………………………D2-912D〜9121

家具用台座………………………D2-94

家具用枠材接続具………………D2-921A

家具用台輪………………………D2-94

家具枠の台板……………………D2-94

＊＊家具用ちょうつがい……………D2-932

掛け

家具用継ぎ手……………………D2-921A〜921B

飲食用具掛け………………C5-52A、C5-52AA

＊＊家具用つまみ……………………D2-9312B

笠掛け………………………D3-920

家具用転倒防止ベルト…………D2-900

棺掛け………………………C7-119

家具用天板………………………D2-910

コート掛け…………………D1-21〜21D

＊＊家具用戸当り……………………D2-903

コップ掛け…………………C5-52A〜52AA、

家具用戸車当り具………………D2-903

C5-530B、C5-530BB

家具用戸車付き

色紙掛け……………………C2-22

ちょうつがい…………………D2-930

じゅず掛け…………………C7-10

＊ 家具用戸車レール………………D2-9122

スリッパ掛け………………D1-312〜312B

＊ 家具用戸車レール材……………D2-9122

洗たく鋏み掛け……………C3-79

＊＊家具用取手………………………D2-9312〜9312D

栓抜き掛け…………………C5-52A〜52AA
55

〔カケ〕
物品の名称

〔カゴ〕
意匠分類の記号

物品の名称

タオル掛け…………………D1-22〜22C

意匠分類の記号

掛止め金具

暖炉用具掛け………………D4-190

衣服用掛止め金具…………B9-12A、B9-130A、

テーブル掛け………………C1-6

B9-130C

腹掛け………………………B2-010

かばん用

氷のう掛け…………………J7-13

掛止め金具……………………B9-130A

ふきん掛け…………………D1-22〜22C

下着つりひも用

帽子掛け……………………D1-21〜21D

掛止め金具……………………B9-130A

よだれ掛け…………………B1-30

掛け矢……………………………K1-24210

＊ 掛け襟……………………………B1-292

掛矢用係止器……………………K1-50

掛け鏡……………………………D2-633

影絵具……………………………E1-00

掛け鏡

加減算数教習具…………………F1-222

洗面化粧用

囲い壁……………………………L4-320

棚付き掛け鏡……………D2-634

加工梅干し………………………A1-13

掛け鏡用飾り金具………………D2-639

加工機

＊ 掛け花瓶…………………………C2-131

超音波加工機………………K7-1100

＊＊掛け紙……………………………F4-10〜10BF

超音波石材加工機…………K7-30

＊ 掛がわら…………………………L6-112

放電加工機…………………K7-1100

掛け器

加工盤

稲掛け器……………………K3-141

鍵加工盤……………………K1-1102

掛け具

加工野菜…………………………A1-13

カーテン房掛け具…………L5-514

加工用

くつ紐掛け具………………B5-915
小物掛け具…………………D1-21〜21D

じゃがいも洗浄機……………K4-20
＊ 加工用

さん水ホース

ばれいしょ洗浄機……………K4-20

掛け具……………………K3-154

過去帳用紙………………………F3-1130

被めっき物掛け具…………K7-12190

かご

掛け具付き収納棚………………D2-03

買物かご……………………B4-1K

＊ 掛け具付きついたて……………D2-04

菓子かご……………………C5-220

＊ 掛け算練習器……………………F1-222

業務用食品ゆで機

＊＊掛け軸……………………………C2-23

のゆでかご………………K4-90

掛け図……………………………F1-230

果物かご……………………C5-220

掛け図用係止具…………………F2-61

散水栓保護筐………………L2-432A〜432B

掛け棚

収納かご……………………D2-581〜581C

壁掛け棚……………………D1-231〜231B

消火栓保護筐………………L2-432A

掛け台

商品陳列かご………………F5-210E

衣服掛け台…………………D2-610

食卓用盛りかご……………C5-220

イルリガートル用

書類整理かご………………F2-7120

掛け台……………………J7-40

消火栓保護筐………………L2-432B

かさ立て付き衣服

自転車用荷かご……………G2-4940

掛け台……………………D2-03

自動二輪車用荷

収納棚付き衣服

かご………………………G2-3950

掛け台……………………D2-03

炭かご………………………D4-190

視力表用掛け台……………J7-341

制水弁保護筐………………L2-432A〜432B

新聞掛け台…………………D1-34

洗たくかご…………………C3-512

掛け棚……………………………D1-231〜231D

つり下げかご………………D1-12

＊ 掛け地図…………………………F1-230

手提げかご…………………B4-1K

＊＊掛け時計…………………………J2-50〜50C

鳥かご………………………E0-113

＊ 掛け時計用側……………………J2-59

農業用かご…………………K3-100
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〔カゴ〕
物品の名称

〔カサ〕
意匠分類の記号

物品の名称

包装用かご…………………F4-56

意匠分類の記号

ベランダ手摺用

虫かご………………………E0-112

笠木………………………L3-5420

籠保持枠付き

笠木受金具………………………L4-2190

運搬用手押車………………G2-50B

笠木受け材………………………L3-5430、L4-2113

＊＊笠…………………………………B2-64

笠木係止具………………………L4-2113、L4-2190

＊＊傘…………………………………B2-81〜82

笠木係止具材……………………L4-2113、L4-2190

かさ（笠、傘）

笠木カバー………………………L4-2113

街路灯用笠…………………D3-4191

笠木材……………………………L3-5420〜5421、

照明器具用反射笠…………D3-911

L4-2113

装飾電球用笠………………D3-11921

笠木材……………………………L3-5420

天井照明器具用笠…………D3-312〜313J

笠木材

天井じか付け

階段手摺用笠木……………L3-5420

照明器具用笠……………D3-313〜313J

塀用笠木材…………………L3-5421

天井つり下げ

ベランダ手摺用

照明器具用笠……………D3-312〜312JB

笠木材……………………L3-5420

電気スタンド用笠…………D3-3391

笠木定規…………………………L4-431

白熱灯用保護笠……………D3-912

笠木側壁材………………………L4-2113

日傘…………………………B3-83

笠木手摺柱用の

壁面照明器具用笠…………D3-312〜312J

排水固定板……………………L4-2190

壁面じか付け

笠木取付け用型材………………L4-2113

照明器具用笠……………D3-312〜312J

笠木取付け用金具………………L4-2190

洋傘…………………………B3-81

笠木排水具………………………L4-2190

和傘…………………………B3-82

笠木ホルダー材…………………L4-2113

蒿上げ材…………………………L4-3390

笠木目地わかれ定規……………L4-431

果菜果物類用敷台………………K3-150

笠木用型材………………………L4-2113

火災監視用表示盤………………J6-32

笠木用外装面材…………………L4-2113

火災感知器用ソケット…………H1-3444

笠木用支柱………………………L3-549

火災警報器………………………J6-30

笠木用接続具……………………L3-549

火災検出器………………………H1-561

笠木用側端カバー………………L4-2190

果菜支持具………………………K3-150

笠木用継手材……………………L3-549

果菜選別機………………………K3-146

笠木用取付台……………………L4-2190

＊ 火災表示器………………………J6-32

笠木用水切板……………………L4-2113

火災表示盤………………………J6-32

傘ケース…………………………B3-890

火災報知機用感知器……………H1-561
＊ 火災報知設備用受信盤…………J6-32
火災報知用受信機………………J6-32

傘収納用具………………………D1-35A
＊＊傘地………………………………B3-894
＊ 傘自動貸出し機…………………J5-20

＊＊火災用感知器……………………H1-561
果菜類の栽培床…………………K3-120

傘スタンド………………………D1-35
＊＊傘立て……………………………D1-35〜35B

＊ 笠内枠……………………………D3-920

傘立て

＊ 笠掛け……………………………D3-920

衣服掛け付き

傘カバーボックス………………D1-35

傘立て……………………D2-03

＊ 傘紙………………………………B3-894

車両用傘立て………………D1-35〜35B

笠木………………………………L3-5420〜5421、
L3-5430、L4-2113

自動車用傘立て……………G2-490
＊ 傘立て付き衣服掛け台…………D2-03

笠木

傘立て用傘支持筒………………D1-35

階段手摺用笠木……………L3-5420

重ね板用接合金具………………L4-391

塀用笠木……………………L3-5421

笠歯車歯切盤……………………K7-117
傘歯車伝動機……………………K9-10
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〔カサ〕
物品の名称

〔カシ〕
意匠分類の記号

物品の名称

かさ歯車伝動機…………………K9-10

意匠分類の記号

飾り金具

笠歯車伝動機……………………K9-10

かばん用飾り金具…………B9-15

＊ かさ歯車歯切り盤………………K7-117

靴用飾り金具………………B9-15

傘張生地…………………………B3-894

仏壇飾り金具………………C7-1690

傘張り布用骨止具………………B3-890

ランドセル尾錠用

＊ 傘札………………………………F3-3412
＊＊傘袋………………………………B3-890

飾り金具…………………B4-91
＊ 飾りがわら………………………L6-115

傘袋開口機………………………K0-00

飾り具

かさ袋用リング…………………B3-890

祝用飾り具…………………C7-140

＊＊傘骨………………………………B3-892

帯飾り具……………………B2-190

＊＊傘用石突き………………………B3-895

皿用飾り具…………………C5-2190

＊＊傘用柄……………………………B3-891

食品用飾り具………………A1-19

＊ 傘用先骨…………………………B3-892

食器用飾り具………………C5-29

＊ 傘用下げひも……………………B3-890

天蓋用飾り具………………C7-140

＊＊傘用軸……………………………B3-892

包装用飾り具………………F4-925

＊＊傘札露先…………………………B3-895

盆の飾り具…………………C5-5379

＊ 傘札露先止め……………………B3-890

飾り桟

＊ 傘用頭甲紙………………………B3-894

ガラス戸用飾り桟…………L5-12014

＊＊傘札ろくろ………………………B3-893

飾り桟材

加算機

ガラス戸用

電動加算機…………………J4-51

飾り桟材…………………L5-12014

かざ車……………………………E1-011

飾り皿……………………………C2-12

風車………………………………E1-011

飾り皿立て………………………C2-190

＊＊風車おもちゃ……………………E1-011

飾り体

風窓用パネル……………………L5-41

吊下げおもちゃ用

飾り

飾り体……………………E1-079

足飾り………………………B3-44

＊＊飾り棚……………………………D2-511〜511L、

衣服用胸飾り………………B1-914

D2-531、D2-535

腕飾り………………………B3-41

飾り棚用継ぎ手…………………D2-921A

襟飾り………………………B1-921

飾りちょうちん…………………D3-26〜26B

肩飾り………………………B3-38

飾り爪……………………………B3-43

髪飾り………………………B3-22

飾り灯ろう………………………D3-280

首飾り………………………B3-31

飾り戸棚…………………………D2-511、D2-535

クリスマス用

飾りはとめ………………………M3-00

吊り下げ飾り……………C2-30

飾りひも…………………………M1-620〜623A

室内吊り下げ飾り…………C2-30

飾り房……………………………M1-620

装身用下げ飾り……………B3-12

飾縁材……………………………L4-410

装身用羽根飾り……………B3-10

飾りボタン………………………B9-111

供え飾り……………………C7-140

飾り窓……………………………L5-1260

建具用ノブ飾り……………L5-6392

飾り屋根…………………………L4-210

つめ飾り……………………B3-43

飾り欄間…………………………L5-02

樋飾り………………………L4-2390

菓子………………………………A1-15〜15G

耳飾り………………………B3-25

＊ 菓子かご…………………………C5-220

胸飾り………………………B3-35

＊＊菓子器……………………………C5-320〜320F

胸ポケット飾り……………B3-37

貸し機

指飾り………………………B3-43

パチンコ玉貸し機…………J5-21

飾り板

貸靴用コインロッカー…………D2-552

建具用飾り板………………L5-96

下肢牽引用架台…………………J7-40
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〔カシ〕
物品の名称

