〔クー〕
物品の名称

〔クウ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

杭立脚型構造物の
〔く〕

格点装置用外禊………………L2-21190
杭立脚型構造物の

＊＊クーポン…………………………F3-3421

防波体用ブロック……………L2-21190

クーポン券………………………F3-3421

くい連結具………………………L2-21190

クーラー

空気圧縮機………………………K8-50

自動車用クーラー…………D4-351

空気圧縮機用防音箱……………K8-690

ルームクーラー……………D4-311〜314E

空気圧搬送機用気送子…………G1-191

ワインクーラー……………C5-326

空気入りボート…………………G3-24

クーラーカバー…………………D4-390

空気入れ…………………………K8-513

クーラーボックス………………C5-3251

空気拡散器………………………D4-0

クーラー用蒸発器………………K6-50A

空気釘打機………………………K1-34

クーラー用配管材………………D4-0

空気コンベアー…………………G1-10

クーラー用蒸発器………………K6-50A

空気コンベヤ……………………G1-10

＊ クーリングタワー………………D4-321

空気作動かんな…………………K1-312

杭…………………………………L2-2110〜2111

空気作動鉋………………………K1-312

杭

空気作動電線押切鋏……………K1-311
基礎杭………………………L2-2111

空気座布団………………………C1-20

テント用杭…………………L3-269

空気湿電池………………………H1-80

土留杭………………………L2-2122

＊＊空気銃……………………………E3-041

法面保護用杭………………L2-222

空気循環機付き除湿機…………D4-332

杭上クレーン……………………G1-210

空気吸込吹出口…………………L5-41

杭穴掘さく用掘さく軸…………K3-323

空気清浄器………………………D4-34〜34B

＊＊くい打ち機………………………K3-322

空気清浄機………………………D4-34〜34B

くい打ち具………………………K3-322

空気清浄機

杭打作業機………………………K3-322

自動車用

くい打ち用中空筒………………L2-210、K3-329

空気清浄機………………D4-350

＊＊食い切り…………………………K1-220

空気清浄器付き温風機…………D4-311BB

喰切器……………………………K1-220

空気清浄器付き

杭固定金具………………………L2-21190

温風暖房機……………………D4-311AB

杭先端金具………………………L2-2112

空気清浄機付浄水機……………K6-121

くい先端具………………………L2-2112

空気清浄器付き除湿機…………D4-332

杭沈設用補助パイル……………L2-2111、L2-21190

空気清浄器用置台………………D4-390

杭付水底軟弱地盤

空気清浄機用

改良作業台……………………L2-14

集塵カセット…………………K6-13

＊＊くい抜き機………………………K3-322

空気清浄殺菌器…………………K6-10

杭抜用チャック…………………K3-322

空気清浄殺菌機…………………D4-34

杭抜き用具………………………K1-250

空気清浄フィルター用

杭用キャップ……………………L2-2112

枠材……………………………K6-129

杭用先金…………………………L2-2112

空気清浄器………………………D4-34

杭用の固定板……………………L2-21190

空気調節用室内吹込口…………L5-41

杭用ノロ防止金具………………L2-21190

空気調和機………………………D4-310

くい用ブロック…………………L2-2112

空気調和機用

杭立脚型構造物の

空気吹出口……………………D4-0

格点装置用禊受体……………L2-21190

空気調和機用ダクト……………D4-0

杭立脚型構造物の

空気調和機用ダンパー…………D4-0

格点装置用内禊………………L2-21190

空気調和機用点検蓋……………L2-441B
＊ 空気電池…………………………H1-80
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〔クウ〕
物品の名称

