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〔コー〕                          〔コー〕 

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

 

〔こ〕 

 

コーキング受け…………………L4-40 

コーキングガン…………………K1-00 

コーキング剤 

 噴霧器用ノズル………………K1-00 

＊ コークス炉………………………K6-3 

コークス濾………………………K6-3 

コースター………………………C5-531 

コースター収納具………………C5-5120 

コースライン 

 板の取付け具…………………L3-639 

コート 

  レインコート………………B1-110 

  和装コート…………………B1-21 

コート掛け………………………D1-21～21D 

コートハンガー 

 スタンド………………………D2-610 

コード……………………………H1-110～110A 

コード掛け………………………D1-21A 

コード結束具……………………H2-46～46A 

＊ コード自在器……………………H2-46～46A 

コード線巻取用リール…………H2-411 

コード調節保持具………………H2-46～46A 

コードブッシング………………H1-223 

コード分岐用 

 ジョイントボックス…………H1-333 

コード巻取り用リール…………H2-411 

コードリール……………………H2-411 

コードレスアイロン用 

 電源ベース……………………C3-819 

コードレス電話器………………H3-30 

コードレス 

 電話機用子機…………………H3-30 

コードレス 

 電話機用送受信器……………H3-30 

コーナー 

  間仕切りパネル用 

   コーナー…………………L5-0116A 

  間仕切りコーナー…………L5-0116A 

コーナー方立……………………L5-173 

＊ コーナーカッター………………F2-8210 

コーナーガード…………………L4-40、L4-491 

コーナーキャップ………………L4-491、L5-94 

コーナーキャビネット…………D2-511J 

 

 

コーナー具 

  天井廻り 

   縁用コーナー具…………L4-491 

  巾木用コーナー具…………L4-491 

  窓枠用コーナー具…………L5-91 

コーナー材 

  建物用コーナー材…………L4-4120～4120A 

  間仕切りパネル用 

   コーナー材………………L5-0116A 

  間仕切り用 

   コーナー材………………L5-0116A 

コーナー収納棚…………………D2-511J 

コーナー収納箱…………………D2-511J 

コーナー棚………………………D2-511J 

コーナー継手……………………L5-91 

コーナー出窓ユニット…………L5-1261 

コーナー役物……………………L4-4120 

コーナー用椅子…………………D2-14D 

コーナー用壁板…………………L4-4120 

コーナー用 

 ガードパイプ…………………L3-5390 

コーナー用 

 コンクリート型枠……………L1-311～312 

コーナー用タイル………………L6-30 

コーナー用パッキング…………L5-91 

コーナー用パネル………………L4-4120 

コーナー用 

 パネル取付材…………………L4-410、L4-413 

コーナー用窓……………………L5-1260 

コーナーカッター………………F2-8210 

コーヒーカップ…………………C5-231～231E 

コーヒーカップの 

 受け皿…………………………C5-210～210DA 

コーヒー供給器…………………C6-61～61C 

コーヒー漉し……………………C6-361 

コーヒーこし器…………………C6-361 

コーヒーサーバー………………C6-361 

コーヒーサーバー付き 

 電子レンジ……………………C6-4310 

＊ コーヒーサイフォン……………C5-317 

コーヒーサイフォン用 

 スタンド………………………C5-319 

コーヒーサイフォン用 

 パッキング……………………C5-319 

コーヒーサイフォン用 

 ロート立て……………………C5-530～530BB 

              C5-530D 
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〔コー〕                          〔コウ〕 