〔カセ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

菓子皿……………………………C5-210〜210J

果実掛袋…………………………K3-152

菓子成形器………………………C6-233〜233A

果実梱包用台……………………K0-62

菓子成形用型……………………K4-91

果実酒製造器……………………C5-431

菓子製造成形用型………………K4-91

＊＊果実選別機………………………K3-146

貸出し機

果実振り落し機…………………K3-140

かさ自動貸出し機……………J5-20

果実袋保持具……………………K3-150

靴自動貸出し機………………J5-20

果実保護袋………………………K3-152

ゲーム用メダル

果実用傘紙………………………K3-152

貸出し機………………………J5-21

果実用キャップ…………………K3-152

パチンコ玉自動

果実用茎支え具…………………K3-151

貸出し機………………………J5-21

果実用支柱………………………K3-151

菓子陳列台………………………F5-210〜210A

果実用吊具………………………K3-150〜151

＊＊加湿機……………………………D4-331〜331C

＊ 果実防虫袋………………………K3-152

＊ 加湿器……………………………D4-331〜331C

＊ 果汁絞り器………………………C6-340

加湿器付きエアー

果樹園芸用植木鉢………………K3-1560A

コンディショナー……………D4-314A

果樹園芸作業台車………………G2-221〜230

加湿器付き温風暖房機…………D4-311ABB

果樹矯正用支柱…………………K3-151

加湿器付き空気洗浄機…………D4-34A〜34B

果樹栽培用枝受け具……………K3-151

加湿器付き除湿機………………D4-330

花樹裾刈機………………………K3-1430F

加湿器付き

果樹防鼠具………………………K3-130

電気温風ストーブ……………D4-315A
加湿用気化器……………………D4-331

果樹用支柱の支持具……………K3-151
＊＊かすがい…………………………M3-121B

菓子の柄…………………………A1-19

かすがい

菓子の串…………………………A1-19

目かすがい……………………M3-121B

＊＊菓子ばさみ………………………C6-215

＊＊カスタースタンド………………C5-530B、C5-530C

＊＊菓子パン…………………………A1-15〜15G

＊＊カスタネット……………………E4-21

菓子パン製造機…………………K4-50

＊ カステラ…………………………A4-15〜15G

かしめ金具………………………M3-123〜123E

カステラ菓子……………………A4-15〜15G

貨物自動車………………………G2-220

絣用糸捺染機……………………K5-151

菓子盛りかご……………………C5-220

数教習具…………………………F1-210

貨車おもちゃ……………………E1-6320

カセットテープ…………………H4-4192〜4192A

貨車………………………………G2-11

カセットテープ入れ……………H4-4194

歌唱用ステージ…………………L3-201

カセットテープ

河床用ブロック…………………L2-2241〜2242

収納ケース……………………H4-4194

＊＊菓子用柄…………………………A1-19

カセットテープ用

＊ 菓子用串…………………………A1-19

消磁器…………………………H4-492

＊ 菓子用絞り口金…………………C6-230

カセットテープ用

＊＊菓子用成形器……………………C6-233〜233A

リールハブ……………………H4-4190

＊ 菓子用台座………………………A1-19

カセットデッキ…………………H4-430〜4352AA

かしわ餅…………………………A1-15A

カセット用壁掛け棚……………D1-231A

舵

仮設足場板受金物………………L1-116
船舶用舵……………………G3-92

仮設足場手摺用支柱……………L1-114

果実、根菜類の

仮設足場等の接続用

外径別選別機…………………K3-146

補助具…………………………L1-190

果実、蔬菜選別機用

仮設足場手摺枠…………………L1-114〜115

バケット………………………K3-146

仮設足場用つかみ金具…………L1-2191

果実育成保護袋…………………K3-152

仮設足場用手摺…………………L1-115

果実育成用カバー………………K3-152

仮設足場用ブラケット…………L1-116
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〔カセ〕
物品の名称

〔カセ〕
意匠分類の記号

物品の名称

仮設足場枠用受け金具…………L1-118

意匠分類の記号

仮設歩道マット用

仮設上屋用接続具………………L3-269

端部安定板……………………L1-40

仮設階段…………………………L3-44

仮設門扉…………………………L1-40

仮設クランプの

仮設門扉用コロ滑車……………L5-62

パイプ受金具…………………L1-190

仮設門扉用

仮設クランプ用ナット…………L1-192

ちょうつがい…………………L3-5192

仮設クランプ用

仮設用足場板……………………L1-121

保護カバー……………………L1-190

仮設用足場板材…………………L1-121

仮設クランプ用

仮設用足場金具…………………L1-119

養生カバー……………………L1-190

仮設用足場支柱の受板…………L1-119

仮設高圧線用作業工具…………K0-03

仮設用大引き受け金具…………L1-2192

仮設工事用

仮設用階段上部

チェン吊り具…………………L1-191

開口部墜落防止枠……………L1-110

仮設工事用

仮設用壁つなぎ…………………L1-117

角鋼管キャップ………………L1-40

仮設用壁つなぎ金具……………L1-117

仮設工事用

仮設用切梁止め金具……………L1-29

壁溶接続金具…………………L1-190

仮設用組立枠……………………L1-112

仮設工事用クランプ……………L1-192

仮設用クランプ金具……………L1-192

仮設工事用

仮設用結合金具…………………L1-192

クランプカバー………………L1-190
仮設工事用支保具………………L1-40

仮設用固定金具…………………L1-192
＊ 仮設用三角支柱…………………L1-2212

仮設工事用接続具………………L1-192

仮設用支持支柱…………………L1-2210

仮設工事用パイプの蓋…………L1-2190

＊ 仮設用支柱………………………L1-2210〜2211

仮設工事用

＊ 仮設用支柱材……………………L1-2210

パイプ連結金具………………L1-2219

仮設用支柱接続金具……………L1-29

仮設構造物の組立金具…………L1-40

仮設用支柱の止め具……………L1-29

仮設作業台………………………L1-111

仮設用遮蔽板……………………L6-1320

仮設支柱…………………………L1-2210

仮設用ジャッキ…………………G1-32

仮設支柱の継手具………………L1-2219

仮設用筋交い連結金具…………L1-2219、L1-29

仮設支柱のつなぎ材……………L1-220

仮設用セパレーター

仮設支柱用ジャッキ……………L1-2219

取付金具………………………L1-3230

仮設支柱用

仮設用高さ調節具………………L1-2219

ジャッキベース………………L1-2219

仮設用調整梁……………………L1-222

仮設テントハウス用
梁材……………………………L4-112

仮設用トラス……………………L1-222
＊ 仮設用根太受け金具……………L1-2192

カセット

仮設用根太受け金具

テープレコーダー……………H4-430〜4352AA

及び仮設用

カセットレコーダ………………H4-430〜4352AA

大引き受け金具………………L1-2192

仮設道路用鋼板…………………L2-522

仮設用はしご……………………L1-110

仮設ハウス………………………L3-200

仮設用梁…………………………L1-222

仮設梁用受け金具………………L1-220

仮設用梁受金具…………………L1-29、L1-2219

仮設梁用受け具…………………L1-2219

仮設用パイプサポート…………L1-2211

仮設梁用大引き…………………L1-222

仮設用パイプサポート

仮設パイプサポート用

支持具…………………………L1-2219

支持具…………………………L1-2219

仮設用パイプサポート

仮設フェンス……………………L3-530

の差込みピン…………………L1-2219

仮設便所…………………………L3-11

仮設用パイプ接続金具…………L1-119
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〔カセ〕
物品の名称

〔カタ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

仮設用パイプ連結金具…………L1-190、L1-192、

＊＊肩掛けかばん……………………B1-1AA〜1AB、

L1-2219、L1-29、

B4-1BA〜1BB、

仮設用パイプ連結具……………L1-119

B4-1CA〜1CB、

仮設用塀板………………………L6-1320

B4-1DA、

仮設用門扉の

B4-1F〜1FA、

ちょうつがい…………………L1-40

B4-1M

仮設用門扉の梁…………………L1-40

＊ 肩掛けバンド……………………G1-01

仮設用養生シート………………L1-40

＊ 肩飾り……………………………B3-38

仮設用連結締付金具……………L1-319

型紙………………………………F3-1341

仮設路面用敷鉄板………………L2-522

型紙用方眼紙……………………F3-1340

綛枠………………………………K5-192

＊ 片口スパナ………………………K1-2321

架線延線作業車…………………G2-11

＊＊形削り盤…………………………K7-115

河川階段用ブロック……………L2-2240

形鋼………………………………M2-1

架線支持用継鋼管柱……………L2-162

形鋼コーナーアンカー

河川敷用ブロック………………L1-2241

ジョイント……………………L1-3230

河川浄化用ブロック……………L1-2241

形鋼材……………………………L4-120

河川内堰堤用枠体………………L2-62

形鋼吊上用クランプ……………G1-05

架線巻取車………………………G2-11

硬さ試験機………………………J1-512

＊ 架線用堅締具……………………H2-4410

型材用ジョイント………………L4-191

風切り

肩芯

自転車用風切り……………G2-904

衣服用肩芯…………………B1-911

＊ 仮装用おもちゃ…………………E1-5010

肩芯地……………………………B1-911

仮装用面…………………………E1-5011

片袖机……………………………D2-330B

火葬炉……………………………K0-52

肩叩き……………………………J7-16

火葬炉用煙突……………………L2-17

方立………………………………L5-1700

火葬炉用

方立て押縁材……………………L5-1700

再燃焼室付煙突………………L2-17

方立構成部材……………………L5-1700

火葬炉用バーナー………………K8-40

方立材……………………………L5-1700

加速度計…………………………J1-310

方立て柱材………………………L5-1700

加速度センサー…………………H1-550
型

方立用嵌め殺し部材……………L5-1700
＊＊片手なべ…………………………C5-4110E〜4110EA

アームレスト

片手鍋の柄………………………C5-4192

成型用金型………………K1-60

片土留側溝………………………L2-412

コンクリート

刀おもちゃ………………………E1-6840

ブロック用金型…………K1-61

型版

コンドーム

洗面器取付け

製造用型…………………K1-60

工事用型版………………D5-29

立体プレス用

肩パッド

人体型……………………K5-21

衣服用肩パッド……………B1-911

肩当て

片開き門扉用係止受体…………L3-5191

衣服用肩当て………………B1-911

片面壁用振止防止金具…………L4-329

肩当てパッド……………………B1-911

片持平削り版……………………K7-115

肩当てパッド製造用

＊＊カタログ…………………………F3-33

ニードルパンチ機……………K5-20

型枠

型板

入隅用型枠…………………L1-312

手袋仕上げ用型板…………K5-21

入隅用型枠…………………L1-312A

肩掛け運搬具……………………G1-01

くつ下仕上げ用
型枠……………………K5-21
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〔カタ〕
物品の名称

〔カッ〕
意匠分類の記号

物品の名称

コンクリート型枠…………L1-310〜311A、

意匠分類の記号

架台

L1-3130〜3130A、

エアーコン

L1-3131A

ディショナー用

食品冷凍用型枠……………K4-90

防振架台…………………D4-390

出隅用型枠…………………L1-312

エンジン用架台……………K9-3

型枠押え材………………………L1-210A

貯尿架台……………………K6-73

型枠間隔保持用

花だん壁つき

スペンサー……………………L1-431

境界ブロック…………………L2-5211

型枠緊結用連結杆………………L1-321

花壇の縁…………………………L2-30

型枠緊結用連結金具……………L1-3237

花壇フェンス……………………L3-531

型枠組立て金具…………………L1-330、L1-332、

花壇縁ブロック…………………L2-30

L4-120

花壇ブロック……………………L2-2244

型枠桟木用連結金具……………L1-319

花壇用コンリート

型枠材

ブロック………………………L2-30

入隅用型枠材………………L1-312A

花壇用パネル……………………L2-30、L3-531

コンクリート

花壇ブロック……………………K3-1560、L2-30

型枠材……………………L1-311A、L1-3130A

L2-5210

L1-3131A

家畜育成用檻……………………K3-220

出隅用型枠材………………L1-312A

家畜用給餌器……………………K3-222

型枠支持具………………………L1-20
型枠支持材………………………L1-210A

家畜給餌器用ガード脚…………K3-222
＊ 家畜去勢器………………………K3-220

型枠支持用受台座………………L1-330
型枠支持用ブラケット…………L1-319、L1-330

家畜飼育用檻……………………K3-220
＊ 家畜耳標…………………………K3-220

型枠支保工の

家畜のふん除去器………………K3-220

ドロップジャッキ……………L1-29

家畜病治療用投薬器……………K3-220

型枠定規…………………………L1-319、L1-331

家畜糞尿処理器…………………K6-3

L1-40

家畜分娩用檻……………………K3-220

型枠締結用くさび………………L1-3236

家畜用餌箱………………………K3-222

型枠締結用セパレータ…………L1-322、L1-331

家畜用給餌車……………………K3-222

型枠パネル………………………L1-30

家畜用給餌箱……………………K3-222

型枠ブロック……………………L1-3130

家畜用給水器……………………K3-222

型枠保持具………………………L1-20

家畜用去勢器具…………………K3-220

型枠保持

家畜用削蹄器……………………K3-220

セパレーターコーン…………L1-3237

家畜用湿布補助具………………K3-220

型枠補助枠………………………L1-20

＊ 家畜用自動給餌機………………K3-222

型枠用金具………………………L1-330、L1-332

＊ 家畜用自動給水機………………K3-222

型枠用間隔保持具………………L1-331

家畜用受精適期検出器…………K3-220

型枠用サポート取付具…………L1-330

家畜用除糞器……………………K3-220

型枠用スペンサー………………L1-432

家畜用直腸挿入

型枠用接続具……………………L1-319

妊娠診断期……………………K3-220

型枠用保持金具…………………L1-3230

家畜用蹄カバー…………………K3-220

型枠用面木………………………L1-42

家畜用保育器……………………K3-220

型枠用面木材……………………L1-42
型枠連結具………………………L1-319、L1-3231、

家畜用保温箱……………………K3-220
＊＊家畜用水飲み器…………………K3-222

L1-331

家畜用薬剤投与器………………K3-220
＊＊滑車………………………………G1-03
活水器……………………………K6-120
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〔カッ〕
物品の名称