〔クサ〕
意匠分類の記号

物品の名称

＊ 空気動コンクリート

釘抜き器…………………………K1-2423

均し機…………………………K3-3250
空気抜き弁機構付
電磁ポンプ本体………………K8-50

意匠分類の記号

釘抜付き金槌……………………K1-24210
＊ 九九練習器………………………F1-222
＊ くけ台……………………………C0-30

空気抜き弁機構付

草刈がま…………………………K3-162

電磁ポンプ用本体……………K8-50

芝刈り機…………………………K3-1430F

空気搬送機用ノズル……………G1-191

草刈機……………………………K3-1430D、K3-1430E

空気フィルター…………………K9-23

草刈機操作桿……………………K3-14390

空気噴出吸引用

草刈機の草巻付防止刃…………K3-14390

間仕切りパネル………………L5-010

草刈機刃の携帯ケース…………K3-14390

＊＊空気分級機………………………K3-42

草刈機用安全カバー……………K3-14390

空気分離機………………………K6-10

草刈機用エンジン………………K8-21

空気弁室上部ブロック…………L2-432B

草刈機用回転刃…………………K3-14391

空気弁室用上部

草刈機用カッター………………K3-14391

ブロック………………………L2-432B

草刈り機用刈刃…………………K3-14391

空気ボード用

草刈機用草巻き付き

オールロック…………………G3-90

防止器…………………………K3-14390

空気枕……………………………C1-110

草刈機用草巻き付き

空港手荷物用

防止切断刃……………………K3-14391

エックス線検査機……………H0-20

草刈機用車輪……………………G2-9110

空港用救急医療作業車…………G2-230

草刈機用収草機…………………K3-14390

空調換気用吹出口………………D4-392

草刈機用収草バック……………K3-14390

空調機器用断熱シート…………D4-0

草刈り機用刃……………………K3-14391

空調機器用配管カバー…………D4-0

草刈機用ファンカバー…………K3-190

空調機用

草刈機用フェンダー……………K3-14390

空気吹出ノズル………………D4-390

草刈機用

空調機用吹出口グリル…………D4-392

ボンネットカバー……………K3-14390

空調用熱交換管材………………K6-591

草刈刃……………………………K3-14391

空調用シャッター………………L5-41

草刈刃板…………………………K3-14391

空調用ダクト……………………D4-0

草刈用回転刃……………………K3-14391

空調用ダクト接続具……………D4-0

草削りくわ………………………K3-160

空調用ダイパー…………………D4-0

草削り鍬…………………………K3-160

空調用チャンバー………………D4-0

＊ 草削り具…………………………K3-160

空調用点検扉用ヒンジ…………L5-64

草削具……………………………K3-160

空調用熱交換器…………………K6-50A

草取鎌……………………………K3-160

空調用熱レジスタ………………L5-41

草取具……………………………K3-160

茎支持具…………………………K3-151

草取りコテ………………………K3-160

＊＊くぎ………………………………M3-121〜121D

草抜き取り具……………………K3-160

くぎ
犬釘…………………………G1-69

草花栽培器用網板………………K3-122
＊＊くさび……………………………M3-125

連続くぎ……………………M3-121A〜121D

くさび

釘打器……………………………K1-2420

コンクリート型枠

釘打機……………………………K1-34

締付け用くさび…………L1-3236

釘打機用打込案内具……………K1-34

窓枠締付け用

＊＊くぎ隠し…………………………L5-635

くさび……………………L5-90

＊＊くぎ締め…………………………K1-2422

楔抜取機…………………………K1-250

＊＊くぎ抜き…………………………K1-2423

草むしり機………………………K3-1430D

釘抜器……………………………K1-2423

＊＊鎖…………………………………M1-720
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〔クサ〕
物品の名称

