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〔キー〕                          〔キズ〕 

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

 

〔き〕 

 

キー………………………………M3-223 

＊ キーケース………………………B3-01 

キーケース付きキー……………M3-223 

キースイッチ……………………H1-540 

キートップ………………………H1-04 

キーパー 

  カラーキーパー……………B1-922 

＊＊キーホルダー……………………B3-01 

キーホルダー付貨幣入…………B4-1～B4-1E 

キーボード 

  データ入力用 

   キーボード………………H5-41A～41AA 

＊ キーボードスイッチ……………H1-540A～540AA 

キーボード用 

 キートップ……………………H1-04 

キーボード用文字盤……………H5-910 

＊ キー溝ブローチ…………………K1-404 

＊＊気圧計……………………………J1-62 

＊ 気液接触用充てん物……………K6-41～41B 

禁煙パイプ用 

 フィルター……………………B6-190 

記憶機 

  電子計算機用磁気 

   テープ記憶機……………H5-31～31A 

機械加工用バイス………………K1-271 

＊ 機械組立て用 

 ねじ送り機……………………K0-01 

機械組立用ねじ送り機…………K0-01 

機械組立 

 ロボット用アーム……………K0-02 

＊＊機械タップ………………………K1-4031 

機械部品収納箱…………………G1-50 

＊＊機械プレス………………………K7-131 

機械用オイルキャップ…………K9-29 

＊ 機械用載置台……………………K0-00 

＊ 機械用部品供給機………………K0-01 

気化器……………………………K8-294 

気化器 

  内燃機関用気化器…………K8-294 

気化器用 

 空気供給補正器………………K8-295 

気化バーナー……………………K8-40 

気化バーナー用気化筒…………K8-49 

＊＊気管カニューレ…………………J7-43 

＊＊機関車……………………………G2-11 

機関車おもちゃ…………………E1-6322 

機関銃おもちゃ…………………E1-6811 

機関砲……………………………J6-6 

機器架台用防振具………………K9-3 

機器搬送車………………………G2-50 

＊ 気球………………………………G4-1 

気球用照明具……………………G4-1 

機器用プラグ……………………H1-3431～3431B 

機器冷却用軸流ファン…………K8-711 

＊ 菊花輪台…………………………K3-151 

記載台……………………………D2-330F 

記載机……………………………D2-330～330G 

きざみ器 

 食品きざみ器…………………C6-320 

＊＊汽車おもちゃ……………………E1-6322 

気象衛生信号受信用 

 パラボラアンテナ……………H3-110 

起床装置用送風機………………K8-70 

生地熱溶着機……………………K5-20 

起重機自動車……………………G2-230 

基準器 

  高さ基準器…………………J1-127 

軌条………………………………G1-60 

軌条走行自転車…………………G2-10 

軌条走行用運搬車………………G2-10 

＊ 軌条走行用 

 ゴルフ用具運搬車……………G2-10 

軌条走行用 

 ゴルフバック運搬車…………G2-10 

軌条走行用自転車………………G2-10 

机上マット………………………F2-7311 

机上用載置台……………………D2-390 

机上用書架………………………F2-73141 

机上用書見台……………………F2-732 

机上用書棚………………………D2-390 

机上用整理受皿…………………D2-390 

軌条用タイプレート……………G1-69 

机上用棚…………………………D2-390 

机上用ついたて…………………D2-390 

軌条用電気融雪器 

 取付金具………………………G1-69 

机上用本立て……………………D2-390、F2-73141 

机上用本立て 

  蛍光灯付き 

   机上用本立て……………F2-73140 

軌条用ボルト支持金具…………G1-69 

机上用マット……………………F2-7311 

木ずり……………………………L4-2111 
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〔キセ〕                          〔キド〕 

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

＊ 着せ替え人形……………………E1-310A 

＊＊キセノンランプ…………………D3-1130 

＊＊きせる……………………………B6-10 

＊ 汽船おもちゃ……………………E1-6343 

気送管用ステーション 

 ボックス………………………G1-191 

気送管用送信受信箱……………G1-191 

基礎風窓通気口 

 ブロック………………………L5-41 

基礎仮枠用コンクリー 

 トブロック……………………L1-3131 

＊＊基礎くい…………………………L2-2111 

基礎くい接続金具………………L2-21190 

＊＊基礎くい接続具…………………L2-21190 

基礎杭先端具……………………L2-2112 

＊ 基礎くい継ぎ手…………………L2-21191 

基礎杭継手金具…………………L2-21191 

＊＊基礎くい用くつ金具……………L2-2112 

＊＊基礎くい用継ぎ手………………L2-21191 

基礎杭用蓋支持具………………L2-21190 

基礎くい用ヘッド………………L2-2112 

基礎ぐい用鉄筋 

 籠の杭頭キャップ……………L2-21190 

基礎工事用 

 金属ケーシング管……………L2-21190 

基礎工事用 

 ベースブロック………………L2-214 

基礎コンクリート 

 型枠間隔保持具………………L1-322 

基礎コンクリート 

 切欠き成型用型板……………L1-3131 

基礎コンクリート 

 ブロック………………………L2-214 

基礎コンクリート用 

 型板支持枠……………………L1-330 

基礎コンクリート用 

 ベース型枠……………………L1-300、 

              L1-3131～3131A 

基礎土台用通風水切材…………L4-410 

基礎土台用水切材………………L4-410 

基礎風窓通気口 

 ブロック………………………L2-214 

基礎ブロック……………………L2-210、L2-214、 

              L2-2244 

基礎ブロック用カラー…………L2-210 

基礎埋設兼廃棄物 

 収容用組立ブロック…………L2-210 

 