〔カツ〕
意匠分類の記号

活線作業用

物品の名称

意匠分類の記号

＊＊カッターナイフ用

電線絶縁カバー………………H1-221

替え刃…………………………K1-129

滑走運動具………………………E3-40

カッターナイフ用

滑走遊戯具………………………E3-40

クリップ………………………K1-129

カッター…………………………K1-110C、K1-120、

カッターナイフ用刃……………K1-129

K1-124

カッターナイフ用

カッター

刃折り器………………………K1-119

アンプルカッター…………K1-122

カッターナイフ用

糸巻きカッター……………K1-123

刃収納容器……………………K1-119

開先加工機用

カッターの替え刃………………K1-129

カッター…………………K1-400

カッター刃折り具………………K1-119

開封カッター………………K1-123

カッター刃収納箱………………K1-119

紙工作カッター……………K1-124

カッターポンプ用

ギヤカッター………………K1-401

グリッド………………………K8-590

ケーブル被覆

カッター用刃……………………K1-129

カッター…………………K1-227

＊ カットアウトスイッチ…………H1-513

コーナーカッター…………F2-8210

カットアウトスイッチ

コンクリート壁用

用取付金具……………………H2-444

ホールカッター…………K1-4080

カットアウト

コンクリート路面

用取付金具……………………H2-444

カッター…………………K3-326

カットシート

事務用カッター……………F2-8211
事務用電動

フィーダー……………………H5-922
＊ カット綿入れ……………………C4-24

カッター…………………F2-8212
じゅうたん

合羽………………………………B1-110
＊ カッぱおもちゃ…………………E1-33A

カッター…………………K1-120

カップ……………………………C5-231A

接着テープ

カップ

カッター…………………F2-8142

アイスクリーム

タイルカッター……………K1-121

カップ……………………C5-231〜231E

鉄筋カッター………………K1-224

記念カップ…………………C2-160

葉巻用カッター……………B6-0

計量カップ…………………J1-251

パワーショベル

カップリング……………………K9-15

取付け用金具

＊＊かっぽう着………………………B1-32

カッター…………………K3-32190

カツオ頭裁断機…………………K4-30

ピザカッター………………C6-3110
ヘアーカッター……………B7-224

カツオ節削器……………………C6-323
＊ 鰹面戸がわら……………………L6-114

ボタンホール

活魚輸送車………………………G2-230

カッター…………………C0-30

活魚輸送用自動車………………G2-230

ミーリング

活魚輸送用袋……………………G1-520

カッター…………………K1-401、402

活字材

木工用面取

タイプライタ用

カッター…………………K1-428

活字材……………………J4-19

カッターシャツ…………………B1-112

活字鋳造機………………………K0-20

＊＊カッターナイフ…………………K1-10、K1-120
K1-124

河童おもちゃ……………………E1-33A
＊ かつら……………………………B3-21

カッターナイフ

かつら

ホルダー………………………K1-124

庖丁のかつら………………C6-319
＊ かつら陳列台……………………F5-213
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〔カツ〕
物品の名称

〔カヌ〕
意匠分類の記号

物品の名称

かつら用クリップ………………B3-23

意匠分類の記号

可撓堰の昇降機…………………L2-13

＊＊カテーテル………………………J7-43

可撓管継ぎ手……………………M2-4111

カテーテル

可撓軸受攪拌器…………………K6-20

咽頭カテーテル……………J7-43

可動棚……………………………D2-515

尿道カテーテル……………J7-43

可撓継ぎ手管……………………M2-4111

カテーテル配置具………………J7-40

可動間仕切りの壁

家庭園芸用電動噴霧器…………K3-131

パネル用吊り車………………L5-62

家庭介護用リフト………………G1-30

＊ 角がわら…………………………L6-112

荷締機……………………………G1-04

角軒樋……………………………L4-231

荷締具……………………………G1-04

＊ 門松飾り…………………………C7-00

家庭用衣類乾燥機………………C3-631

＊＊金網………………………………M1-5

家庭用温室………………………L3-30

金網入り板ガラス………………M1-4H、M1-4K

仮釘用釘抜き……………………K1-2423

金網籠用部材……………………L2-61

家庭用ごみ焼却炉………………K0-52

金網柵用取付金具………………L3-549

家庭用栽培器……………………K3-153

金網柵用連結金具………………L3-549

家庭用サウナ風呂………………D5-60

金網地……………………………M1-5

家庭用焼却炉……………………K0-52

金網パネル用フック……………D1-21E

家庭用植物栽培器………………K3-122

金網連結具………………………L2-220

家庭用ジェットポンプ…………K8-50

金型

＊＊家庭用浄水器……………………K6-121〜121A

かまぼこ

家庭用浄水器

製造機用金型……………K4-91

カートリッジ…………………K6-129

コンクリート

家庭用水耕栽培器………………K3-153

ブロック用金型…………K1-61

家庭用水耕野菜栽培器…………K3-153

チョコレート菓子

家庭用製パン機…………………C6-4310

製造機用

家庭用精米機……………………K4-10

成形金型………………K4-91

＊＊家庭用製めん器…………………C6-331

金型加熱用バーナー……………K8-40

家庭用整理棚……………………D2-511〜511L

金型保持具………………………K7-195

家庭浴槽用
気泡発生機……………………C4-18

金型用パンチ保持器……………K1-69
＊＊金切り帯のこ盤…………………K7-11030

家庭用灯油バーナー……………K8-43

＊＊金切りはさみ……………………K1-133

家庭用灯油ポンプ立て…………K8-590

＊＊金切り丸のこ盤…………………K7-11030

＊＊家庭用肉ひき器…………………C6-321

＊＊金切り弓のこ盤…………………K7-11030

＊＊家庭用噴霧器……………………C0-20〜20C

金具代用シール…………………L4-191A

＊＊家庭用噴霧器のノズル…………C0-291

かなタイプライター……………J4-11

家庭用ホース……………………M2-32

＊＊金づち……………………………K1-24210、K1-24219

家庭用野菜栽培器………………K3-122

＊ 金づちおもちゃ…………………E1-620

家庭用流水プール………………L3-630

＊ 金づち頭…………………………K1-24219

可とう管立ち上げ具……………L1-30

かなづちの柄……………………K1-24219

可撓電線管コネクタ用

金づち用くさび…………………M3-125

ブッシング……………………H1-223
＊ 蚊取り器…………………………C4-3220〜3220A

金床………………………………K1-55
＊ カニおもちゃ……………………E1-32EC

蚊取り器
電気蚊取り器………………C4-3220A

かに身取出し器…………………K4-0
＊ 蟹面戸がわら……………………L6-114

＊＊蚊取り線香………………………C4-3221
蚊取り線香燻焼器………………C4-3220

カニューレ………………………J7-43、K6-79
＊＊カヌー……………………………G3-23

＊ 蚊取り線香燻焼蒸器……………C4-3220
可動足場…………………………L1-110
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〔カネ〕
物品の名称

〔カバ〕
意匠分類の記号

物品の名称

金型

意匠分類の記号

照明器具用

アームレスト

ソケットカバー…………D3-910

成型用金型………………K1-60

自転車用サドル

金型クランプ……………………K1-270

カバー……………………G2-4931

曲尺………………………………F2-314

自転車用ハンドル

＊＊加熱器……………………………K6-50〜50B

カバー……………………G2-4922

加熱器

自動車前照灯用

おしぼり加熱器……………C4-231

カバー……………………D3-7190

化学機器用加熱器…………K6-50

自動車前照灯用

サウナ風呂用

ソケットカバー…………D3-7190

加熱器……………………D5-3149

自動車用車体

調理用投込み

カバー……………………G2-2901

加熱器……………………C6-441

自動車用ステアリ

ヘアカーラー用

ングホイール

加熱器……………………B7-332

カバー…………………G2-2962

めっき液保温用

自動二輪車用車体

加熱器……………………K7-12191

カバー……………………G2-390

加熱器付き乱れ箱………………D2-570

自動二輪車用ハン

加熱炉用発熱体…………………K0-41

ドルカバー………………G2-3932

加熱炉用ヒーター………………K0-490

樹根カバー…………………L2-5510

鹿子染用絞り器…………………K5-150

スイッチボックス

可搬形超音波探傷機……………H0-22

カバー……………………H2-42390

カバー

水筒カバー…………………C5-511

足カバー……………………B2-43〜43A

洗髪器用カバー……………D5-29

脚カバー……………………B2-44

扇風機カバー………………D4-49

いすカバー…………………D2-195

草履カバー…………………B5-921

植木鉢用カバー……………K3-15691

建具用把手カバー…………L5-6392

腕カバー……………………B2-52

足袋カバー…………………B5-43、B2-43D

エアーコンディシ

つめ切り用カバー…………B7-1419

ョナー用カバー…………D4-390

つめ切り用つめ屑

襟カバー……………………B1-921

防止カバー………………B7-1419

エンジン用カバー…………K8-290

ティッシュペー

おしめカバー………………B1-81〜81A

パー容器カバー…………C4-24

果実育成用カバー…………K3-152

手帳カバー…………………F3-2920

換気扇カバー………………D4-59

テニスラケット用

クッションカバー…………C1-29

カバー……………………E3-311

靴カバー……………………B5-921

テレビジョン受像

靴下カバー…………………B2-43〜43B

機用カバー………………H4-3491

化粧用顔面カバー…………B7-10

電気カーペット用

腰掛けカバー………………D2-195

カバー……………………C1-390

コックカバー………………M2-5920

電気かみそり用

コネクタカバー……………H1-222

カバー……………………B7-2392

ゴルフクラブ用

電球カバー…………………D3-1191

ヘッドカバー……………E3-35290

電線防護カバー……………H1-221

座ぶとんカバー……………C1-29

電柱用支線カバー…………L2-169

止水栓カバー………………M2-5920

電話機用カバー……………H3-3193

照明器具用

電話機用送受話器

笠カバー…………………D3-921

カバー……………………H3-3193
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〔カバ〕
物品の名称

〔カヘ〕
意匠分類の記号

物品の名称

トースターカバー…………C5-511
トイレット

意匠分類の記号

かばん用肩当て…………………B4-90
＊ かばん用肩掛けバンド…………B4-90

ペーパー

かばん用キャスター……………M3-320

ホルダーカバー…………C4-259

＊＊かばん用口金……………………B4-93

投光器用カバー……………D3-912

＊＊かばん用提げ手…………………B4-92

ナット用

＊ かばん用提げ手

保護カバー………………M3-193

取付け具………………………B4-90

ノートカバー………………F3-2920

＊ かばん用錠………………………B4-94

のこ刃保護カバー…………K1-52

＊＊かばん用スナップ………………B9-112

配管用保護カバー…………M2-490

かばん用底鋲……………………B4-90

配管用ボックス

かばん玉縁………………………B4-90

カバー……………………H2-42390

＊ かばん用調節金具………………B9-140A〜140AA

ピアノ用カバー……………E4-91

＊＊かばん用バックル………………B9-130B

風呂釜用カバー……………D5-3390

＊ かばん用縁材……………………B4-90

ブックカバー………………F3-2920
ヘアーカーラー用

かばん用ベルト…………………B4-90
＊＊かばん用ボタン…………………B9-111

カバー……………………B7-331

＊ かばん用連結環…………………B9-12

便座カバー…………………D5-44

＊ 画びょう…………………………F2-641

保険証カバー………………F3-2920

＊＊花瓶………………………………C2-130

哺乳ビン用カバー…………C5-511

花瓶

ボルト用

掛け花瓶……………………C2-131

保護カバー………………M3-193

花瓶敷き…………………………C2-190

ポットカバー………………C5-511

花瓶台……………………………C2-190

枕カバー……………………C1-119

仮復旧用ゴムマット……………L2-522

耳カバー……………………B2-66

＊ カフス……………………………B1-920

洋服カバー…………………B1-90

＊＊カフスボタン……………………B3-42

ランドセルカバー…………B4-91

＊ カフスボタンケース……………C0-112

カバー付きガスコック…………M2-521

＊ 花粉交配機………………………K3-150

カバー付き軒樋…………………L4-230
カバー付き窓開放用

花粉混合機………………………K3-150
＊ 花粉採取機………………………K3-150

操作金具………………………L5-90

花粉精選機………………………K3-146

＊＊河馬おもちゃ……………………E1-32AH
蒲焼串刺機………………………K4-0

株間除草機………………………K3-127
＊ 株券………………………………F3-1113

＊ かばん……………………………B4-1〜1H

株券用紙…………………………F3-1113

かばん

かぶと

肩掛けかばん………………B4-1AA〜1AB、

端午節句用かぶと…………C2-1531

B4-1BA〜1BB、

＊ かぶりものおもちゃ……………E1-5012

B4-1CA〜1CB、

カプセル剤………………………J7-11

B4-1DA、B4-1F〜1FB

カプラーシース…………………L2-119

B4-1G、B4-1M

貨幣入れ…………………………B4-1A、B4-1B、

背負いかばん……………………B4-20

B4-1C、B4-1D、

手提げかばん……………………B4-1、B4-1AA、

B4-1E

B4-1BA、B4-1CA、

貨幣計算機………………………J4-41

B4-1DA、B4-1F〜1H

貨幣計算機

＊ かばんおもちゃ…………………E1-432

自動販売機用

鞄の握手用カバー………………B4-90
＊ かばん用掛止め金具……………B9-130A

貨幣計数機………………J5-91
＊ 貨幣計数機………………………J4-42

＊ かばん用飾り金具………………B9-15

可変コイル………………………H1-430
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〔カヘ〕
物品の名称