〔クッ〕
意匠分類の記号

鎖

物品の名称

意匠分類の記号

＊ 果物かご…………………………C5-220
装身用鎖……………………B3-11
堅樋用鎖……………………L4-231E

果物皮むき具……………………C6-313
＊＊果物しん抜き器…………………C6-313

鎖雨樋用鎖片……………………L4-231E

＊＊果物ナイフ………………………C6-3110

鎖柵の錠付支柱…………………L3-5410

＊＊果物のへた取り具………………C6-313

鎖錠………………………………L5-6334

＊ 果物盛り器………………………C5-210〜210J

＊ 鎖素子……………………………M1-721〜721A
鎖素子

＊ 管用ねじタップ…………………K1-4031
＊ 管用ねじのダイス………………K1-4032

装身用鎖素子………………B3-191

管用ロープ通し器………………K1-200

鎖堅樋の鎖素子…………………L4-231E

下り棟用棟芯瓦…………………L6-113

鎖樋用鎖片………………………L4-231E

口金

鎖止め具

菓子用絞り口金……………C6-230

装身用鎖止め具……………B3-190

かばん用口金………………B4-93

＊ 鎖樋………………………………L4-231E

装飾電球用口金……………D3-11920

鎖止ボルト用固定家具…………L2-4390

電球用口金…………………D3-1190

鎖パイプレンチ…………………K1-2326

ハンドバック用

＊ 鎖レンチ…………………………K1-2326

口金………………………B4-93

＊＊くし………………………………B7-310

包装用缶の口金……………F4-9122

串

溶接溶剤回収用
菓子用串……………………A1-19

吸引口金…………………K7-1492

調理用串……………………C6-231

口栓

ヘアードライヤー

風船用口栓…………………E1-039

取付け用くし……………B7-3491

口取紙……………………………F3-1114

＊ くし入れ…………………………B7-319
くし付西洋かみそり……………B7-223

口ばし切断機……………………K3-220
＊ 口ひげおもちゃ…………………E1-5013

くし付歯ブラシ…………………C4-142、C4-142A

口封じ紙

くし付ヘアーアイロン…………B7-341

包装用袋の

くし付きヘアー
ドライヤー……………………B7-340、B7-340B

口封じ紙…………………F4-33
＊＊口紅………………………………B7-5

＊ くし付きヘアーブラシ…………B7-320

＊ 口紅入れ…………………………B7-021

くし付ヘアーアイロン…………B7-341

＊ 口紅立て…………………………B7-021

＊ 櫛面戸がわら……………………L6-114

口紅用筆…………………………B7-120

串焼台……………………………K4-90

口枠

＊ くじ引き券………………………F3-3421
＊ 鯨おもちゃ………………………E1-32AM
クジラおもちゃ…………………E1-32AM

袋物用口枠…………………B4-93
＊ クッキー…………………………A1-15〜15G
＊ クッキー型抜き器………………C6-230

くじり……………………………K1-00

掘削機……………………………K3-3211

薬箱………………………………J7-15

掘削機

薬びん保管容器…………………G1-521

水底土砂掘削機……………K3-3271

屑入れ……………………………C3-370〜370B

掘削機の細溝用

屑入れ用支持台…………………C3-379

バケット……………………K3-32191

屑かご……………………………C3-370C

掘削機用車体……………………K3-32190

＊ 屑鉄潰し機………………………K0-50

掘さく機用バケット……………K3-32191

軀体端部仕舞材…………………L4-2113

掘削機用バケット………………K3-32191

管運搬機…………………………G2-50

掘さく用矢板……………………L2-2121〜2121A

管推進埋設工事用機械…………K3-320

＊＊クッション………………………C1-20

管保護具…………………………L1-40

＊＊クッションカバー………………C1-29

管曲げ機…………………………K7-133

掘進機用破砕ビット……………K3-391
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〔クッ〕
物品の名称