基礎埋設用 

 組立ブロック…………………L2-210 

基礎用コンクリート 

 ブロック………………………L2-214、L2-2244 

基礎用鉄筋 

 コンクリート杭………………L2-2111 

基礎用ブロック…………………L2-214、L2-420 

気中開閉器………………………H1-511～511A 

気中開閉器用消弧室……………H1-519 

＊ 気中遮断器………………………H1-511～511A 

貴重品保管室用電子錠…………L5-6331 

貴重品輸送車……………………G2-230 

キックアーム 

  自動二輪車用 

   キックアーム……………G2-390 

キッチンテーブル………………D2-30C 

＊ 切手………………………………F3-1310 

切手収集帳………………………F3-220 

＊ 切手収集帳用台紙………………F3-290 

＊＊切手自動販売機…………………J5-1020 

＊ 切手整理帳………………………F3-220 

切手整理箱………………………F3-7121 

＊ 切手ぬらし器……………………F2-7201 

＊ 切手はさみ………………………F2-00 

切手用ピンセット………………F2-00 

＊＊切符………………………………F3-3420 

切符切り用パンチ………………F2-820 

＊ 喫煙具用置台……………………B6-0 

＊ 喫煙具用盆………………………B6-0 

＊ 喫煙所用換気柱…………………L4-111 

喫煙パイプ用ヤニ取り 

 カートリッジ…………………B6-190 

＊＊喫煙用パイプ……………………B6-10 

＊ 喫煙用パイプ置台………………B6-191 

＊ 喫煙用パイプ整備具……………B6-190 

＊ 喫煙用パイプ 

 整備具付きライター…………B6-41 

＊＊喫煙用パイプ掃除具……………B6-190 

＊＊喫煙用パイプ立て………………B6-191 

喫煙用パイプの 

 たばこ詰具……………………B6-190 

＊ 着付け用襟止め具………………B1-290 

＊ キツネおもちゃ…………………E1-32ACB 

＊ 木づち……………………………K1-24210 

＊ 起倒開閉器………………………H1-530F 

気筒中ぐり盤……………………K7-113 

軌道おもちゃ……………………E1-6320、E1-6361 

軌道おもちゃ用レール…………E1-6361 
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〔キド〕                          〔キャ〕 