〔カベ〕
意匠分類の記号

可辺勾配側溝ブロック…………L2-411D

物品の名称

＊＊壁掛け鏡…………………………D2-633

＊＊可変コンデンサー………………H1-4120〜4121

壁掛け花瓶………………………C2-131

可変速誘導電動機………………H2-120

壁掛けカレンダー………………F2-412〜412A

＊＊可変抵抗器………………………H1-422
可変抵抗器用基板………………H1-429

意匠分類の記号

壁掛け靴置き棚…………………D1-231
＊ 壁掛け小物入れ…………………D1-233〜233B

可変抵抗器用ケース……………H1-429

壁掛け三面鏡……………………D2-633

壁

壁掛け小便器……………………D5-41
衛生設備室用壁……………D5-69

壁掛け石けん受け………………D1-232

建物用壁……………………L4-30

＊ 壁掛け扇風機……………………D4-41D

防音壁………………………L2-543

壁掛け

＊ 壁板………………………………L4-3210、

ヘアードライヤー……………B7-340

L6-10〜10C、

壁掛け用鏡………………………D2-633

L6-130〜131A

壁掛用飾り板……………………C2-21

壁板係止具材……………………L4-329、L4-410、

壁掛け用フック…………………D1-21A

L4-413

＊ 壁間隔保持具……………………L4-3212

壁板結合クリップ………………L4-329

＊ 壁間隔保持材……………………L4-3212

壁板結合用金具…………………L4-3212、L4-329

壁換気用部材……………………L4-410

＊ 壁板結合用クリップ……………L4-329

壁形温水機………………………L3-619

壁板コーナー継手………………L4-4120

＊＊壁紙………………………………M1-2〜2L

壁板コーナー継手材……………L4-4120

＊ 壁紙地……………………………M1-2〜2L

壁板固定用金具…………………L4-329

壁紙の端部裁断補助具…………K1-00

＊ 壁板材……………………………L6-10、L6-10B〜10C

壁コーナー継手…………………L4-4120

L6-130〜131

壁コーナー継手材………………L4-4120

壁板支持金具……………………L4-329

壁材受け金具……………………L4-491

壁板付き小便器…………………D5-41

壁材取付具………………………L4-329

壁板継手…………………………L4-411

壁下地材…………………………L6-1330

壁板継手材………………………L4-411

＊ 壁下地板…………………………L6-1330〜1330A

壁取付具…………………………L4-329

＊＊壁下地材…………………………L6-1330

壁板取付具………………………L4-329、L4-413
壁板取付具材……………………L4-3212、L4-329、

壁下地用金網地…………………L6-1331
＊＊壁じか付け灯……………………D3-321〜321J

L4-410

＊＊壁じか付け灯用笠………………D3-321〜321J

壁板取付用金具…………………L4-329

壁じか付け照明器具……………D3-321〜321J

壁板の

壁隅部の雨よけ材………………L4-491

上端部取付用金具……………L4-413

壁土用ミキサー…………………K3-32510

壁板保持材………………………L4-3212

壁つなぎ金具

壁板用コーナー継手……………L4-4120

とり付け用金具………………L1-117

壁板用コーナー継手材…………L4-4120

壁つなぎボルト受具……………L1-117

壁板用固定具……………………L4-329

壁つなぎ用控金物………………L4-329

壁板用継ぎ手……………………L4-329、

壁出隅用敷目板…………………L4-4120

L4-411〜411A
壁板用継ぎ手材…………………L4-411〜4120A

壁取り付け形飾り枠……………L6-20
＊ 壁取付け具………………………L4-329、L4-3212

壁板用連結材……………………L4-411

壁取付け小物入れ………………D1-233

壁板連結部の覆金具……………L4-411

壁取付け小物掛け………………D1-21A

壁板連結用板材…………………L4-411〜4120A

壁取付け棚………………………D1-231

壁入隅用敷目板…………………L4-4120

＊＊壁取付け灯………………………D3-322〜322K

壁埋込み収納棚…………………D1-231A

＊ 壁取付け灯用アーム……………D3-3291

壁埋込み用石けん受け…………D1-232

壁取付け用鏡……………………D2-633

＊＊壁掛け……………………………C2-20〜21

壁取付け用掛け具………………D1-21A
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〔カベ〕
物品の名称

〔カマ〕
意匠分類の記号

物品の名称

壁取付け用化粧棚………………D1-231、D1-231B
壁取付け用小物掛け……………D1-21CA

壁用出入隅キャップ……………L4-4120
＊＊壁用出隅材………………………L4-4120〜4120A

壁取付け用収納棚………………D1-231

＊

意匠分類の記号

L4-491

壁取付け用洗面化粧鏡…………D2-634

壁用出隅材受け…………………L4-4120

壁取付け用棚……………………D1-231B

壁用出隅取付具…………………L4-4120、L4-490

壁取付用電話器台………………H3-3192

壁用出隅役物……………………L4-4120

壁取付け用フック………………D1-21A

壁用止縁…………………………L4-413

壁張り地…………………………M1-110〜110M、

壁用止縁キャップ………………L4-410〜411、

M1-3〜3M

L4-413

壁貼地……………………………M1-110〜110M、

壁用止縁材………………………L4-413

M1-3〜3M

壁用止縁材取付具………………L4-413

壁張り石材、タイル類

壁用野縁取付材…………………L4-3212

の止め付け用金具……………L4-329

壁用防水敷目板…………………L4-410〜411、

壁パネル…………………………L4-320

L4-4120、L4-413

壁パネル固定用枠材……………L5-0115

壁用防水目地材…………………L4-430

壁パネル支持用

壁用防水目地板…………………L4-411

ベース材………………………L5-0115

壁用水切り………………………L4-410、L4-413

壁パネル取付金具………………L4-329

壁用水切りキャップ……………L4-410

壁パネル用下地

壁用水切り材……………………L4-410、L4-413

フレーム補強金具……………L4-329

壁用水切り取付具………………L4-490

壁ブロック………………………L2-2244A、L6-1321

＊＊壁用目板…………………………L4-411〜411A

壁見切り縁………………………L4-413

＊ 壁用目板材………………………L4-40

壁見切り縁材……………………L4-410、L4-413

L4-411〜411A

壁用板材…………………………L6-130

L4-490

壁用入隅…………………………L4-4120〜4120A

壁用目地カバー…………………L4-411

壁用入隅キャップ………………L4-4120

花木束ね機………………………K0-62

＊＊壁用入隅材………………………L4-4120〜4120A、
L4-491
壁用隅材取付具…………………L4-4120

＊ カポタスト………………………E4-39
＊＊かま（鎌）………………………K3-162
＊＊かま（釜）………………………C5-4110、

壁用掛け具………………………D1-21A

C5-4110C〜4110CA

壁用飾り金具……………………L4-411

窯

壁用外壁材取付具………………L4-3212

七宝焼用釜差………………K0-401

壁用コーナー材…………………L4-4120

陶芸用電気窯………………K0-40

壁用コーナー材取付具…………L4-491

釜

壁用コーナー部

風呂釜………………………D5-331

切欠きキャップ………………L4-490

電気釜………………………D5-331、

壁用コンクリート型

C5-4121〜4121C

枠支持具………………………L4-330

鎌替え刃…………………………K3-162

壁用伸縮目地材…………………L4-40

カマキリおもちゃ………………E1-32D

壁用ジョイナカバー……………L4-411

框

壁用ジョイナキャップ…………L4-411

アコーディオン

壁用ジョイナ材…………………L4-411

カーテン用框……………L5-0121

壁用ジョイナ材取付具…………L4-411

アコーディオン

壁用ジョイナ取付具……………L4-329、L4-411、

ドア用框…………………L5-0121

L4-490

雨戸框………………………L5-2110

壁用出・入隅兼用材……………L4-4120

ガラス戸用縦框……………L5-12012

壁用出入隅………………………L4-4120

隙間防止調整框……………L5-12016

壁用出隅…………………………L4-4120〜4120A

襖用上框……………………L5-1241
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〔カマ〕
物品の名称

〔カミ〕
意匠分類の記号

物品の名称

襖用下框……………………L5-1241

意匠分類の記号

紙

襖用縦框……………………L5-1241

折紙…………………………E1-11

間仕切り用

切抜き紙……………………E1-12

パネル框…………………L5-0111

障子紙………………………L6-42

窓用換気框…………………L5-12015

たばこ用紙…………………A1-2

窓用縦框……………………L5-12012

段ボール紙…………………M1-2〜2L

框材

襖紙…………………………L6-41

アコーディオン

ボール紙……………………M1-2〜2L

カーテン用框……………L5-0121

モザイクタイル用

窓用縦框材…………………L5-12012

貼り紙……………………L6-39

框材………………………………L5-12011

紙おむつ…………………………B1-80

框材

＊＊髪飾り……………………………B3-22

アコーディオン

紙切りばさみ……………………K1-132

ドア用框材………………L5-0121

紙工作用カッター………………K1-124

雨戸框材……………………L5-2110

紙工作用カッター替刃…………K1-129

ガラス戸用縦框材…………L5-12012

紙工作用カッター………………K1-120、K1-124

窓用換気框…………………L5-12015

紙工用ばさみ……………………K1-132

隙間防止調整框材…………L5-12016

＊ 紙しばいおもちゃ………………E1-00

建物用

紙芝居スタンド…………………E1-00

点検口蓋框材……………L5-4211
襖用上框材…………………L5-1241

紙しばい台………………………E1-00
＊ 紙地………………………………M1-2〜2L

襖用下框材…………………L5-1241

紙地

襖用縦框材…………………L5-1241

壁紙地………………………M1-2〜2L

間仕切り用

模様紙地……………………M1-2〜2L

パネル框…………………L5-0111

かみそり…………………………B7-220

窓用換気框材………………L5-12015

かみそり

框ドア……………………………L5-12100

安全かみそり………………B7-221〜221A

＊ かまど……………………………C6-442E、C6-443A

軽便かみそり………………B7-221〜221A

かまど

西洋かみそり………………B7-223

もみがらかまど……………K0-51

電気かみそり………………B7-230〜230E

かまど用ロストル………………D4-191

日本かみそり………………B7-222

鎌の柄……………………………K3-169

＊ かみそり研ぎ器…………………K1-283

鎌の刃……………………………K3-169

かみそり用替え刃………………B7-2291〜2291A

かまの本体………………………K3-162

＊ 髪染め液塗布具…………………B7-30

鎌刃………………………………K3-162

＊＊神棚………………………………C7-160

＊＊かまぼこ…………………………A1-13

紙つり具…………………………F2-61

＊＊かまぼこ板………………………A1-19
＊＊かまぼこ成型機…………………K4-0

紙テープ…………………………B1-623〜623A
＊＊紙テープ穿孔機…………………H5-441

かまぼこ成型器…………………K4-91
＊＊かまぼこ成型機用金型…………K4-91

紙はさみ具………………………F2-6311
＊ 紙はさみ…………………………F2-6311、F2-7443、

かまぼこ製造機用金型…………K4-91

K1-132

かまぼこ製造用型………………K4-91

紙ばさみ

かまぼこ台板……………………A1-19

温度計付紙ばさみ…………F2-6310

＊ かま用柄…………………………K3-169

ペンホルダー付

鎌用柄……………………………K3-169

紙ばさみ……………………F2-6310

＊ かま用ケース……………………K3-169

紙ばさみ具………………………F2-6311

鎌用刃……………………………K3-162

紙ばさみ板………………………F2-7443
紙ばさみ板用取付金具…………F2-623
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〔カミ〕
物品の名称