〔クツ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

屈折計……………………………J1-52

靴底滑止具………………………B5-920

屈折度計…………………………J1-50

＊＊靴中敷き…………………………B5-922

屈点用擁壁ブロック……………L2-2240

＊ 靴中底……………………………B5-922

靴…………………………………B5-1〜1AS、

靴脱ぎ具…………………………B5-02

B5-1D〜1DAK、
B5-1E〜1EAK

靴脱ぎ台…………………………B5-02
＊＊靴ぬぐいマット…………………C1-32

靴

靴ぬぐいマット材………………C1-391
水泳用靴……………………B5-23

＊ 靴ぬぐいマット

体操用靴……………………B5-23
人形用靴……………………E1-3190

ブロック…………………………C1-391
＊ 靴履き具…………………………B5-02

＊ 靴おもちゃ………………………E1-422

＊ 靴履き台…………………………B5-02

くつおもちゃ……………………E1-422

＊ 靴針………………………………K1-00

＊＊靴かかと…………………………E5-9129
＊ 靴かかと底………………………E5-9129

くつ針……………………………K1-00
＊＊靴ひも……………………………B5-910

靴かかと保護具…………………E5-920

＊ 靴ひも掛け具……………………B5-915

靴かかと用中芯…………………E5-910

靴ひも挿通金具…………………B5-915

＊ 靴カバー…………………………E5-921

靴ひも通し具……………………B5-915

＊ 靴乾燥機…………………………C3-633

＊ 靴びょう…………………………B5-914A

靴乾燥機用送風吹出口…………C3-639

靴ふき具付靴べら………………B5-011

＊ 靴乾燥機用ノズル………………C3-639

靴拭きマットブロック…………C1-391

＊ 靴乾燥用台………………………C3-639

靴拭き用マット…………………C1-32

＊ 靴甲皮……………………………B5-911
靴載置棚…………………………D2-542

＊＊靴ブラシ…………………………C3-210
＊＊靴べら……………………………B5-010〜010A

掘削作業機械……………………K3-3211

栓抜き付きくつべら……………B5-011

＊＊靴下………………………………B2-41〜41B

ブラシ付きくつべら……………B5-011

靴下

靴べら立て………………………D1-310

長靴下………………………B2-41B
＊＊靴下編み機………………………K5-14

靴べら保持具……………………D1-310
＊ 靴べら用柄………………………B5-019

靴下編機…………………………K5-14

＊ 靴保型具…………………………B5-03〜03A

靴下編み機用給糸棒……………K5-190

＊ 靴干し器…………………………C3-72-72A

＊＊靴下カバー………………………B2-43〜43B
靴下検査用反転治具……………K5-21

靴干し具…………………………C3-72-72A
＊ 靴前底……………………………B5-9120A

＊ 靴下仕上用型枠…………………K5-21

靴みがき器………………………C3-11

くつ下仕上げ用型枠……………K5-21

＊ 靴磨き具…………………………C3-11

＊ 靴下止め金具……………………B9-12A〜12B
靴下止め…………………………B2-31

靴みがき台………………………C3-11
＊ 靴用かかと芯……………………B5-910

くつ下の裏返し器………………K5-20
靴下の裏返器……………………K5-20
＊ 靴周縁テープ……………………B5-913

靴用かかと底……………………B5-9129
＊ 靴用かかと保護具………………B5-920
＊ 靴用飾り金具……………………B9-15

＊ 靴収納棚…………………………D2-542

靴用飾りテープ…………………B5-913

靴修理器…………………………K0-00

靴用甲皮…………………………B5-911

＊ 靴自動貸出し機…………………J5-20

靴用周縁テープ…………………B5-913

＊ 靴滑り止め金具…………………B5-914

靴用収納棚………………………D2-542

靴成型機…………………………K0-00

＊＊靴用スナップ……………………B9-112

＊ 靴製造機…………………………K0-00

靴用砂除け………………………B5-920

靴整理棚…………………………D2-542
＊＊靴底………………………………B5-9120〜9120A

＊ 靴用滑止め具……………………B5-920
＊ 靴用土踏まず芯…………………B5-910

＊＊靴底金具…………………………B5-914〜914A

靴用つま先芯……………………B5-910
100

〔クツ〕
物品の名称

〔クミ〕
意匠分類の記号

物品の名称

＊ 靴用つま先保護具………………B5-920

意匠分類の記号

組立て衛生設備室用床…………D5-69

靴用中敷…………………………B5-922

組立て衛生設備室の

靴用中底…………………………B5-922

シャワー室用天井……………D5-69

＊＊靴用バックル……………………B9-130B

組立て衛生設備室用

靴用ひも掛け具…………………B5-915

天井……………………………D5-69

靴用保型具………………………B5-03

組立ておもちゃ…………………E2-110

＊＊靴用ボタン………………………B9-111

組立ておもちゃ用継手…………E2-119

駆動回路部付

組立ておもちゃ用部品…………E2-119

ステップモータ………………H2-120

組立ておもちゃ用

首

ブロックー……………………E2-119
人形用首……………………E1-3191

＊＊組立て温室………………………L3-30、L4-010

首飾り……………………………B3-31

組立温室用胴縁…………………L4-011

＊ 首飾りおもちゃ…………………E1-421

組立温室用胴縁材………………L4-011

＊ 首飾り用止め金具………………B3-390

組立温室用柱材…………………L4-010

＊＊首輪………………………………E0-10

組立温室用フレーム……………L3-391

首輪

組立温室用棟木…………………L4-012

犬用首輪……………………E0-10

組立温室用棟木材………………L4-012

＊ クマおもちゃ……………………E1-32AA

組立温室用枠……………………L3-391

熊おもちゃ………………………E1-32AA

組立温室用枠材…………………L4-010

＊＊くま手……………………………K3-161

組立温室用枠連結金具…………L3-392

熊手

組立温室用枠連結具……………L3-392

農業用熊手…………………K3-161

組立温水器………………………L3-619

熊手おもちゃ……………………E1-621

組立カーポート…………………L3-230A

熊手付ねじれ鎌…………………K3-160