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

軌道車輌…………………………G2-11 

軌道走行車………………………G2-10 

軌道板用パッキン………………G1-69 

軌道用型鋼………………………G1-60 

軌道用コンクリート 

 ブロック………………………L2-01A 

軌道用枕木………………………G1-69 

＊ 絹織機……………………………K5-131 

記念カップ………………………C2-160 

記念楯……………………………C2-160 

記念碑……………………………L0-0 

＊ 記念品用楯………………………C2-160 

記念ボール置き台………………C2-190 

茸菌培養容器用蓋………………K3-123 

きのこ栽培温室用棚材…………L3-390 

茸栽培器…………………………K3-123 

きのこ栽培瓶……………………K3-123 

きのこ栽培壜菌かき機…………K3-123 

きのこ栽培びん用 

 キャップ………………………K3-123 

茸栽培壜用コンテナ……………K3-123 

きのこ栽培瓶用 

 コンテナ………………………K3-123 

茸栽培瓶用蓋……………………K3-123 

茸栽培用植菌機の 

 攪拌羽…………………………K3-123 

きのこ栽培用植菌機……………K3-123 

きのこ栽培用袋口 

 キャップ………………………K3-123 

きのこ栽培用容器………………K3-123 

きのこ死滅菌の 

 かき取り羽根…………………K3-123 

茸種菌植付け用 

 穴開け具………………………K3-123 

きのこ種菌用培養容器…………K3-123 

茸培養用容器……………………K3-123 

きのこ用鎌………………………K3-162 

茸用種菌駒………………………K3-123 

きのこ類の栽培用袋……………K3-123 

＊ 木の根元覆い……………………L2-5510 

木の根元覆い板…………………L2-5510 

木の根元覆いブロック…………L2-5511 

木の根元覆い用接続具…………L2-5510 

＊ 木の根元覆い用 

 ブロック………………………L2-5510～5511 

木の根元カバー…………………L2-5510 

木の根元の覆い…………………L2-5510 

＊ 木登り器…………………………J6-10 

木登り用はきもの………………J6-10 

基板組立用 

 装着剤塗布機…………………K0-03 

基板搬送機………………………K0-03 

気泡コンクリート材 

 加工具…………………………K1-10 

気泡水塊発生機…………………K6-0 

気泡発生浴槽……………………D5-311 

＊ 気泡ポンプ………………………K8-50 

気泡浴槽…………………………D5-311 

気密具 

  建具用気密具………………L5-94 

気密材 

温蔵室用気密材…………………L4-432 

引戸用緩衝気密材………………L5-1021 

冷蔵室用気密材…………………L4-432 

＊＊起毛機……………………………K5-152 

起毛機 

  あざみ起毛機………………K5-152 

  針金起毛機…………………K5-152 

＊＊着物………………………………B1-21 

きものカバー……………………B1-90 

＊ 脚…………………………………M3-310 

脚 

  いす用脚……………………D2-94～94B 

  稲掛け器用脚………………K3-141 

  家具用脚……………………D2-94A～94B 

  支持脚………………………M3-310 

  机用脚………………………D2-391～391A 

  テーブル用脚………………D2-391～391A 

  投光器用支持脚……………D3-923 

脚キャップ………………………M3-319 

客車………………………………G2-11 

客車住宅…………………………L3-200 

＊＊客船………………………………G3-0 

＊ 脚鍛錬機…………………………E3-010 

脚鍛錬器…………………………E3-010 

＊＊脚付きコップ……………………C5-231～231E 

＊ 脚付きこんろ……………………C6-442E 

客士袋用保持枠…………………L2-310A 

脚部鍛錬器………………………E3-010 

＊＊キャスター………………………G1-5290、M3-320 

キャスターカバー………………M3-329 

キャスター 

 車輪用ホイール………………M3-329 

キャスター付き整理箱…………D2-531B 

キャスター付きワゴン…………D2-42A 

  キャスター取付け座……………M3-329 
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〔キャ〕                          〔キャ〕 

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

＊＊キャスター用車輪………………M3-329 

キャスター用 

 車輪止め具……………………M3-329 

キャスター用 

 車輪取付け具…………………M3-329 

＊ キャスター用取付け座…………M3-329 

＊ キャスター用輪止め……………M3-329 

＊＊脚立………………………………D0-20、D0-22 

脚立受け具………………………D0-290 

脚立用杆…………………………D0-291 

脚立用杆材………………………D0-291 

脚立用支柱材……………………D0-291 

脚立用ちょうつがい……………D2-932 

脚立用継ぎ脚……………………D0-290 

脚立用踏み板材…………………D0-291 

＊ 脚立用踏み桟……………………D0-291 

＊ 脚立用踏み桟材…………………D0-291 

キャップ 

  アノードキャップ…………H1-749 

  油差しキャップ……………K9-29 

  オイルキャップ……………K9-29 

  カーテンレール用 

   端止キャップ……………L5-592 

  階段ノンスリップ 

   用キャップ………………L4-423 

  果実用キャップ……………K3-152 

  カメラ用レンズ 

   キャップ…………………J3-32 

  管端保護キャップ…………M2-7 

  脚キャップ…………………M3-319 

  急須口キャップ……………C5-319 

  支持脚用キャップ…………M3-319 

  絶縁キャップ………………H1-222 

  垂木キャップ………………L4-2111 

  垂木保護キャップ…………L4-2193 

  テント用 

   支柱キャップ……………L3-269 

  電気接続用 

   端末キャップ……………H1-312 

  電球保護キャップ…………D3-1191 

  電線管端キャップ…………H2-4229 

  電線管用エントラ 

   ンスキャップ……………H2-4250 

  電線管用ターミ 

   ナルキャップ……………H2-4250 

  ナイトキャップ……………B2-62 

  バルブキャップ……………M2-5910 

  筆記具キャップ……………F2-1191   

  棟木キャップ………………L4-2111 

屋根葺棒キャップ………………L4-2111 

キャップ材 

  垂木キャップ材……………L4-2111 

  棟木キャップ材……………L4-2111 

キャップ水閘……………………L2-32 

 

キャップ付き 

 紙工用ナイフ…………………K1-124 

キャップ付 

 紙工用ナイフ…………………K1-124 

キャップ付はさみ………………K1-131 

キャップ 
  シャワーキャップ…………B2-62 

  自動車用ハブ 

   キャップ…………………G2-91193 

キャディバック…………………E3-35290 

キャディバック用 

 仕切り具………………………E3-35290 

＊＊きゃはん…………………………B2-44 

キャビネット 

  音響機器収納 

   キャビネット……………D2-5321～5321B 

  検索機付き 

   ファイリング 

   キャビネット……………F2-710 

  工具用 

   キャビネット……………K1-54 

  事務用収納 

   キャビネット……………D2-533～533BB 

  テレビ収納 

   キャビネット……………D2-5322 

  電気機器用 

   キャビネット……………H1-03 

  電子機器用 

   キャビネット……………H1-03 

  電子レンジ収納 

   キャビネット……………D2-5323 

  日用品収納 

   キャビネット……………D2-531-531G 

  ファイリング 

   キャビネット……………D2-533～533BB 

  本立て付き事務用 

   キャビネット……………F2-710 

  ミシン用 

   キャビネット……………K5-2394 

  レコード 

   キャビネット……………D2-5324 
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〔キャ〕                          〔キュ〕 