〔カメ〕
意匠分類の記号

＊＊紙ひも……………………………M1-623〜623A

物品の名称

意匠分類の記号

＊＊カメラ用グリップ………………J3-35

＊ 紙風船……………………………E1-031

カメラ用ケース…………………J3-38

紙風船おもちゃ…………………E1-031

＊＊カメラ用三脚……………………J3-33

紙袋製造機………………………K0-1

＊ カメラ用三脚ケース……………J3-38

＊ 紙ぶた取り………………………C6-2213

カメラ用照準

紙分配収容器……………………K0-24

ファインダー…………………J3-291

＊ 紙巻きたばこ製造機……………K0-00

カメラ用ストロボ………………J3-34

紙巻きタバコのフィル

カメラスポーツ

ター収容ケース………………B6-191
紙やすり保持具…………………K1-280

ファインダー…………………J3-291
＊＊カメラ用

＊ 紙用穴開けきり…………………K1-4072

セルフタイマー………………J3-36

紙用穴あけ錐……………………K1-4072

カメラ用閃光器…………………J3-34

カム………………………………K9-10

カメラ用閃光器ケース…………J3-38

カムスイッチ……………………H1-540D

カメラ用長尺

かめ

ファイルマガジン……………J3-37

食品用かめ…………………C5-320〜320F

カメラ用吊金具…………………J3-30

＊ カメおもちゃ……………………E1-32B

カメラ用手提げバンド…………J3-30

＊＊カメラ……………………………J3-20〜20C

カメラ用データ写込機…………J3-290

カメラ
眼底カメラ…………………J3-20

カメラ用データバック…………J3-290
＊ カメラ用発光器…………………J3-34

顕微鏡カメラ………………J3-20

カメラ用

テレビジョン
カメラ……………………H4-310

ハンドグリップ………………J3-35
＊＊カメラ用フード…………………J3-32

テレシネカメラ……………H4-310

＊＊カメラ用ファインダー…………J3-291

二眼レフカメラ……………J3-20

＊＊カメラ用フィルター……………J3-32

ビデオカメラ………………H4-310

＊ カメラ用

カメラ一体型ビデオ
テープレコーダー……………H4-311

フィルターケース……………J3-38
＊ カメラ用フィルム………………J3-37

カメラ遠隔操作用

カメラ用フィルム自動

受信機…………………………J3-30

巻き上げ機……………………J3-35

＊ カメラおもちゃ…………………E1-655

カメラ用フィルム自動

カメラ及びテレビモ

巻上機…………………………J3-35

ニター付電話機………………H4-3450

カメラ用

＊ カメラケース……………………J3-38

フィルムバック………………J3-37

カメラ付きテレビ受信機………H4-3450

カメラ用

カメラ付ビデオテープ

フィルム巻上げ機……………J3-35

レコーダー……………………H4-311

カメラ用望遠レンズ……………J3-31

＊＊カメラボディー…………………J3-20〜B

カメラ用防寒ケース……………J3-38

＊＊カメラ用雲台……………………J3-33

カメラ用防水カバー……………J3-38

カメラ用液晶表示板……………H1-721
カメラ用

カメラ用ボディー………………J3-20
＊＊カメラ用

液晶表示パネル………………H1-721

モータードライブ……………J3-35

カメラ用

カメラ用リモートコン

遠隔操作受信機………………J3-30

トロール受信機………………J3-30

カメラ用

カメラ用レリーズ………………J3-30

オートワインダ………………J3-35
カメラ用カバー…………………J3-38

カメラ用レンズ…………………J3-31
＊＊カメラ用

＊＊カメラ用距離計…………………J3-36

レンズキャップ………………J3-32
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カメラ用レンズケース…………J3-38

貨物自動車用梯子………………G2-2900

カメラ用

貨物自動車用バンパー…………G2-2911

レンズシャッター……………J3-290

貨物自動車用フェンダー………G2-2950

カメラ用レンズ

貨物自動車用ホイスト…………G1-31

ホルダー………………………J3-38

貨物自動車用

＊＊カメラ用露出計…………………J3-36

幌の取付金具…………………G2-2900

＊ カメラ用露出計ケース…………J3-38

貨物自動車用

＊＊カメラレンズ……………………J3-31

ラジエータグリル……………G2-2913

＊＊カメラレンズケース……………J3-38

貨物自動車おもちゃ……………E1-6311

カメラ用

貨物自動車用ホイスト…………G2-2900

レンズ用キャップ……………J3-32

貨物自動車用保護板……………G2-2911

＊ 鴨居………………………………L5-141J

貨物自動車用

かもい上げ器……………………L1-40
＊ 鴨居材……………………………L5-141J

ラジエタグリル………………G2-2913
＊＊貨物船……………………………G3-0

鴨居ジャッキ……………………L1-40

貨物つり上げ用フック…………G1-05

鴨居滑り材………………………L5-142J

貨物搬送機用レール……………G1-60

かもい取付け治具………………K1-272

貨物飛行機………………………G4-1

鴨居取付け用小物掛け…………D1-21E
鴨居の支持具……………………L4-191A

貨物用三輪自動車………………G2-220
＊ かや………………………………C1-55

鴨居の取付器……………………K1-270

火薬

鴨居用ジャッキ…………………L1-40

ピストル

＊ かもじ……………………………B3-21

おもちゃ用火薬…………E1-68190

＊ 貨物運搬車………………………G2-50〜G2-50B

かやの釣り環……………………C1-59

G2-55

かや用つり手……………………C1-59

貨物懸吊用フック………………G1-05

＊ カラー……………………………B1-922

＊ 貨物車……………………………G2-11

カラーカフス……………………B1-922

貨物自動車………………………G2-20、G2-210〜210A
G2-20、G2-230
＊ 貨物自動車おもちゃ……………E1-6311

＊ カラーキーパー…………………B1-922
＊ カラー芯…………………………B1-922
＊＊カラー止め………………………B3-33

貨物自動車側板材………………G2-922

カラー濃度識別カード…………F1-301

貨物自動車用

カラー濃度識別ゲージ…………F1-301

荷台用床材……………………L6-140

カラオケボックス………………L3-200

貨物自動車の

唐草瓦……………………………L6-112

あおり支持柱用型材…………G2-922
貨物自動車
あおりパネル用型材…………G2-922

からし入れ………………………C5-320〜320F
＊＊からす口…………………………F2-332
＊ からす口用インク差し…………F2-339

貨物自動車の

空手用具…………………………E3-02

後扉用上部ヒンジ……………G2-2900

空手用グローブ…………………E3-02

貨物自動車の

カラン

幌用補強具……………………G2-2900

押しカラン…………………M3-5312

貨物自動車用車体………………G2-220

刈り機

貨物自動車用煽板材……………G2-922

芝刈り機……………………K3-1430、K3-1430C、

貨物自動車用導風器……………G2-2953

K3-1430E

貨物自動車用荷台………………G2-2914

茶刈り機……………………K3-1430F

貨物自動車用荷台覆い…………G2-2900

刈り込み機………………………K3-1430、K3-1430D

貨物自動車用

刈込み機用刈刃…………………K3-14391

荷台覆い板……………………G2-2900
貨物自動車用荷箱………………G2-2914

刈払機用ハンドル………………K3-190
＊＊刈り込みはさみ…………………K1-134、K3-1430F
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刈込鋏用柄………………………K1-139

刈払機用刈払刃…………………K3-14391

刈込鋏刃体………………………K1-134

刈払機用刈刃……………………K3-14391

刈込鋏の柄………………………K1-139

刈払い機用刈り刃………………K3-14391

刈込鋏の刃体……………………K1-139

刈払機用刈刃カバー……………K3-14390

刈込みばさみ用柄………………K1-139

刈払機用ガード…………………K3-14390

刈込鋏用サック…………………K1-52

刈払機用除雪機…………………K3-329

刈込用はさみ刃…………………K1-139

刈払機用チップソー……………K3-14391

刈込用鋏刃………………………K1-139

刈払機用内燃機関………………K8-21A

刈り取り機………………………K3-1430〜1430F

刈払機用鋸刃……………………K3-14391

刈り取り機

＊ 刈払い機用刃……………………K3-14391

桑葉刈り取り機……………K3-1430

刈払機用刃体……………………K3-14391

＊＊刈り取り機

刈払機用ハンドル………………K3-14390

茎杵搬送用つめ………………K3-14392

刈払機用ブレードカバー………K3-14390

＊＊刈り取り機

刈払作業用足カバー……………B2-44

茎杵引起し用つめ……………K3-14392

刈払刃……………………………K3-14391

刈取機コンベアー用爪…………K3-14392

刈払刃板用チップ………………K3-14391

刈取機用エンジン………………K8-21

刈払用鋸刃………………………K3-14391

刈取機用カッター………………K3-14391

刈払刃研磨機……………………K1-321A

刈取機用刈り刃…………………K3-14391

刈払機の刃………………………K3-14391

刈取り機用強制分草機…………K3-14390

＊ 刈払い機用エンジン……………K8-21A

刈取り機用

刈払い機用大豆収穫機…………K3-140

茎杵搔込み具…………………K3-14390

過流送風機………………………K8-70、K8-710、

刈取り機用結束機………………K3-14390

K8-711

＊ 刈取り機用湿田車輪……………K3-191

過流送風機用羽根車……………K8-791

＊＊刈取り機用刃……………………K3-14391

＊ 仮枠用きり………………………K1-40713

＊ 刈取り機用分草具………………K3-14390

＊ 仮枠用レンチ……………………K1-2320

刈取り機用防護坂………………K3-14390

＊ かりんとう………………………A1-15〜15G

刈取機用丸刃……………………K3-14391

＊ かるた……………………………E2-23

＊＊刈取り結束機……………………K3-1430A
刈取結束機用

＊＊カルチベーター…………………K3-127
＊＊カレンダー………………………F2-410〜412A

エンジンカバー………………K3-14390

カレンダー

＊ 刈取り結束機用結束機…………K3-14390

温度計付き

刈取細断収穫車…………………K3-140、K3-1430

カレンダー………………F2-4110

＊ 刈取り脱穀機……………………K3-1430B

卓上カレンダー……………F2-4111

刈取脱穀機用結束機……………K3-14390

貯金箱付き

仮止めくぎ………………………M3-121〜121D

カレンダー………………F2-4110

＊＊刈払い機…………………………K3-1430D

吊下げカレンダー…………F2-412〜412A

刈払い機ギヤケース……………K3-14390

取付けカレンダー…………F2-412〜412A

刈払機の刈刃ガード……………K3-14390

貼付けカレンダー…………F2-410

刈払機の操作杵…………………K3-14390

日めくり

刈払機のハンドル………………K3-14390

カレンダー………………F2-4110A

刈払機の

ペンホルダー付き

ハンドル防振具………………K3-14390

カレンダー………………F2-4110

刈払い機の本体…………………K4-1430D

カレンダー付額縁………………C2-22

刈払機用エンジン………………K8-21A

＊

刈払機用回転刃…………………K3-14391

＊ カレンダー付き

刈払機用回転刃カバー…………K3-14390

カレンダー付き地図……………F1-230
ペン立て………………………F2-7210

刈払機用カッター………………K3-14391
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カレンダー付