組立階段…………………………L3-44

熊手の穂先………………………K3-161

＊＊組立家屋…………………………L3-200〜21、L3-24

組合せ暗渠ブロック……………L2-411C

組立家屋用金具…………………L4-191A

組合せ無目………………………L5-1600

組立家屋用屋根…………………L4-210

組合せブロック…………………L2-2244B、L6-1420

＊ 組立て家具用管連結具…………D2-921〜921B

組み重ねブロック………………L2-2241

組立家具用

＊＊組木………………………………E2-111

コネクター……………………D2-921

組木おもちゃ……………………E2-111

組立て家具用支柱………………D2-9111〜9111B

組木おもちゃ用

組立て家具用支柱材……………D2-9111〜9111B

ブロック………………………E2-119

組立て家具用

組み込み用扉……………………L5-1220

支柱連結具……………………D2-921A

組み立て・加工用

組立て家具用接続具……………L4-191、D2-920

ロボット本体…………………K0-020B

組立て家具用継手………………D2-920〜922B

組立畦畔…………………………L2-310

組立て家具用板連結具…………D2-922〜922B

組立て

組立て家具用連結具……………D2-921A

アプローチゲート……………L3-200

組立て家具用

組立暗渠ブロック………………L2-411、L2-411C

枠板連結材……………………D2-922B

＊ 組立て暗室………………………L3-201

組立て家具用枠材………………L4-010、D2-9121、

組立て居室………………………L3-200

D2-9122

組立て

組立て果樹防鼠具………………K3-130

いす付きテーブル……………D2-01A

組立仮設道路板…………………L2-522

＊ 組立て移動

組立花壇材………………………L2-30

キャンプハウス………………L3-200

組立花壇用枠体…………………K3-15690

組立上屋…………………………L3-11、L3-13、L3-200
L3-220B

組立てかぶとおもちゃ…………E1-5012
組み立て紙芝居箱………………E1-00
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組み立て乾燥小屋………………L3-200

組立て車庫用連結材……………L4-2110

室

組立車庫用枠体…………………L3-232
組立学習室…………………L3-201

＊ 組立て車庫枠体…………………L3-232、L4-10、

組立学習室………………………L3-201

L4-112

組立てガレージ…………………L3-230〜231

組立てシャワー室………………D5-60

組立て玩具用板…………………L3-119

組立て収納庫……………………L3-220A

組み立て玩具用収納箱…………L3-119

組立昇降横行車庫………………L3-230

組み立て玩具用台車……………L3-119

組立昇降車庫……………………L3-230

組立玩具用継手…………………L3-119

組立て植物育成ハウス…………L3-30

組立喫煙室………………………L3-201

組立植物棚………………………L3-11

組立て休憩室……………………L3-200〜201

組立自転車置場…………………L3-231

＊＊組立て橋りょう…………………L2-110

組立て水泳プール………………L3-630

組立て橋梁用床板………………L2-119

組立て水車………………………L0-0

＊＊組立て橋りょう

組立水槽…………………………L3-620

トラス…………………………L2-110

組立水槽用

組立てクリスマスツリー

送水口パネル…………………L3-6290

用幹体…………………………C7-31

組立水槽用単位板………………L3-6291

組立てクリーン車

組立水槽用パネル………………L3-6291

おもちゃ………………………E1-6314

組立水路…………………………L2-412A

組立てケージ用

組立てスクリーン

仕切りフェンス………………L3-530

ハウス…………………………L3-200

＊ 組立て畦畔………………………L2-310

組立清浄室………………………L3-201

組立て建造物用

組立倉庫…………………………L3-200、L3-220

プレート………………………L2-5210

組立側溝…………………………L2-411E

組立て建仁寺垣…………………L3-50

組立建物…………………………L3-11、L-200、L3-21、

組立て更衣室……………………D5-60、L3-200

L3-41

組立公衆便所……………………L3-11

組立建物用軒樋材………………L4-231

組立コンテナ……………………G1-520A

組立建物用柱材…………………L4-111

組立小屋…………………………L3-200

組立て棚用支柱…………………D2-9111〜9111B

組立サイロ………………………K3-1480

組立て棚用支柱材………………D2-9111〜9111B

組立作業小屋……………………L3-201

組立て棚用棚板…………………D2-9141

組立作業台車……………………G2-50

組立て棚用枠……………………D2-9120

組立てさく………………………L3-530B

組立てタンク用置台……………L3-6290

組立棚の支柱……………………L3-5410

組立てタンク用底板……………L3-6291

組立てサンルーム………………L3-41

組立てタンク用

組立シェルター…………………L3-11

天板補強具……………………L3-6290

組立て机…………………………D2-330A

組立てタンク用補強材…………L3-6290

組立てラック用

組立てタンク用連絡具…………L3-6290

コネクター……………………D2-922A
＊＊組立て車庫………………………L3-220、L3-230〜231

組立て棚用取付金具……………D2-920
＊＊組立て畜舎………………………L3-200

組立車庫用軀体…………………L3-232

組立て駐車庫……………………L3-230〜230A

組立車庫用桁材…………………L4-110、L4-112

組立貯金箱………………………C2-18〜18C

組立て車庫用桁補助材…………L4-2112

組立鉄筋…………………………L4-120

組立て車雇用扉…………………L3-510

組立てテラス……………………L3-41

組立車庫用前枠材………………L4-112

組立てテラス屋根………………L3-11

組立車庫用間柱材………………L4-111

組み立てテント…………………L3-200

組立車庫用

組立テントの骨組………………L3-260

屋根構成部材…………………L4-2111
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組立テントの補助骨材用