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

キャビネット扉用 

 マグネットキャッチ…………D2-93130A 

＊ キャビネット用引手……………D2-9312B、D2-9312D 

キャプスタンモータ……………H2-120 

＊ キャベツ収穫機…………………K3-140 

＊＊キャラメル………………………A1-15、A1-15A 

＊ キャラメル………………………A1-15、A1-15G 

キャリアローラー 

 構成用ローラー………………G1-192 

キャリッジ 

 手編キャリッジ………………K5-1691 

キャリヤ 

  自動車用スキー 

   キャリヤ…………………G2-2954 

  自動車用ルーフ 

   キャリヤ…………………G2-2954 

キャリヤー 

 瓶キャリヤー…………………F4-63～63A 

キャリヤローラ 

  コンベア用 

   キャリヤローラ…………G1-192 

＊ キャンドモーター 

 ポンプ…………………………K8-521 

キャンドル………………………D3-241～241BC 

キャンドルスタンド……………D3-25～25F 

キャンドルホルダー……………D3-25 

キャンドル用火消………………D3-249 

キャンバス………………………F1-3251 

キャンバス用クリップ…………F1-3259 

キャンバス用枠…………………F1-3259 

キャンバス枠……………………F1-3259 

キャンピングカー………………G2-20、G2-210A、 

              G2-230、G2-610 

＊ キャンピング 

 トレーラー……………………G2-610 

キャンピングバーナー…………C6-442B 

キャンピング用 

 トレーラー……………………G2-610 

ギヤードモーター………………H2-122 

脚付きコップ……………………C5-231～231E 

キャップ付紙工用 

  ナイフ………………………K1-124 

キャベツ収穫機…………………K3-140 

キャラメル………………………A1-15～A1-15G 

キャリアローラー 

 構成用ローラー………………G1-192 

キャンドモーター 

 ポンプ…………………………K8-521 

＊ キュー測定器……………………J1-40～44C 

＊ キューピー………………………E1-310BA 

キューピーおもちゃ……………E1-310BA 

吸引口金 

  溶接溶剤回収 

   吸引口金…………………K7-1492 

吸引採血器………………………J7-42 

給液管保護カバー………………M2-490 

給液管保護ボックス……………M2-490 

吸音板……………………………L6-131 

吸音装置壁用ブロック…………L6-1321 

＊ 吸音天井板………………………L6-131～131A 

＊ 吸音天井板材……………………L6-131 

吸音板材…………………………L6-131～131A 

吸音パネル………………………L6-131 

吸音ブロック……………………L6-131～131A、 

              L6-1321～1321B 

吸音壁板…………………………L6-131 

吸音壁板材………………………L6-131 

給気口……………………………L5-41 

救急自動車………………………G2-20 

救急艇……………………………G3-24 

＊ 救急箱……………………………J7-15 

＊ 球戯器……………………………E2-212 

球技用クラブ……………………E3-300 

球技用ボール……………………E3-301 

＊ 休憩小屋…………………………L3-11 

球根栽培器………………………K3-153 

球根の発芽実験 

 観察容器………………………K6-70 

球根の水栽培容器………………K3-153 

＊ 球根水栽培器……………………K3-153 

球根水栽培具……………………K3-153 

給紙器 

  ファクシミリ用 

   給紙器……………………H3-529 

給湿機……………………………D4-330～331C 

吸湿剤容器………………………C4-310 

給紙引出し用案内具……………K0-1 

給紙引出用案内具………………K0-1 

吸収器 
  異常電圧吸収器……………H2-31 

  半田吸収器…………………K1-00 

給餌器……………………………K3-222 

給餌機……………………………K3-222 

給餌機 

  家畜用自動給餌機…………K3-222 

  養殖用給餌機………………K2-2 
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〔キュ〕                          〔キュ〕 