物品の名称

意匠分類の記号

＊ かわら棒キャップ………………L4-2111

ラジオ受信機…………………H3-7110

瓦棒締付け具……………………L4-2191

＊ カレンダーとじ具………………F2-624

瓦棒締付具………………………L4-2191

カレンダー用シール……………F2-419

瓦棒包み材用の補強材…………L4-2111

＊ カレンダー用

かわら棒の軒先部の

日付け指示ごま…………………F2-419
カレンダーロール

カバー板………………………L4-2190
＊ かわら棒はぜ折り器……………K1-241

射出成型機……………………K7-40

瓦棒ぶき屋根の

カローコーン……………………K3-43

雪止め支持金具………………L4-2192

カロリーメーター………………J1-24

瓦棒葺屋根用板金の

乾麺吊下金具……………………K4-90

折曲器…………………………K1-241

皮地………………………………M1-3〜3M

瓦棒屋根材取付け金具…………L4-2191

かわ砥……………………………K1-283

瓦棒屋根用サン棒………………L4-2111

皮とり器…………………………C6-313

瓦屋根用面戸……………………L4-2113

河床ブロック……………………L2-2241

瓦用充填材支持具………………L4-2191

皮剥ぎナイフ……………………K1-110

瓦用スペーサー…………………L4-2191

＊＊皮むき器…………………………C6-313

瓦用面戸…………………………L6-114

皮むき器用替刃…………………C6-319

かわら用雪

皮むき具…………………………C6-313

すべり止金具…………………L4-2192

かや用つり環……………………C1-59

瓦用雪止め金具…………………L4-2192

瓦…………………………………L6-110〜115

変わり絵おもちゃ………………E1-10

瓦

管
面戸瓦………………………L6-114

暗きょ集水管………………L2-411〜411A

かわら受け台……………………L6-119

エックス線管………………H0-10

瓦カッター………………………K1-121

鋼管…………………………M2-1

瓦乾燥パレット…………………K0-490

光電倍増管…………………H1-740

瓦固定用桟………………………L4-2110

撮像管………………………H1-740

かわら裁断機……………………K7-30

真空管………………………H1-740

瓦棧………………………………L4-2111

洗眼用水洗吐水管…………M2-5310

瓦下地材…………………………L6-119

タコ管………………………J7-43

かわら焼成用支持具……………K0-491

点灯管………………………D3-123

瓦焼成用間隔支持具……………K0-491

電線管………………………M2-31

瓦焼成用支持具…………………K0-491

樋接合管……………………L4-2322、L4-2322C

瓦焼成用到れ防止具……………K0-491

導波管………………………H1-10

瓦焼成用台枠……………………K0-491

内燃機関用排気管…………K8-295

瓦焼成用保持具…………………K0-491

内燃機関用

＊ 瓦焼成炉用間隔保持具…………K0-491

ベンチュリー管…………K8-294

かわら切断具……………………K1-220A

熱交換管……………………K6-591

瓦素地運搬用パレット…………G1-510A

配管用管……………………M2-31

＊ かわら継ぎ手……………………L4-2191

配水管………………………L2-411〜411A

瓦止金具…………………………L4-2191

表示管………………………H1-721

瓦止め釘…………………………L4-2191

放電管………………………H1-740

＊ かわら止め具……………………L4-2110、L4-2191

湯沸器用給水管……………D5-590

瓦止め用金具……………………L4-2191

湯沸器用給湯管……………D5-590

瓦葺屋根における

ラベル印刷貼付機

面戸保護板……………………L4-2110

用ラベル取付管…………F2-2269

瓦葺き用定規……………………K1-05

流通管………………………M2-31

かわら棒先端カバー……………L4-2193
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環
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簡易テント………………………L3-261
かばん用連結環……………B9-12

簡易トイレ………………………L3-11

管継手用締付け環…………M2-4190

簡易取付け用フェンス…………L3-530

なす環………………………M3-00

簡易ハウス用パイプ

ランドセル用

柱の樹立盤……………………L4-190

回転環……………………B4-91

簡易便所…………………………L3-11

ランドセル用背

簡易舗装用マット………………L2-522

負い帯取付け環…………B4-91

カン入り飲料

杵

自動販売機……………………J5-12、J5-12B
コンクリート型枠

管受口用キャップ………………M2-7

締付け用連結杵…………L1-3232〜3232A

棺おけ……………………………C7-110

のれん用

缶開封器…………………………K1-220

つり下げ杵………………C1-59

間隔保持具

函

瓦焼成間隔保持具…………K0-491
配電函………………………H2-51、H2-591

コンクリート

包装用缶……………………F4-50BA〜50BF

コンクリート型枠

缶

間隔保持具………………L1-331
F4-50CA〜50DDB、

締付け間隔

F4-52〜52D

保持具……………………L1-322

缶開け付栓抜き…………………C6-2210

鉄筋間隔保持具……………L1-431〜431A

缶穴あけ器………………………K1-225

管加工機…………………………K1-3151

簡易雨水処理槽…………………L2-431A

管蓋………………………………L2-453

簡易汚水升継ぎ手………………M2-4120

灌漑水路用板材…………………L2-32〜32A

簡易ガスこんろ用

灌漑水路用ブロック……………L2-412A

バーナー………………………C6-44912

カンガルーおもちゃ……………E1-32A

簡易橋梁…………………………L2-110

換気框……………………………L5-12015

簡易車庫…………………………L3-230

換気框用框材……………………L5-12015

簡易車庫用母屋…………………L4-2110

換気框

簡易車庫用母屋材………………L4-2110

窓用換気框…………………L5-12015

簡易車庫用継ギ材………………L4-110、L4-191C

換気框材

簡易車庫用桁材…………………L4-112

窓用換気框材………………L5-12015

簡易車庫用側枠…………………L4-2110

換気ガラリ………………………L5-41

簡易車庫用側枠材………………L4-112

換気瓦……………………………L6-110

簡易車庫用垂木…………………L4-2112

換気器具…………………………L5-41

簡易車庫用垂木押え……………L4-2112

換気グリル………………………L5-41

簡易車庫用垂木連結材…………L4-2110

換気口……………………………L5-41

簡易車庫用樋……………………L4-231B

換気孔カバー……………………L5-41

簡易車庫用梁支持部材…………L4-112

換気口フード……………………L5-41

簡易車庫用前枠…………………L4-2113

換気口用キャップ………………L5-41

簡易車庫用屋根板材……………L6-120

換気口用化粧板…………………L5-41

簡易水洗便所用清浄器…………D5-490

換気口用羽板……………………L5-1232

簡易ステップ材…………………L1-129

換気口用羽根材…………………L5-1232

簡易建物骨材接合

換気孔用フィルター……………L5-41

プレート………………………L4-191C

換気口用枠材……………………L5-4212

簡易建物用桁材…………………L4-112

換気小窓用上枠材………………L5-12011

簡易建物用
構造材連結金具………………L3-392

換気小窓用中桟材………………L5-12013
＊＊換気扇……………………………D4-51〜D4-51E

簡易建物用構造骨材……………L4-391
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物品の名称

〔カン〕
意匠分類の記号

物品の名称

換気扇

意匠分類の記号

換気用框部材……………………L5-12015

屋上換気扇…………………D4-52

換気用構成部材…………………L5-100

台所用換気扇………………D4-51〜51E

換気用下枠………………………L5-100

天井埋込み換気扇…………D4-51〜51E

換気用縦枠………………………L5-100

窓用換気扇…………………D4-51〜51D

換気用通気口……………………L5-41

＊ 換気扇カバー……………………D4-59

換気通気口………………………D4-0、L5-41

換気扇付瓦………………………L6-110

換気用通風孔……………………L5-41

換気扇フード……………………D4-59

換気用棟部材……………………L4-2110

換気扇フィルター用

換気用パネル……………………L5-41

枠体……………………………D4-59

換気用フード……………………D4-59

換気扇用

換気用面戸………………………L5-41

ウェザーカバー………………D4-59
換気扇用カバー…………………D4-59

換気用ルーバー…………………L5-41
＊＊缶切………………………………C6-2210、K1-220

換気扇用ケース…………………D4-59

缶切り機

換気扇用集煙カバー……………D4-59

電気缶切り機………………C6-2211

換気扇用取付け枠………………D4-59

缶切付栓抜………………………C6-2210

＊＊換気扇用フード…………………D4-59

管切りはさみ……………………K1-220A

＊＊換気扇用フィルター……………D4-59

換気レジスター…………………L5-41

換気扇用

緩傾斜護岸用

フィルターカバー……………D4-59

消波ブロック…………………L2-2241

換気扇用フィルター枠…………D4-59

緩傾斜護岸用ブロック…………L2-2240

換気扇用フード…………………D4-59

管継手……………………………K3-390

換気扇用屋外フード……………D4-59

乾繭機……………………………K5-17

換気扇用リモート

還元器

コントローラー………………H2-62〜62F
換気扇用ルーバー………………D4-59

冷凍食品還元器……………C6-42
＊＊緩降機……………………………J6-20

換気装置付瓦……………………L4-2110

緩降機

換気装置用フード………………L4-2110、L5-40

救命用緩降機………………J6-20

換気体用框材……………………L5-12015

観光潜水船………………………G3-20

柑橘用皮むき器…………………C6-313

管固定金具………………………M2-6

換気棟……………………………L4-2110

管固定具…………………………M2-6

換気筒……………………………L5-41

管固定具用締付け板……………M2-6

換気筒付き屋上用

管固定用金具……………………M2-6

換気扇…………………………D4-52

管支え……………………………M2-6

換気筒付瓦………………………L6-110

観察器

換気棟用パネル受材……………L4-2110

星座観察器…………………F1-233

換気フード………………………D4-59、L5-41

換算具……………………………F2-530

換気窓用上枠構成部材…………L5-100

換算具

換気窓用框材……………………L5-12011〜12012

単位換算具…………………F2-530

換気面戸付軒先水切材…………L4-2110、L5-41

換算盤……………………………F2-531

冠木門……………………………L3-50

管材………………………………M2-31

環境試験用恒温恒湿器…………K6-70

管材

函渠ブロック……………………L2-411、

電線管材……………………M2-31

L2-411C〜411E

配管用管材…………………M2-31

管渠用コンクリート
基礎……………………………L2-420

流通管材……………………M2-31
＊＊かんざし…………………………B3-22

換気用上枠………………………L5-100

かんざし筋固定用金物…………L1-433

換気用円筒体……………………L4-2190

カンザシ筋支持金具……………L1-319
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〔カン〕
物品の名称