意匠分類の記号

＊＊組立て遊戯具……………………E2-110

管継手…………………………L3-392

＊ 組立て遊戯具用

組立店舗…………………………L3-24

ブロック………………………E2-119

組立て床の間……………………L3-40

組立て遊戯用ブロック…………E2-119

組立トラス筋……………………L4-10

組立て用サウナ風呂……………L3-200

＊ 組立てトラック

組立て養豚ケージ………………K3-220

おもちゃ………………………E1-6311

組立用フロート…………………L2-630

＊ 組立て道路………………………L2-51

組立用部品供給機………………K0-01

組立拝殿…………………………L3-200

組立用部品搬送機………………K0-01

＊ 組立て売店………………………L3-24

組立て浴室………………………D5-60

組立てバスおもちゃ……………E1-6313

組立て浴室用天井………………D5-69

組立バルコニー…………………L3-41

組立てラック用

＊＊組立てバンガロー………………L3-200

コネクター……………………D2-920〜922B

＊ 組立て日よけ……………………L3-11

組立てラック用

組立日除け棚……………………L3-11

パイプ継ぎ手…………………D2-921〜921B

組立て日よけ用支柱……………L3-11

組立立体駐車庫…………………L3-231

組立プール………………………L3-630

組立冷蔵庫用扉枠………………L5-0111

組立プール用コーナー

組立冷蔵庫用

デッキパネル…………………L3-639

パネル枠材……………………L5-0110、L5-0111

組立プール用コーナー

組立冷蔵庫用

パネル…………………………L3-639

パネル桟材……………………L5-0111

組立プール用

組立冷蔵庫用

側壁パネル……………………L3-639

パネルの縁材…………………L5-0111

組立プール用パネル……………L3-639

組積用コンクリート

組立て塀の本体…………………L3-50

ブロック………………………L2-2243B

＊＊組立て便所………………………L3-11

組鉄筋……………………………L4-120

組立歩道…………………………L2-51

＊＊組ひも……………………………M1-622〜622B

組立歩道基体……………………L2-51

クモおもちゃ……………………E1-32D

＊ 組立て防音室……………………L3-201

＊＊雲形定規…………………………F2-313

＊＊組立て物置………………………L3-220〜220B

＊ 供物台……………………………C7-140

組立て物置用母屋材……………L4-2111

＊ 鞍…………………………………K3-220

＊ 組立て物置用

鞍

換気パネル……………………L3-221

馬用鞍………………………K3-220

組立て物置用

鞍敷き……………………………K3-220

コーナー柱材…………………L4-111

＊＊クラッカー………………………A1-15〜15G

組立て物置用縦枠材……………L4-111

＊＊クラッカーおもちゃ……………E1-516

組立て物置用垂木掛材…………L4-2112

クラッシャー

組立て物置用

コーン

ドア縦枠材……………………L5-1513

クラッシャー……………K3-41

組立て物置用胴縁材……………L4-10

ジョー

組立て物置用前枠材……………L4-112

クラッシャー……………K3-41

組立て物置用間柱材……………L4-111

ダブルロール

組立て物置用無目材……………L5-100

クラッシャー……………K3-41

組立て門…………………………L3-50

クラッチ

組立門型構造体…………………L3-11、L3-50

動力伝動用

組立て屋台………………………L3-24

クラッチ…………………K9-16

組立屋根…………………………L3-11、L3-41、L4-210
組立て屋根部屋…………………L3-200、L4-210

クラッチ付電動機………………H2-121
＊＊クラッチモーター………………H2-121
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＊＊クラリネット……………………E4-40