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

給餌箱用ブラシ…………………K3-220 

＊ 給餌箱……………………………K3-222 

救助幕……………………………J6-20 

救助用マイクロ波 

 送受信機………………………H3-60 

給仕ロボット……………………K0-020 

吸塵器……………………………K7-91 

吸塵穿孔ドリル…………………K7-4070 

＊＊きゅうす…………………………C5-310～310FA 

急須………………………………C5-310～310FA 

給水遠心ポンプ…………………K8-522 

給水管……………………………L2-411～411E 

吸水管……………………………L2-411～411E 

給水管 

  太陽熱利用 

   温水器用給水管…………L3-619 

   湯沸し器用 

    給水管…………………D5-590 

吸水管材…………………………L2-411B 

給水管防錆用 

 磁気処理器……………………K6-120 

給水管用赤錆除去器……………K6-40 

給水管用磁気処理器……………K6-40 

給水器 

  家畜用自動給水器…………K3-222 

  太陽熱利用 

   温水器用給水器…………L3-619 

給水機用圧力タンク……………L3-620 

吸水車……………………………G2-230 

＊＊給水栓……………………………M2-5310 

給水栓カバー……………………M2-5290 

給水栓付き吐水口………………M2-530 

給水栓取付け孔閉塞具…………M2-490 

＊＊給水栓用整流器…………………M2-5921 

給水栓用つまみ…………………M2-5911 

給水栓用吐水管…………………M2-5310 

＊＊給水栓用ハンドル………………M2-5911 

吸水栓用 

 レバーハンドル………………M2-5911 

＊ 給水栓用ろ過器…………………M2-5921、K6-121A 

給水栓用ろ過器付 

 整流器…………………………K6-121A 

給水栓ろ過器用 

 フィルター……………………K6-121A 

給水樋の吊具……………………K3-220 

給水ポンプ………………………K8-50、K8-520 

給水用自動制御ポンプ…………K8-50 

給水用蛇口………………………M2-5311 

給水用タンク……………………L3-620 

給水用ポンプ……………………K8-520 

＊ きゅうす口用キャップ…………C5-319 

きゅうす注ぎ口 

 キャップ………………………C5-319 

きゅうす用取手…………………C5-319 

＊ きゅうす用こし器………………C5-319 

＊ きゅうす用つり手………………C5-319 

きゅうす用水切り具……………C5-319 

＊ 給桑機……………………………K3-21 

休息いす…………………………D2-14J 

鳩造巣防止具……………………L3-5390 

給茶機……………………………C6-61、C6-61B～61C 

給茶器……………………………C6-61、C6-61B～61C 

＊ 吸着運搬用磁石保持器…………K1-204 

吸着機……………………………K6-40 

＊ 吸着盤……………………………M3-02 

吸着板……………………………M3-02 

吸着板材…………………………M3-02 

吸着盤付鉛筆……………………F2-111 

吸着盤付きキャスター…………M3-320 

吸着ポンプ………………………K8-50 

給電線止具………………………H2-4260 

給湯カラン取付け 

 カバー…………………………M2-5920 

給湯管 

  湯沸し器用給湯管…………D5-590 

給湯機……………………………K8-31 

給湯器……………………………K8-31 

給湯器付き風呂釜………………D5-331 

給湯機用ガスバーナー…………K8-42 

給湯用温水ボイラー……………K8-31 

＊ 吸乳器……………………………C4-00 

吸入器 
  酸素吸入器…………………J7-44 

  万年筆インク 

   吸入器……………………F2-1190 

吸排気口覆板……………………L5-41 

吸排気ダクト用消音器…………D4-0 

吸排気筒…………………………D4-0 

吸排気筒 

  風呂釜用吸排気筒…………D5-3390 

吸排気筒用キャップ……………D4-0 

給排水管…………………………L2-411～411E 

給排水溝…………………………L2-412A 

吸盤………………………………M3-02 

救命いかだ………………………J6-20 

救命筏……………………………J6-20 
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〔キュ〕                          〔キョ〕 

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

救命浮具付はしご………………L2-630 

＊＊救命浮袋…………………………J6-20 

救命浮環…………………………J6-20 

救命浮輪…………………………J6-20 

救命艇……………………………G3-20 

＊＊救命胴衣…………………………J6-20 

救命用緩降機……………………J6-20 

救命用スノーボート……………J6-20 

救命用すべり台…………………J6-20 

＊ 球遊戯具…………………………E2-410 

球遊戯具用クラブ………………E2-410 

球遊戯具用ボール………………E2-410 

球遊戯具用ラケット……………E2-410 

給油機……………………………K9-240～K9-241 

給油機 

  ガソリン給油機……………K9-241 

給油機付貯蔵タンク……………G1-522 

給油機本体………………………K9-241 

給油所用油水分離器……………K6-10 

給油ノズル………………………K9-241 

給油ポンプ………………………K8-513 

給油用ノズル……………………K9-29 

給油用分配弁……………………M2-500 

給油用ホース……………………M2-32 

給油量表示器……………………J1-324 

きゅうり育成袋…………………K3-120 

胡瓜等の切取器…………………K3-160 

胡瓜の生育用ケース……………K3-152 

＊＊キュロットスカート……………B1-122 

鏡 

  太陽熱利用温水器 

   用反射鏡…………………L3-619 

  膣鏡…………………………J7-32 

  道路用反射鏡………………J6-42 

  膀胱鏡………………………J7-32 

教育用集団反応分析機…………H5-0 

教育用 

 磁気カード再生機……………H4-430 

＊＊教育用模型………………………F1-211 

供花 

  葬祭用供花…………………C7-141 

境界杭……………………………L2-2110 

境界くい用頭部金具……………L2-21190 

境界標識板………………………L2-210 

境界見出し用ポール……………L2-2110 

境界用くい………………………L2-2110 

境界用側溝ブロック……………L2-412B 

供給機 

  飲料供給機…………………C6-61～61C 

  機械用部品供給機…………K0-01 

  コーヒー供給機……………C6-61～61C 

  固形食品供給器……………C6-63 

  粉末食品供給器……………C6-63 

供給容器 

  飲料供給容器………………C6-62 

競技用自転車収納 

 肩掛けバック…………………G1-50 

競技用スターティング 

 ブロック………………………E3-1 

競技用時計………………………J2-6 

教材模型用カプセル……………F1-211 

教材用模型………………………F1-211 

教習器 

  音階教習器…………………F1-1 

教師用机…………………………D2-330A 

挟持金具 

  衣服用挟持金具……………B9-12B 

挟持吊具…………………………G1-5 

矯正具 

  枝幹矯正具…………………K3-151 

矯正筒 
競争馬足頸用湿布帯……………K3-220 

競争用自動車……………………G2-20 

競争用自動車タイヤ……………G2-91191 

＊ 脇息………………………………D2-11 

教卓………………………………D2-330～330G 

＊＊鏡台………………………………D2-631～631B 

鏡台 

  姫鏡台………………………D2-631C 

鏡台用いす………………………D2-13A 

鏡台用鏡面………………………D2-639 

共聴機器用分岐分配器…………H3-13 

共聴用機器取付具………………H3-19 

＊＊経机………………………………C7-10 

＊ 競艇用ボート……………………G3-21 

共同溝……………………………L2-412A 

共同溝出入口部の 

 蓋用開放操作具………………L2-449 

共同溝のグレーチング 

 蓋用鍵…………………………L2-449 

共同溝の出入口のグレ 

 ーチング蓋用ロック…………L2-449 

共同溝用インサート……………L2-4190 

共同溝用ブロック………………L2-412～412A 

共同事務所用組立家屋…………L3-200 
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〔キョ〕                          〔キロ〕 