〔カン〕
意匠分類の記号

鉗子

物品の名称

意匠分類の記号

＊＊冠水瓶……………………………C5-311

手術用鉗子…………………J7-41

潅水容器付植木鉢………………K3-1560B

監視カメラ………………………H4-310

缶詰め蓋付け機…………………K0-61

管支持金具………………………M2-6

管接続具付き

管支持具…………………………M2-6

配管固定具……………………M2-4190、M2-6

監視テレビカメラ用

管接続用パッキング……………M2-491

ケース…………………………H4-319

乾燥機

監視テレビカメラ用

衣類乾燥機…………………C3-631

ハウジングケース……………H4-319

印刷用紙乾燥機……………K0-41

管締付け環………………………M2-4190

くつ乾燥機…………………C3-633

管締付け具………………………M2-6

穀類乾燥機…………………K3-14810

鑑賞魚槽用加熱器………………E0-11191

紫外線乾燥機………………K0-41

鑑賞魚槽用装飾体………………E0-11190

写真用乾燥機………………J3-40

鑑賞魚の

食品乾燥機…………………C6-72

水槽用水温冷却器……………E0-11190

食器乾燥機…………………C3-73

鑑賞魚用産卵箱…………………K2-2

赤外線乾燥機………………K0-41

＊＊鑑賞魚用水槽……………………E0-1110

洗たく物乾燥機……………C3-631

鑑賞魚用水槽の

茶葉乾燥機…………………K3-14810

水温調節用

葉たばこ乾燥機……………K3-14811

サーモスタット………………H1-558

ふとん乾燥機………………C3-632

＊ 鑑賞魚用水槽の

牧草乾燥機…………………K3-14810

投込みヒーター………………E0-11191

乾燥機付き除湿機………………D4-332

鑑賞魚用水槽の

乾燥器付き洗面台………………D5-20

フィルター……………………E0-11192

乾燥機付電気洗濯器……………C3-520〜520C

＊ 鑑賞魚用水槽のろ過器…………E0-11192

乾燥機用網棚……………………K4-90

緩衝具……………………………G1-04

乾燥機用

緩衝具

くつ乾燥ノズル………………C3-639

包装用緩衝具………………F4-921

乾燥機用集塵器…………………K3-100

緩衝材
建物用緩衝材………………L4-40

乾燥機用熱風供給器……………K4-0
＊ 乾燥剤入れ………………………C4-310

戸当り緩衝材………………L5-1021

乾燥台

ドア用緩衝材………………L5-1021

農作物用乾燥台……………K3-141

監視用テレビカメラ……………H4-310

管挿入用治具……………………L2-4190

感震スイッチ……………………H1-550

乾燥用布団挟み…………………C3-73

＊＊かんじき…………………………B5-920

＊ 観測塔……………………………L3-10

患者運搬具………………………G1-01

缶底切断用カッター……………K1-120

＊＊患者運搬車………………………J7-23

管体受け具………………………M2-6

患者用昇降機……………………G1-00

杆体締付具………………………L1-433

＊ 患者用洗髪器……………………C4-111

管体端部保護キャップ…………M2-7

＊＊患者用尿器………………………C4-28

＊＊管体保護キャップ………………M2-7

患者用パンティ…………………B1-66

管立ち上げ具……………………M2-6

＊＊患者用便器………………………C4-28

管立ち上げ固定具………………M2-6

管状柱体用引抜き工具…………K3-329

管端閉塞具………………………M2-7

漢字練習板………………………F1-210

管端閉塞キャップ………………M2-7

潅水器……………………………K3-131

管端保護キャップ………………M2-7

潅水器用吸水口…………………K3-131

管端保護具………………………M2-7

潅水チューブの支持具…………K3-154

管端保護栓………………………M2-7

潅水ノズル………………………M2-532

管端用キャップ…………………M2-7
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物品の名称

〔カン〕
意匠分類の記号

物品の名称

管端用栓…………………………M2-7

意匠分類の記号

管継ぎ手用パッキン……………M2-491

管台用スペーサー………………M2-6

＊ 管継ぎ手用フランジ……………M2-4190〜4192

管台用連結補助具………………M2-6

＊ 管継ぎ手用フランジ……………M2-4192

感知器

管継ぎ手用リング………………M2-4191

火災感知器…………………H1-561

管継ぎ手用連結部材……………M2-4190

ガス漏れ感知器……………H1-561

管継ぎ手用

煙感知器……………………H1-561

ロックリング…………………M2-4191

間知コンクリート

管継ぎ手用ロック

ブロック……………………L2-2244A

リングの締付け治具…………M2-4190

間知ブロック……………………L2-2244A

缶つぶし機………………………K0-50

間知面木…………………………L1-42
かんちょう器……………………J7-10

管つり下げ金具…………………M2-6
＊＊缶詰め機…………………………K0-61、K4-0

貫通孔タイル壁…………………L4-3210

缶詰めふた付け機………………K0-61

＊＊管継ぎ手…………………………M2-410〜413、

鑑定書用紙………………………F3-1130

L2-4190

管締付け具………………………M2-4190

管継ぎ手
伸縮管継ぎ手………………M2-4111

カンテラ…………………………D3-220
＊＊乾電池……………………………H1-81

ビクトリック形
管継ぎ手…………………M2-4113A
管継ぎ手固定具…………………M2-6

乾電池収納容器…………………H1-891
＊ 乾電池用ケース…………………H1-891
＊ 乾電池用充電器…………………H2-212

管継手のコンクリート

監督台

型枠への固定具………………L1-30

電話交換機用

管継ぎ手のパッキング

監督台……………………H3-41

用チューブ……………………M2-491
管継ぎ手の

管取付け金具……………………M2-6
＊＊かんな……………………………K1-212

離脱防止リング………………M2-4190

かんな

管継ぎ手用

携帯用電動かんな…………K1-312

インナーパイプ………………M2-4190

電動体取付け用

＊ 管継ぎ手用埋込み金具…………M2-4190

携帯かんな………………K1-312

管継ぎ手用押えリング…………M2-4191

管内検査用

＊ 管継ぎ手用押しわ………………M2-4191

テレビジョンカメラ…………H4-310

管継ぎ手用解放リング…………M2-4190

かんなカバー……………………K1-52

管継ぎ手用カバー………………M2-4190

＊＊かんな台…………………………K1-2190

管継ぎ手用係脱リング…………M2-4190

＊ かんな刃…………………………K1-2192

管継ぎ手用固定具………………M2-6

鉋刃用保護坂……………………K1-2190

管継ぎ手用ゴムリング…………M2-491

かんな盤

＊ 管継ぎ手用締付け環……………M2-4190

自動かんな盤………………K7-22

管継ぎ手用締付け具……………M2-4190

手押しかんな盤……………K7-22

管継ぎ手用スペーサー…………M2-4190

かんな用替刃……………………K1-2192

管継ぎ手用スリーブ……………M2-490

鉋用ケース………………………K1-52

管継ぎ手用

鉋用刃……………………………K1-2192

抜止めリング…………………M2-4190

換熱器……………………………K6-50

管継ぎ手用保温カバー…………M2-490

換熱機……………………………K6-50

＊＊管継ぎ手用パッキング…………M2-491

感熱製版機………………………K0-21

管継ぎ手用

感熱転写プリンター用

パッキング押しわ……………M2-4191

インクカートリッジ…………H5-921

管継ぎ手用

感熱複写機………………………J4-20

パッキング材…………………M2-491

カンバス用クリップ……………F1-3259
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〔ガイ〕
意匠分類の記号

物品の名称

カンバス枠………………………F1-3259

意匠分類の記号

ガーデンブロック………………L2-5511

＊ 乾パン……………………………A1-15〜A1-15G

ガード

干瓢乾燥棚………………………K4-0

エンジンガード……………K8-290

缶蓋封かん機……………………K0-61

自転車用ドレス

缶蓋ライニング機………………K0-61

ガード……………………G2-4912

管分岐サドル用

自動車前照灯用

パッキン………………………M2-491

ストーンガード…………D3-7190

管閉塞具…………………………M2-7

ストーブ転倒防止

鑑別機

ガード……………………D4-290

ひよこ雌雄鑑別機…………K3-220

ハンドランプ用

乾干し用網籠……………………K4-0

ガード……………………D3-912

管枕………………………………M2-6

壁面取付け灯用

管枕用スペーサー………………M2-6

ガード……………………D3-912

乾麺………………………………A1-14

ガードケーブル…………………L3-530

＊ 乾毛機……………………………K5-11

ガードケーブルポスト…………L3-5472

缶破り……………………………C6-2210

ガードケーブル用

缶破り付き栓抜…………………C6-2210

ケーブル間隔保持具…………L3-5470

管用間隔保持具…………………M2-6

ガードチェーン用支柱…………L3-5410

管用間隔保持具の

ガードパイプ……………………L3-530B、L3-530E

スペーサー……………………M2-6

ガードパイプ用継ぎ手…………L3-549

観葉植物用スタンド……………D1-370A

ガードパイプ用

管用継ぎ手………………………M2-4113C

継ぎ手片………………………L3-549

管用防水栓………………………M2-7

ガードフェンス…………………L3-530、L3-530E

観覧車……………………………E2-7

ガードフェンス保持具…………L3-549

＊ 観覧車おもちゃ…………………E1-72

ガードフェンス用

観覧席の構造材…………………L4-110

継ぎ手…………………………L3-549

寒天流し器………………………K4-91

ガードフェンス用連結具………L3-549

観覧ベンチ用ブロック…………L2-2240

ガードフェンス…………………L3-530B

観覧用いす………………………D2-150
観覧用連結いす…………………D2-14HA

ガードポール……………………L3-530、L3-5410
＊＊ガードル…………………………B1-65、65A

管理設用推進機の

ガードレール……………………L3-530、L3-530B

スクリューヘッド……………K3-329

L3-530E、L3-5470

管理ボックス……………………L3-10、L3-13

ガードレール支柱用

管理ボックス付

ブラケット……………………L3-5470

入出庫口パネル体……………L3-13

ガードレール端末具……………L3-5470

管連結具…………………………M2-40〜413

ガードレール柱

管連結具

穴つき擁壁……………………L2-2240B

組立家具用
管連結具…………………D2-921〜921B
管路の流体漏洩

ガードレール板…………………L3-5470
＊＊ガードレール用板………………L3-5470
＊ ガードレール用板材……………L3-5420、L3-5470

防止用ライナー………………M2-4190

ガードレール用支柱……………L3-5410

管路布設用スペーサー…………M2-6

ガードレール用

＊ ガーゼ……………………………J7-12

そでビーム……………………L3-5470

＊ ガーター止め金具………………B9-12A、B9-12B

ガードレール用

＊ ガーターベルト…………………B1-65

パイプ取付け金具……………L3-549

＊＊ガーデンフェンス………………L3-530〜531

ガードレール用枠材……………L3-5470

ガーデンフェンス

ガイガーカウンタ………………J1-54

用接続具………………………L3-549

ガイガーカウンター……………J1-54
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意匠分類の記号

物品の名称

＊ ガイガー計数器…………………J1-54

意匠分類の記号

外壁板の端部カバー……………L4-410

街渠枡蓋…………………………L2-442

外壁パネル………………………L6-130

＊＊がいし……………………………H1-210

＊ 外壁見切り縁……………………L4-413

碍子………………………………H1-210

＊ 外壁見切り縁材…………………L4-410、L4-413

がいし

外壁用装飾材……………………L6-20

屋内支持がいし……………H1-210

外壁用端末換気口………………L5-41

懸垂がいし…………………H1-210

外壁用出隅材……………………L4-4120

耐張がいし…………………H1-210

外壁用目地装置の

茶台がいし…………………H1-210

アウターパネル………………L4-411

長幹がいし…………………H1-210

外壁用目地装置の

電線引込み用

インナーパネル………………L4-411

がいし……………………H4-4411

外壁用目地装置の

電柱支線用がいし…………H1-210

取付け金具……………………L4-411

ピンがいし…………………H1-210

外壁用横板材……………………L4-411

ピン支持がいし……………H1-210

外輪

＊ がいし金具………………………H1-219

ベアリング用外輪…………K9-1190

碍子金具…………………………H1-219

街路照明灯用ポール……………D3-4190

碍子用絶縁カバー………………H1-222

街路樹ポット……………………L2-5510

碍子連用カバー…………………H1-222

＊＊街路灯……………………………D3-410〜410B

外装板用継ぎ目

街路灯グローブ…………………D3-4191

キャップ材……………………L4-2111、L4-2190

街路灯付きベンチ………………D3-40

外装化粧板用継手板……………L4-3212
外装板固定具の

街路灯灯具………………………D3-4191
＊ 街路灯頭部………………………D3-4191

支持金物………………………L4-3212

＊ 街路灯用アーム…………………D3-4190

外装パネル用水切り材…………L4-410
外装用型材取付金具……………L4-3212

街路灯用笠………………………D3-4191
＊＊街路灯用グローブ………………D3-4191

＊ 外側マイクロメーター…………J1-122

街路灯用支柱……………………D3-4190

害虫駆除用

街路灯用灯具……………………D3-4191

灯油バーナー…………………K3-130

＊＊街路灯用ポール…………………D3-4190

害虫駆除蒸散器用

ガウン……………………………B1-41

蒸発散薬剤容器………………C4-310

ガウン

害鳥除け…………………………K3-130

ナイトガウン………………B1-41

街灯………………………………D3-410〜410A
街灯用支柱………………………D3-4190

画架………………………………F1-324
＊＊額…………………………………C2-21

ガイド

額受け……………………………C2-29

釣り竿用ガイド……………K2-492〜492C

額受け金具………………………C2-29

ファイル用ガイド…………F3-1114

楽音信号合成器…………………E4-60〜60AC

外壁開口部見切り縁……………L5-103

＊ 楽音調律器………………………E4-10

外壁換気用部材…………………L4-410

＊＊額皿………………………………C2-12

外壁化粧材………………………L4-2113、

＊＊額皿立て…………………………C2-190

L4-410〜411

＊ 学習おもちゃ……………………E1-00

外壁材固定用型材………………L4-410、L4-413

学習器

外壁材支持器……………………L4-329

カード学習器………………F1-221

外壁材用固定部材………………L4-410

テープ学習器………………F1-221

外壁材用継ぎ材…………………L4-4120、L4-413

学習室……………………………L3-201

外壁材用継ぎ手材………………L4-411

＊ 学習机……………………………D2-330〜330G

外壁修理用ピン…………………L4-329

D2-332〜332C

外壁板仮押さえ用金具…………K1-270

学習用カード……………………F1-210
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〔ガク〕
物品の名称

〔ガス〕
意匠分類の記号

物品の名称

学習用磁気

意匠分類の記号

ガスコックのガス流量

カード再生機…………………H4-430

調節アタッチメント

学生服……………………………B1-111

着脱具…………………………K1-25

＊＊額帯反射鏡………………………J7-32

ガスコック用

額吊り下げ用ハサミ……………L4-4121、L4-413

安全キャップ…………………M2-5920

学童工作用ハサミ………………K1-132

ガスコック用

＊ 学童用机…………………………D2-330〜330G
額の吊り下げ

過流出防止弁…………………M2-500
＊ ガスコック用ガス流量

フック用レール………………L5-511

調節アタッチメント

楽譜見台…………………………E4-00

着脱具…………………………K1-250

＊＊額縁………………………………C2-22

ガスコック用

額縁掛け…………………………D1-21A

配管端末固定金具……………M2-6

額縁材……（建築用）…………L5-100、L5-103

ガスコック用ハンドル…………M2-5911

額縁用縁材…（絵画用）………C2-29

ガスコック用

額縁フレーム……………………C2-29

保護カバー……………………M2-5920

額縁用枠…………………………C2-29

ガスコック用ボックス…………M2-5920

＊ 額縁用枠材…（絵画用）………C2-29

＊ ガスこんろ………………………C6-442、

＊ 額用下敷き板……………………C2-29

C6-442B〜442C、

＊ 家具用棚板縁材…………………D2-913

C6-442CB〜442

＊ 家具用枠…………………………D2-9120

ガスこんろ置台…………………D5-121〜121A

＊ ガス圧接用バーナー……………K7-1491

ガスこんろ台……………………D5-121〜121A

ガス液化タンク…………………K6-3

ガスこんろ付き置卓……………D2-30C

＊ ガスオーブン……………………C6-4310〜4310BA、

ガスこんろ付き

K4-71

サービスワゴン………………C6-450

ガス開閉器………………………H1-511〜511A

ガスコンロ付き

ガス火炉…………………………K8-44

テーブル………………………D2-30C

ガス缶ガス抜器…………………K1-00

ガスコンロ付き流し台…………D5-1202

ガス管接続具……………………M2-4110

ガスコンロ付き

ガス感知器………………………H1-561

ワゴンテーブル………………C6-450

ガス管配管用

ガスコンロ付き

防水カバー……………………M2-490

受皿用マット…………………C6-44920

ガス管保護カバー………………M2-490

ガスこんろ用五徳………………C6-44911

ガス管保護

ガスコンロ用汁受け皿…………C6-44913

カバー接続具…………………M2-490

＊ ガスこんろ用

ガス機器用
点火スイッチ…………………K8-49

燃焼補助具……………………C6-44920
＊＊ガス遮断器………………………H1-511〜511A、

＊＊ガスクッキング

M2-500

テーブル………………………D2-30C

ガス集合管用カバー……………M2-490

＊＊ガスクロマトグラフ……………J1-522

＊ ガス銃……………………………E3-041

ガス警報機………………………J6-30
ガス警報受信盤…………………J6-32

ガス炊飯器………………………C5-4120
＊ ガスストーブ……………………D4-22

ガスケット

ガス制御弁………………………M2-500

ポンプ用

ガス清浄タンク…………………K6-3

ガスケット………………K8-592

ガス切断機………………………K7-140、K7-1491

＊＊ガスコック………………………M2-521
ガスコックカバー………………M2-5920

ガス栓……………………………M2-521
＊ ガス洗浄用垂架体………………K6-41
ガス栓用キャップ………………M2-5920
＊ ガスタービン……………………K8-20
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〔ガス〕
物品の名称