意匠分類の記号

建築用壁板結合

クランク

クリップ……………………L4-329

自転車用クランク…………G2-4952

コネクターカバー

自転車用

クリップ……………………H1-229

ギアクランク……………G2-4952

事務用クリップ………………F2-632

クランクシャフト………………K8-291

接木クリップ…………………K3-150

クランクシャフト

電気接続クリップ……………H1-321B

内燃機関用クラン

筆記具クリップ………………F2-1192

クシャフト………………K8-291

ヘアークリップ………………B3-23

クランプ

ヘアーカラー用

足場用クランプ……………L1-192

クリップ……………………B7-331

板状体吊上げ

ホースクリップ……………M2-42

クランプ…………………G1-05

ラス連絡用

コラムクランプ……………L1-223

クリップ…………………L4-329

引き留めクランプ…………H2-4410

クリップ付きカッター…………K1-123

クランプ金具連結用

クリップ付事務用

リベット………………………L1-190

小物入れ………………………F2-7230

クリート

クリップ付きハンガー…………D1-111BA

船舶用クリート……………G3-90

クリップ付マイクロ

クリーナー

フォン用支持アラーム………H4-119

エアークリーナー…………D4-34

クリップハンガー………………D1-111B

クリーナー…………………C3-410E

クリップボード…………………F2-7443

クリーナー付きコンタク

栗の外皮分離ローラー…………K4-39

トレンズケース………………B3-691

クルーザー用

クリーンルーム用
防塵材…………………………L4-4120

座席調整台座…………………G3-90
＊＊車いす……………………………J7-71

＊ 栗いがはぎ機……………………K3-140

車椅子

繰糸機……………………………K5-17

電動車椅子…………………J7-71

繰返機……………………………K5-12

車椅子用の車輪…………………G2-9110

＊＊クリスマスカード………………F3-1314

車止め用器具……………………L3-50

＊＊クリスマスツリー………………C7-31

車止め……………………………L3-530、L3-5410

＊＊クリスマスツリー用

車止め杭…………………………L3-5410

ポット…………………………C7-31

車止め柵…………………………L3-5410

クリスマスモール………………C2-30

車止め柱…………………………L3-5410

＊ クリスマス用装飾電球…………D3-112

車止め柱用キャップ……………L3-549

クリスマス用ツリー……………C7-31

車止めブロック…………………L3-5210

＊＊クリスマス用

車止めポール……………………L3-530

つり飾り………………………C2-30

車止め用縁石……………………L2-5210

クリスマス用

車止め用柵柱……………………L3-530、L3-5410

吊下飾り………………………C2-30

車止め用支柱……………………L3-530、L3-5410

つり飾り………………………C2-30

車止め用ポール…………………L3-5410

＊＊クリスマス用モール……………C2-30

車用パンク修理具………………K1-2010

クリスマス用ろうそく…………D3-241〜241BC

くるみボタン飾体………………B9-111

クリッパー
タイルクリッパー…………K1-121

くるみボタン本体………………B9-111
＊＊くるみ割り………………………C6-352

ボルトクリッパー…………K1-223
クリップ

クレー発射機……………………E3-040
＊ クレープ焼き板…………………C5-4110B〜4110BA

カンバスクリップ……………F1-3259

クレープ焼き鍋…………………C5-4110B〜4110BA
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＊ クレー放出機……………………E3-040