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

共同溝用のグレーチング 

 蓋用錠…………………………L2-449 

教鞭………………………………F1-20 

＊ 共鳴管おもちゃ…………………E1-510 

＊ 恐竜おもちゃ……………………E1-33C 

橋りょう…………………………L2-110 

橋梁開口部閉塞用蓋……………L2-119 

橋梁桁カバー用枠材……………L2-119 

橋梁検査車用材…………………L2-119 

橋梁構築用主桁材………………L4-112 

橋梁伸縮継手用形材……………L2-523 

橋梁点検車………………………G2-230 

橋梁防護柵用支柱………………L3-5472 

橋梁用移動足場…………………L1-110 

橋梁用組立トラス………………L2-110 

橋梁用シール材…………………L2-523 

橋梁用伸縮継ぎ手材……………L2-523、L4-40、 

              L4-430 

橋梁用伸縮継ぎ手………………L4-430 

橋梁用伸縮継手用形材…………L2-523 

橋梁用セグメント………………L2-110～119 

橋梁用継ぎ目材…………………L2-523、L4-430 

橋梁用トラス……………………L2-110 

橋梁用防護柵の支柱……………L3-5472 

曲線定規…………………………F2-313 

＊ 曲線描画器………………………F2-330 

食器洗い器………………………C6-70 

局部洗浄器………………………D5-491 

局部発振器………………………H3-21 

距離計 

  カメラ用距離計……………J3-36 

  自動車用 

   走行距離計………………J1-311 

  地図用回転距離計…………J1-112 

＊＊きり………………………………K1-214、K1-4070 

錐 

  紙用穴あけ錐………………K1-4072 

  仮枠用錐……………………K1-40713 

  椎茸栽培用原木 

   穴あけ機の錐……………K1-40711 

  木工用手回し錐……………K1-214 

  木工用錐……………………K1-40710 

  木工用座ぐり錐……………K1-428 

  木工用螺旋錐………………K1-40712 

切り 

  缶切り………………………C6-2216 

  ガラス切り…………………K1-10 

  チーズ切り…………………C6-3110 

  ワラ切り用 

   押し切り…………………K3-160 

切換弁……………………………M2-500 

切り機 

  業務用野菜切り機…………K4-30 

切り器 

  卵切り器……………………C6-314 

  つめ切り器…………………B7-1410 

  手回しねじ切り器…………K1-226 

  根切り器……………………K3-160 

  鼻毛切り器…………………B7-21 

切り具 

  ミシン用糸切り具…………K5-2390 

＊ 切隅………………………………L6-112 

＊ 切出し……………………………K1-111 

切り出し小刀……………………K1-111 

＊ 切抜き板…………………………E1-12 

＊ 切抜き絵…………………………E1-12 

＊＊切抜き紙…………………………E1-12 

切り刃 

  チップエンドミル 

   用切り刃…………………K1-406 

切袴………………………………B1-20 

切花鮮度保持容器………………K3-150 

切花用スタンド…………………K3-150 

切り花用容器……………………K3-150 

切梁サポート……………………L2-2120 

切り盤 

  ねじ切り盤…………………K7-118 

霧吹き……………………………C0-20～20C 

霧吹器……………………………C0-20～20C 

切り目付けナイフ………………K1-10 

＊ きり用柄…………………………K1-2193 

錐用柄……………………………K1-2193 

＊ キリンおもちゃ…………………E1-32A 

キルティングマシン用 

 シャットルホルダ……………K5-193 

＊ キルティングミシン……………K5-230B 

記録器 
  電話機用 

   応答記録器………………H3-324 

記録計 

  自己記録計…………………J1-46 

  測定用記録計………………J1-46 

  プロセス用記録計…………J1-46 

  プロセス用 

   指示記録計………………J1-46 

記録用紙…………………………F3-1132 
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〔キワ〕                          〔キン〕 