〔ガッ〕
意匠分類の記号

物品の名称

ガスタービンエンジン…………K8-20

意匠分類の記号

ガスランプ………………………D3-23

＊ ガスタービン用

ガス流量計………………………J1-323

軸流圧縮機……………………K8-62

ガス流量調整弁…………………M2-500

＊＊ガスタンク………………………L2-15

＊ ガスレンジおもちゃ……………E1-610

ガス暖炉…………………………D4-10

ガスレンジ付き流し台…………D5-1202

ガス調理器付き流し台…………D5-1201

ガス炉

ガス貯蔵槽………………………L2-15

石灰ガス炉…………………K6-3

＊ ガス定量自動販売機……………J5-101

画線器

＊＊ガス点火器………………………B6-44

製図用画線器………………F2-330

ガストーチ………………………K8-42

ガソリン・サービス・

＊ ガス灯……………………………D3-23

ステーション用

ガス灯用支柱……………………D3-23

キャノピー……………………L3-13

ガス熱風発生機…………………K0-41

ガソリン・サービス・

＊＊ガス濃度計………………………J1-532

ステーション用

＊＊ガス発生炉………………………K6-3

計量機…………………………L3-13

ガス発生濾………………………K6-3

ガソリンエンジン………………K8-21A

＊＊ガスバーナー……………………K8-42、K8-44、

ガソリンエンジン用

C6-44912

ガス混合器……………………K8-294

ガスバーナー用熱板……………K8-49

＊ ガソリン給油機…………………K9-241

ガスフィルター…………………K6-120

＊ ガソリン給油

ガスホース止め具………………M2-42

ホース巻取り器………………K9-241

ガスホース
巻き取りリール………………K3-154

ガソリン給油量表示器…………J1-324
＊ ガソリン

ガスホース用リール……………K3-154

スタンドおもちゃ……………E1-74

ガスボンベ………………………G1-5230

ガソリンスタンドの

ガスボンベ置台…………………D0-12

マンホール用蓋………………L2-441B

ガスボンベ用穴あけ器…………K1-200

ガソリンスタンド用

ガスボンベ用格納箱……………D0-12

組立屋根………………………L3-11

ガスボンベ用敷台………………D0-12

ガソリンメータ…………………J1-324

ガスボンベ用支持枠……………D0-12

＊＊ガソリン量器……………………J1-324

ガスボンベ用

＊ 画像入力器………………………H5-41B

保護キャップ…………………G1-5239

画像入力機用紙送り機…………H5-922

ガスメーター

画像表示機用置台………………D2-41

取り外し用レンチ……………K1-2320

画像表示装置積載車……………G2-230

ガス元管口用キャップ…………M2-5920

画像編集処理機用台……………D2-41B

＊ ガス漏れ感知器…………………H1-561

型

＊ ガス漏れ警報機…………………J6-30

ライス型……………………C6-233

ガス焼物器用熱板………………K4-90

楽器おもちゃ……………………E1-510

＊＊ガス溶接器………………………K7-140

＊ 楽器スタンド……………………E4-90

＊＊ガス溶断機………………………K4-140、K7-1491
ガス用貯湯湯沸器………………K8-31

楽器保管容器……………………C1-50A
＊ 楽器用コントローラ……………H1-523

ガス用バルブ……………………M2-521

楽器用スタンド…………………E4-90

ガス用ホース……………………M2-32
ガス用ボールバルブ……………M2-521

楽器用調律器……………………E4-10
＊ 楽器用つりバンド………………E4-90

ガス用濾過器……………………K6-120
ガスライター……………………B6-42〜43CD

楽器用ペダル……………………H1-523
＊ 学校給食用炊飯がま……………K4-72

ガスライター用

合体変形

安全ふた………………………B6-490

ロボットおもちゃ……………E1-310D
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〔ガッ〕
物品の名称

〔ガラ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

合体変形ロボット玩具…………E1-310D

雨戸用下框材………………L5-2111

合体ロボットおもちゃ…………E1-310D

雨戸用縦框材………………L5-2112

合体ロボット玩具………………E1-310D

網戸用上框材………………L5-1251

楽器

網戸用下框材………………L5-1251

管楽器………………………E4-40

網戸用縦框材………………L5-1252

けん盤楽器…………………E4-50

折戸用上框材………………L5-1221

弦楽器………………………E4-30

折戸用下框材………………L5-1221

打楽器………………………E4-20

折戸用縦框材………………L5-1221

電子楽器……………………E4-60

ガラス戸用上框材…………L5-12011

ガバナー防音ボックス…………L3-200

ガラス戸用下框材…………L5-12011

＊＊画板………………………………F2-741

建物用点検口

＊＊画筆………………………………F2-116

パネル框材………………L5-4211

＊＊画びょう…………………………F2-641

ドア用上框材………………L5-1211

画びょう入れ……………………F2-7231

ドア用下框材………………L5-1211

＊ 画びょう打抜き具………………F2-815

ドア用縦框材………………L5-1211

＊ 画びょう抜き……………………F2-815

窓用上框材…………………L5-12011

芽物野菜育成箱…………………K3-122

窓用下框材…………………L5-12011

釜

床下収納庫用
圧力釜………………………C5-4112

パネル框材………………L5-431

学校給食用炊飯釜…………K4-72

床下収納庫用蓋

業務用回転釜………………K4-72

蓋框材……………………L5-431

業務用パン焼き釜…………K4-71

紙

がまぐち…………………………B4-1A、B4-1D

白粉紙………………………F3-422

框

掛け紙………………………F4-10〜10BF
雨戸用上框…………………L5-2111

型紙…………………………F3-1341

雨戸用下框…………………L5-2111

吸取り紙……………………F3-1110

雨戸用縦框…………………L5-2112

ちり紙………………………F3-421

網戸用上框…………………L5-1251

はえ取り紙…………………C4-320

網戸用下框…………………L5-1251

便座用敷紙…………………D5-44

網戸用縦框…………………L5-1252

包装用袋の

折戸用上框…………………L5-1221

口封じ紙…………………F4-33

折戸用下框…………………L5-1221

ガムテープ自動繰出機…………K0-62

折戸用縦框…………………L5-1221

ガムテープ

ガラス戸用上框……………L5-12011

自動繰出し機…………………K0-62

ガラス戸用下框……………L5-12011

＊ 画用紙……………………………F3-12

建物用点検口

画用紙用紙地……………………M1-2

パネル框…………………L5-4211

柄

建物用点検口蓋框…………L5-4211

傘用柄………………………B3-891

ドア用上框…………………L5-1211

菓子用柄……………………A1-19

ドア用下框…………………L5-1211

つえ用柄……………………B3-891

ドア用縦框…………………L5-1211

＊＊がらがら…………………………E1-052

窓用上框……………………L5-12011

がらがらおもちゃ………………E1-052

窓用下框……………………L5-12011

ガラス

床下収納庫用

自動車用窓ガラス…………G2-2912

パネル框…………………L5-431

探照灯用

床下収納庫用蓋框…………L5-431
框材

前面ガラス………………D3-913
＊ ガラス板材………………………M1-4〜4LA

雨戸用上框材……………L5-2111
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〔ガン〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

ガラス押え材……………………L4-2112、L5-1011

ガラリ板…………………………L5-1232

ガラス押え

ガラリ縦枠部材…………………L5-1231

パッキング材…………………L5-1011

がらり羽板………………………L5-1232

ガラス押えブロック……………L5-90

がらり羽板材……………………L5-1232

充塡材

がらり羽根板……………………L5-1232

ガラス押え用

ガラリ用型材……………………L5-1232

充塡材……………………L5-1011

ガラリ用縦枠……………………L5-1231

ガラス器成形機用

ガラリ用縦枠材…………………L5-1231

ガラス種押出口………………K0-00

ガラリ用羽根材…………………L5-1232

＊＊ガラス切り………………………K1-10

がらり枠…………………………L5-1231

ガラス切具………………………K1-10

がらり枠材………………………L5-1231

ガラス切りの頭部………………K1-400

ガレージ…………………………L3-230〜231

ガラス切り用定規………………K1-05

＊ ガレージおもちゃ………………E1-70

ガラス工芸用研磨機……………K7-1161A

ガレージ用扉……………………L3-510〜510A

ガラス障子用

ガレージ用門扉…………………L3-510A〜511

化粧格子の付子………………L5-12014

側

ガラス切断用定規………………K-05

腕時計用側…………………J2-391

＊ ガラス穿孔用ドリル……………K1-4070

置時計用側…………………J2-49

ガラス継ぎ手材…………………L4-2112

掛時計用側…………………J2-59

＊＊ガラス戸…………………………L5-12100、L5-1260

携帯時計側…………………J2-29

ガラスドア用

がわら

額縁止め具……………………L5-90

鬼がわら……………………L6-115

ガラス戸つまみ…………………D2-9312C

掛がわら……………………L6-112

＊＊ガラス戸用上框…………………L5-12011

飾りがわら…………………L6-115

＊ ガラス戸用上框材………………L5-12011

角がわら……………………L6-112

＊＊ガラス戸用押し縁………………L5-1010D

金属がわら…………………L6-1112

＊＊ガラス戸用押し縁材……………L5-1010D

螻羽がわら…………………L6-112

＊ ガラス戸用飾り桟………………L5-12014

桟がわら……………………L6-1110〜1112

＊ ガラス戸用飾り桟材……………L5-12014

ストレートがわら…………L6-1111

＊＊ガラス戸用下框…………………L5-12011

セメントがわら……………L6-1111

＊＊ガラス戸用下框材………………L5-12011

袖がわら……………………L6-112

＊＊ガラス戸用充てん材……………L5-1011

巴がわら……………………L6-115

＊ ガラス戸用縦框…………………L5-12012

並谷がわら…………………L6-112

＊ ガラス戸用縦框材………………L5-12012

粘土がわら…………………L6-1110

ガラス戸用戸車…………………L5-62

粘土がわら…………………L6-1110

＊＊ガラス戸用中桟…………………L5-12013

軒がわら……………………L6-112

＊＊ガラス戸用中桟材………………L5-12013

のしがわら…………………L6-113

ガラス粉砕機……………………K3-41

紐丸がわら…………………L6-113

＊＊ガラス板…………………………M1-4〜4LA

平がわら……………………L6-1110

ガラス瓶粉砕機…………………K0-50

棟がわら……………………L6-113

ガラス拭き具……………………C3-36

棟止がわら…………………L6-115

＊ ガラスペン………………………F2-1100

ガン

ガラスミラー付き

グリースガン………………K9-22

ハロゲン電球…………………D3-1130

岩塊粉砕機………………………K3-41

ガラス用錐………………………K1-4070

玩具ピストル用火薬……………E1-68190

ガラス用

玩具用乾電池ケース……………H1-891

ホールカッター………………K1-4080

岩石片埋め込み

ガラリ……………………………L5-1230

ブロック………………………L2-2240
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物品の名称

＊＊眼帯………………………………J7-12
眼帯
安眠用眼帯…………………C4-03
＊ 眼底カメラ………………………J3-20
眼内レンズ………………………B3-692
岩盤補強アンカー鋼索
用中心保持金具………………L2-122
岸壁保護用防舷材………………G3-94
岸壁用緊急避難梯子……………L2-630
岸壁用ゴム製救命梯子…………L2-62
ガンマカメラ用寝台……………J7-360
＊ 顔面蒸気浴器……………………C4-12A
顔面蒸気浴機……………………C4-12
顔面パック用
パラフィン加熱器……………B7-10
＊ 顔面マッサージ器………………J7-16A
がんもどき………………………A1-13
眼紋鳥威し………………………K3-130
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