＊ クローラー用覆板………………G2-912

クレーン…………………………G1-210

クローラベルト…………………G2-912

クレーン

クローラ用芯金…………………G2-912

シブクレーン………………G1-210

クローラ用覆板…………………G2-912

天井走行用

クロケットゲーム盤……………E2-212

クレーン…………………G1-210

クロマトグラフ

＊＊クレーン車………………………G2-230

液体クロマト

＊ クレーンおもちゃ………………E1-6314

グラフ……………………J1-522

クレーン車つり上げ

ガスクロマト

フック…………………………G1-053
クレーン車用運転室……………G2-2910

グラフ……………………J1-522
＊＊くわ………………………………K3-160

クレーン車用キャビン…………G2-2900
クレーン車用

桑刈機……………………………K3-1430
＊ 区分け皿…………………………C5210〜210J

シャーシー……………………G2-2910

鍬止ブロック……………………L2-2240B

クレーン付運搬車………………G2-230

鍬の柄……………………………K3-169

クレーン付き掘削機……………K3-3210、K3-3211

＊ 桑葉刈取り機……………………K3-1430

クレーン付きパワー

＊ くわ用柄…………………………K3-169

シャベル用バケット…………K3-32191

燻煙器……………………………K4-70

クレーンフック用

くん煙発生機……………………K4-70

つり下げ具……………………G1-05

燻蒸器

クレーンブーム用

蚊取り線香燻蒸器…………C4-3220

ブーム部材……………………G1-219
クレーン用安全さく……………G1-219

燻製器……………………………K4-0、K4-71
＊ くん製肉…………………………A1-11

クレーン用運転操作台…………G1-219

訓練機

クレーン用仰角調整台…………G1-219

航空機用

クレーン用桁……………………G1-219

操縦訓練機………………G4-2

クレーン用支柱…………………G1-219

船舶操縦訓練機……………G3-90

＊ クレーン用

訓練具

つり上げフック………………G1-05

上下肢訓練具………………J7-70

クレーン用吊り金具……………G1-05

水泳訓練具…………………E3-51

クレーン用吊具…………………G1-05

口

クレーン用吊り下げ車…………G1-05

ダストシュート

クレーン用フック………………G1-05

投入れ口…………………L3-40

クレーン用レール………………G1-60

ぐつ（靴）

＊ クレジットカード入れ…………F2-7440

アイススケート

＊ クレジットカード用

靴…………………………B5-220

刻印器…………………………F2-2251

雨靴…………………………B5-1C〜1CF、B5-1CJ

クレセント………………………L5-6332

B5-1CS、B5-1DC、

クレセント受け…………………L5-6332

B5-1EC

クレセント受け金具……………L5-6332

運動靴………………………B5-1A〜1ALF

クレセント錠……………………L5-6332

B5-1B〜1BKF

＊ クレヨン…………………………F2-117

B5-BLF

クレヨンホルダー………………F2-1194

B5-1D〜1DAK

クローラー

B5-1E〜1EBK

ゴムクローラー……………G2-912

作業靴………………………B5-1B〜1BK

＊＊クローラー………………………G2-912

B5-1BL

クローラーベルト………………G2-912

サンダル靴………………………B5-1AP

クローラー用芯金………………G2-912

スキー靴…………………………B5-210〜210A
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短靴………………………………B5-1A〜1AS、

意匠分類の記号

グラフ

B5-1D〜1DAK、

液体クロマト

B5-1E〜1EAK

グラフ……………………J1-522

登山靴……………………………B5-1B〜1BK

オシログラフ……………J1-46

長靴………………………………B5-1C〜1D、

ガスクロマト

B5-1DC〜1EC

グラフ…………………J1-522

深靴………………………………B5-1B〜1BLF、

タコグラフ………………J1-311

B5-1D、B5-1DB、
B5-1E

電磁オシログラフ………J1-46
＊＊グラフィック

＊ グライダー………………………G4-1
グライダーおもちゃ……………E1-6330

イコライザー…………………H4-163
＊ グラフィックイコライ

グラインダー……………………K7-1161B

ザー付音響用増幅器…………H4-150B

グラインダー

グラフィックイコライ

携帯用電動

ザー付増幅器…………………H4-150B

グラインダー………………K1-321〜321B
卓上電気
グラインダー………………K7-1161〜1161E
手回し
グラインダー………………K1-280

グラフ表示器……………………F2-43
＊ グラフ用紙………………………F3-1131
＊ グランドコック…………………M2-520
＊ グリース圧入器…………………K9-22
＊ グリースガン……………………K9-22

手持ち空気動

グリース阻集器…………………L2-430

グラインダー………………K1-321A

グリース注入器…………………K9-22

手持電動
グラインダー………………K1-321B

グリースポンプ…………………K9-22
＊＊グリーティングカード…………F3-1314

電動体取付用

グリーンアスパラガス

グラインダー………………K1-321

採集具…………………………K3-140

＊ グラインダー

グリーンベルト用

研削研磨砥石…………………K1-413A〜413C

敷設ブロック…………………L2-5210

グラインダー用

グリス圧入器……………………K9-22

回転円盤砥石…………………K1-413

グリスガン………………………K9-22

＊ グラインダー用

グリス注入器……………………K9-22

研削研磨砥石…………………K1-413

グリスポンプ……………………K9-22

＊ グラインダー用研磨布…………K1-414

グリップ

グラインダー用

カメラ用グリップ……………J3-35

サンドクロス…………………K1-414

ゴルフクラブ用

グラインダー用

グリップ……………………E3-35290

集塵カバー……………………K1-39

自動車用ハンドル

グラインダー用砥石……………K1-413

グリップ……………………G2-4921

グラインダー用

自動二輪車用ハン

ハンドピース…………………K1-321B

ドルグリップ………………G2-3931

＊＊グラインディング

スキーストック用

ホイール………………………K1-410

グリップ……………………E3-412

グラウンドアンカー用

プール用スタート

鋼線間隔保持具………………L2-122
グラス

グリップ……………………L3-639
＊ グリル付きガスコンロ…………C6-451、C6-451A

オペラグラス………………J3-12

グリル付きコンロ………………C6-451、C6-451A

グラスホルダー…………………C5-530

グリル付き電気コンロ…………C6-451、C6-451A

グラタン皿………………………C5-210〜210EA

車
工具車………………………K1-54
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〔グレ〕
物品の名称

〔グン〕
意匠分類の記号

物品の名称

グレーダ
モーターグレーダ…………K3-3240
グレーチング……………………L6-140C、L6-21LA
グレーチング
騒音防止具……………………L4-40
グレーチング付き
重圧管…………………………L2-411D
グレーチング用
カバープレート………………L2-449
グレーチング用材………………L2-449
グレーチング用
吊り金物………………………L1-40
グレーチング用型材……………L6-141
グレビィヒンジ…………………L5-64
＊＊グロースターター………………D3-123
グローブ
街路灯用グローブ…………D3-4191
野球用グローブ……………E3-34
グローランプ……………………D3-123
グロメット………………………H1-223
グロメットアウタ………………H1-223
グロメットインナ………………H1-223
軍艦………………………………G3-20
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