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

木枠取付金具……………………L4-191 

きわぞり用 

 電気かみそり…………………B7-230E 

筋 

  吊筋…………………………L4-122 

  鉄筋…………………………L4-121 

  柱用フープ筋………………L4-120 

禁煙用パイプ……………………B6-10 

＊ 金魚鉢……………………………E0-1110 

緊結具 

  ごみ袋用緊結具……………C3-379 

＊＊金庫………………………………D2-561～561B 

金庫 

  手提金庫……………………D2-562 

筋交材の寸度割出用 

 定規……………………………K1-05 

筋交用定規………………………K1-05 

金庫おもちゃ……………………E1-610 

＊＊金庫室扉…………………………L5-12101 

＊ 金庫室中扉………………………L5-12101 

金庫室用格子戸…………………L5-12101 

金庫室用扉………………………L5-12101 

金庫室用扉体……………………L5-12101 

金庫室用非常口扉………………L5-12101 

金庫室用非常口扉体……………L5-12101 

金庫収納キャビネット…………D2-531、D2-531C 

金庫用施錠 

 ダイヤル金具…………………D2-5691 

＊＊金庫用ダイヤル錠………………D2-5691 

金庫用電子錠……………………D2-5691 

＊ 金庫用取手………………………D2-5691 

金庫用把手………………………D2-5691 

＊＊近接スイッチ……………………H1-553 

近接スイッチ付 

 シリンダ………………………K9-17 

＊＊金銭登録機………………………J4-61～61C 

金銭登録機用台…………………D2-41、D2-41B 

緊線用滑車………………………G1-03 

＊ 金属板材…………………………M1-4～4LA 

金属加工機械用切屑 

 除去機の切屑除去具…………K7-190 

金属加工機械用 

 被加工物の保持具……………K7-119 

＊ 金属加工機械用防振台…………K9-3 

金属加工用 

 材料歪矯正機…………………K7-120、K7-130 

金属加工用切断機………………K7-11030 

金属管材…………………………M2-31 

＊ 金属がわら………………………L6-1112 

金属検出機………………………H0-20 

＊ 金属工作機械用 

 ハンドル………………………K7-190 

金属製瓦…………………………L6-112 

金属製瓦桟………………………L4-2111 

＊ 金属精製用酸洗機………………K7-120 

金属製たる木……………………K4-2111 

金属製中空垂木…………………K4-2111 

金属製溝蓋用緩衝材……………L2-449 

金属垂木用ジョイント…………L4-191C 

金属熱処理炉……………………K0-490 

＊＊金属板……………………………M1-4～4LA 

金属板折曲器……………………K1-241 

＊ 金属板折曲げ具…………………K1-241 

金属板穴穿具……………………K1-225 

金属板コイル焼鈍用 

 間隔保持器……………………K0-491 

＊ 金属板コイル焼鈍炉……………K0-40 

金属板製簡易階段段坂 

 用ゴムカバー…………………L4-039 

金属パイプ切断機………………K7-132 

金属屋根板接続部の 

 下端キャップ…………………L4-2191 

金属屋根板接続用 

 キャップ………………………L4-2191 

金属屋根板用面戸………………L4-2110 

金属溶射機用ノズル……………K7-1490 

＊ 金属用切断機……………………K7-11030 

金属溶湯ろ過用 

 フィルター……………………K7-59 

きんちゃく網……………………K2-10 

緊張具……………………………G1-04 

緊張鋼材の固定具………………L1-0 

緊張鋼線定着用支圧板…………L1-0 

緊張材定着用ソケット…………L2-119 

緊定金具 

  建築用板重合用 

   緊定金具…………………L4-391 

緊締具 

  架線用緊締具………………H2-4410 

緊締具用バックル………………G1-04 

緊定用クサビ……………………L1-3236 

筋肉鍛錬用伸縮棒………………E3-011 

金融機関窓口業務用 

 カウンター……………………D2-340 

筋力鍛錬機………………………E3-010 

筋力鍛錬器………………………E3-011 
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〔キン〕                          〔ギョ〕 

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

筋力鍛錬具………………………E3-011 

木 

  巾木…………………………L4-4122 

  間仕切り用巾木……………L5-0115 

擬音発生器付き 

 トイレ用芳香器………………C4-310 

擬音笛……………………………E4-40 

木材 

  巾木材………………………L4-4122 

  間仕切り用巾木材…………L5-0115 

義歯製作用緩圧維持具…………J7-60 

＊＊義手………………………………J7-70 

＊＊擬餌………………………………K2-32～32C 

擬餌 

  釣り用擬餌…………………K2-32～32C 

擬餌曳行具………………………K2-30 

擬餌釣り針………………………K2-32A 

擬餌布……………………………K2-32 

＊＊擬餌針……………………………K2-32～32C 

擬似木カバー……………………L4-410 

義足用軸調整金具………………J7-70 

義足用軸調整板…………………J7-70 

＊＊ギター……………………………E4-30 

ギター 

  スチールギター……………E4-30 

  電気ギター…………………E4-31 

＊＊ギターケース……………………E4-91 

＊ ギター響穴用装飾板……………E4-39 

ギター用音響穴装飾板…………E4-39 

ギター用ケース…………………E4-91 

＊ ギター用下こま…………………E4-39 

＊ ギター用弦巻き具………………E4-39 

＊ ギター用指板……………………E4-39 

ギター用調子笛…………………E4-10 

ギター用吊りバンド……………E4-90 

＊＊ギター用テールピース…………E4-39 

＊ ギター用ピック…………………E4-39 

＊ ギター用ブリッジ………………E4-39 

義歯模型製作用切削刃…………K1-410 

ギブス……………………………J7-40 

擬木………………………………L3-5410 

ぎぼし 

  ひな段用ぎぼし……………C2-1522 

＊＊逆止弁……………………………M2-503 

逆止弁付止水栓…………………M2-530 

逆転機……………………………K9-18 

逆止め弁…………………………M2-503 

逆止弁用弁体……………………M2-5912 

逆止め弁用弁体…………………M2-5912 

逆流防止弁………………………M2-503 

＊＊ギャジットバッグ………………B4-1F 

ギヤ 

  自転車用大ギヤ……………G2-4952 

ギヤーカッタ……………………K1-401 

＊＊ギャードモーター………………H2-122 

＊＊ギヤーカッター…………………K1-401 

ギヤシェービング 

 カッター………………………K1-401 

ギヤプーラー……………………K1-250 

＊＊牛乳受け箱………………………D0-110 

牛乳均質機………………………K4-0 

牛乳殺菌機………………………K4-0 

牛歩用ブロック…………………L6-1420 

＊ ギョウザ成形器…………………C6-230 

＊ ギョウザ製造機…………………K4-0 

ぎょうざ製造機用金型…………K4-91 

ぎょうざ焼き器…………………K4-70 

＊＊凝縮器……………………………K6-50～50B 

凝縮器 

  化学機器用凝縮器…………K6-50 

凝縮物分離器……………………K6-10 

業務用 

 アイスクリーマー……………K4-51 

業務用アイスクリーム 

 製造機…………………………K4-51 

業務用オーブン…………………K4-71 

業務用お好み焼器………………K4-70 

＊ 業務用回転がま…………………K4-72 

業務用球根皮むき機……………K4-30 

＊ 業務用食肉切截機………………K4-30 

＊ 業務用食肉切截機の 

 替え刃…………………………K4-39 

業務用食肉挽き機………………K4-30 

業務用食品解凍過熱機…………K4-70 

＊ 業務用食品かくはん機 

 の回転羽根……………………K4-49 

業務用食品攪拌機の 

 回転羽根………………………K4-49 

＊ 業務用食品混合機………………K4-40 

業務用食品調理具………………K4-70 

＊ 業務用食品蒸し機………………K4-70 

業務用食品蒸し器………………K4-70 

業務用食品焼き機………………K4-70 

＊ 業務用食品ゆで機の 

 ゆでかご………………………K4-90 

業務用浄水器……………………K6-121 
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＊ 業務用炊飯機……………………K4-70 

業務用製氷缶……………………K4-91 

業務用製麺機……………………K4-52 

業務用だし製造機器……………K4-70、K4-90 

業務用つま切出機………………K4-30 

＊ 業務用天ぷら揚げ機……………K4-70 

業務用天夫羅揚機………………K4-70 

業務用電気イカ焼き器…………K4-70 

業務用トースター………………K4-70～K4-71 

業務用肉調理器…………………K4-70 

業務用肉焼き器…………………K4-70 

＊ 業務用にんじん洗浄機…………K4-20 

業務用人参洗浄機………………K4-20 

＊ 業務用ねぎの皮剥ぎ機…………K4-30 

業務用葱の皮剥ぎ機……………K4-30 

業務用パン焼き釜………………K4-71 

＊ 業務用フライヤー………………K4-70 

業務用目玉焼き機………………K4-70 

＊ 業務用めんゆで機………………K4-72 

業務用麺ゆで機…………………K4-72 

＊ 業務用もちつき機………………K4-52 

業務用餅搗機……………………K4-52 

＊ 業務用焼き鳥機…………………K4-70 

＊ 業務用野菜切り機………………K4-30 

業務用野菜切機…………………K4-30 

＊ 業務用野菜切り機の 

 替え刃…………………………K4-39 

業務用野菜切截機の 

 替刃……………………………K4-39 

＊ 業務用野菜洗浄機………………K4-20 

業務用野菜みじん切機…………K4-30 

業務用茹麺機……………………K4-72 

＊ 業務用冷凍食品解凍機…………K4-70 

魚介類加工 

 機械用切歯盤…………………K4-90 

魚介類増殖礁……………………L2-641 

魚貝類捕獲網かご用枠…………K2-190 

魚介類用水槽……………………K2-2 

魚掛け検地器……………………K2-00 

漁業用育すう器…………………K2-2 

漁業用浮子………………………K2-191 

漁業用うき………………………K2-191 

漁業用浮き網……………………K2-10 

漁業用沈子索……………………K2-191 

漁業用浮標………………………K2-191 

漁業用捕獲篭……………………K2-00 

漁業用ホタテ等の 

 稚貝選別機……………………K2-2 

漁業用ロープの 

 より戻し具……………………K2-190 

漁業用ロープの連結具…………K2-190 

＊＊魚群探知機………………………H0-21 

魚群探知機用受信器……………H0-21 

魚礁………………………………L2-640～642 

魚礁 

  人工魚礁……………………L2-641 

魚礁構築ブロック………………L2-640～642 

魚礁付き連節ブロック…………L2-2242 

魚礁ブロック……………………L2-642 

魚礁ブロック用型枠……………K1-61 

魚礁用コンクリート 

 ブロック………………………L2-642 

魚礁用コンクリート 

 枠体……………………………L2-641 

魚礁用底板ブロック……………L2-640 

魚礁積みブロック………………L2-2244D 

＊ 魚礁用ブロック…………………L2-641～642 

魚床用ブロック…………………L2-413B 

魚礁用枠…………………………L2-641 

＊＊漁船………………………………G3-1 

漁船用煙突………………………G3-90 

漁船用舵…………………………G3-92 

漁船用船体………………………G3-1 

魚巣構築用ブロック……………L2-412A、 

              L2-640～641 

魚巣コンクリート 

 ブロック………………………L2-640～642 

魚巣付き擁壁用 

 ブロック………………………L2-2244 

魚巣ブロック……………………L2-2240、L2-2242、 

              L2-2244～2244A、 

              L2-642 

魚巣コンクリート 

 ブロック………………………L2-2244～2244A、 

              L2-640～642 

魚巣ブロック……………………L2-2240、L2-2241、 

              L2-640～642 

魚道ブロック……………………L2-642 

＊ 魚肉練り製品 

 加工用成形器…………………K2-91 

魚肉練り製品製造機……………K4-0 

漁網………………………………K2-10 

＊ 漁網編み機………………………K5-14 

漁網編機…………………………K5-14 

漁網編み機用 

 シャトル………………………K5-193 
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漁網支持ロープ…………………K2-190 

漁網洗浄機………………………K4-20 

＊＊漁網用いわ網……………………K2-191 

＊＊漁網用浮き………………………K2-191 

漁網用おもり……………………K2-190 

漁網用グランドロープ 

 のボビン………………………K2-190 

漁網用支持枠……………………K2-190 

漁網用沈子………………………K2-191 

漁網用沈子索……………………K2-191 

漁網用巻上機……………………K2-00 

漁網用フロート…………………K2-191 

漁網用ロープ通し環……………K2-190 

魚類運搬用容器…………………G1-50 

魚類乾燥用網板…………………K4-0 

魚類捕獲箱………………………K2-00 

魚類捕獲用網……………………K2-10 

魚類用エサまき機………………K2-2 

魚類用給餌機……………………K2-2 

ギョーザの皮……………………A1-14 

業務用 

 食肉切截機の替刃……………K4-39 

業務用焼鳥機……………………K4-70 

銀行端末機用載置台……………D2-41B 

銀行端末機用 

 プリンター……………………H5-450～450B 

銀行用預入機……………………J5-33 

＊ 銀行用窓口記帳端末機…………H5-0～0B 

 

 

 

 

 

 

 