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

コーヒーサイフォン用 

 濾過器…………………………C5-319 

＊ コーヒー自動販売機……………J5-11～11B 

コーヒー注ぎ……………………C5-310～310FA 

コーヒー抽出器…………………C6-361 

コーヒー抽出器 

  ミル付き 

   コーヒー抽出器…………C5-422 

コーヒー抽出器用 

 漉し器…………………………C5-429 

＊ コーヒーデスペンサー…………C5-61～61C 

コーヒードリッパー……………C6-361 

コーヒー挽き器…………………C6-326 

コーヒー焙煎機…………………C6-430、K4-70 

＊＊コーヒーポット…………………C5-310～310FA 

コーヒー豆焙煎機………………K4-0 

＊＊コーヒーミル……………………C6-326 

コーヒーミル付き 

 コーヒー沸かし機……………C5-422 

＊ コーヒーメーカー………………C5-422 

コーヒーメーカー付き 

 電子レンジ……………………C6-4310 

＊ コーヒーメーカー用 

 こし器…………………………C5-429 

＊ コーヒーメーカー用 

 湯沸し…………………………C5-422 

コーヒーロースター……………C6-430、K4-70 

＊＊コーヒー沸し器…………………C5-421～422 

＊＊コーヒーわん……………………C5-231～231E 

＊＊コーヒーわん及び 

 受け皿…………………………C5-234～234B 

＊ コールドパーマネント 

 用毛巻きローラー……………B7-330 

コールドパーマネント 

 用毛捲ロッド…………………B7-330 

コールドパーマネント 

 用ロッド………………………B7-330 

コーン 

  コンクリート型枠 

   締付け用コーン…………L1-3237 

＊＊コーンクラッシャー……………K3-41 

＊ コーンクラッシャー用 

 マントル………………………K3-490 

コアービット用 

 センター………………………K1-4080 

コアービット用 

 センターピン…………………K1-4080 

＊＊コアドリル………………………K1-4080 

コアドリルの 

 切削屑押し出し具……………K1-200 

コアドリルの刃…………………K1-4080 

コアドリル用切削屑 

 飛散防止用カバー……………K1-4080 

コアビット………………………K1-4080 

コアホルダー……………………H1-439 

コアラのおもちゃ………………E1-32A 

＊ こいのぼり………………………C2-1533 

鯉のぼり用回転球………………C2-1533 

鯉のぼり用風車…………………C2-1533 

子芋分離機………………………K3-140 

コイル……………………………M3-01 

コイル 

  高周波コイル………………H1-430 

  内燃機関用 

   点火コイル………………K8-292 

コイルスプリング………………M3-01 

コイルばね………………………M3-01 

コイル巻機………………………K7-130 

コイン入れ………………………B3-01 

コイン入れ付き 

 カレンダー……………………F2-410 

＊ コインケース……………………B3-01 

コイン研磨機……………………K7-1160 

＊ コイン整理帳……………………F3-220 

＊ コイン整理帳用台紙……………F3-290 

コインタイマー…………………H1-524 

＊ コインホルダー…………………B3-01 

コインホルダー用台紙…………F3-290 

＊ コインロッカー…………………D2-552 

コインロッカー用錠……………D2-93130 

構築物のデッキ部用 

 桁材……………………………L4-020 

鈎 

  手術用鈎……………………J7-41 

  建物取付用 

   清掃口……………………L3-40 

高圧カットアウト………………H1-513 

高圧カットアウト 

 スイッチ………………………H1-513 

高圧カットアウト用 

 碍子体…………………………H1-519 

高圧カットアウト用 

 限流ヒューズ…………………H1-591 

高圧ガスボンベ用 

 キャップ………………………G1-5239 

高圧ガス容器……………………G1-5230 
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〔コウ〕                          〔コウ〕 

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

高圧ガス容器本体………………G1-5230 

高圧ガス容器用吊り具…………G1-5239 

高圧ジェット杭打機……………K3-322 

高圧洗浄車………………………G2-230 

高圧絶縁用碍子…………………H1-210 

高圧ホース用管継ぎ手…………M2-4113 

＊ 更衣室……………………………D5-60 

更衣室付きシャワー……………D5-60 

耕耘機……………………………K3-111、K3-1190 

耕うん機取付用整地板…………K3-1190 

耕運機取付用プラウ……………K3-1190 

耕運機の 

 ハンドルカバー………………K3-1190 

耕運機のフレーム………………K3-111 

耕耘機用エンジン 

 操作サンドル…………………K3-190 

耕うん機用耕うん刃……………K3-1191 

＊ 耕運機用湿田車輪………………K3-191 

耕耘機用車輪……………………K3-191 

耕うん機用整地板………………K3-1190 

耕運機用整地板…………………K3-1190 

耕耘作業機………………………K3-111 

耕耘整地機………………………K3-111 

耕耘爪……………………………K3-1191 

耕運刃取付金具…………………K3-1190 

講演台……………………………D2-330G 

恒温器……………………………K6-70 

恒温恒湿器………………………K6-70 

恒温恒湿室用 

 調温湿試験機…………………K6-70 

恒温恒湿槽………………………K6-70 

恒温培養器………………………K6-70 

硬貨計算機………………………J4-41 

＊＊硬貨計数機………………………J4-41 

硬貨計数包装機…………………J4-42 

硬貨収納器………………………B3-01 

高架水槽…………………………L2-15 

＊＊高架タンク………………………L2-15 

高架道路用伸縮継手材…………L2-523 

硬貨分類計数機…………………J4-41 

＊ 硬貨包装機………………………J4-42 

硬貨包装機の 

 包装紙巻込針…………………K0-60 

＊ 硬貨包装機用刃…………………K1-420 

＊ 鋼管………………………………M2-1 

鋼管足場用 

 ブレース連結金具……………L1-129 

 

交換機 

  イオン交換機………………K6-40 

  オイル交換機………………K9-240 

  化学機器用 

   熱交換器…………………K6-50 

  タイヤ交換器………………K1-2011 

  電話交換機…………………H3-40 

  電話中継交換機……………H3-511 

鋼管杭の先端具…………………L2-2112 

鋼管接続金具……………………L4-191C 

＊ 鋼管穿孔用ドリル………………K1-4070 

鋼管柱用管端 

  保護キャップ………………L4-190 

鋼管柱用支柱取付金物…………L2-169 

鋼管柱用継手……………………L4-191B 

鋼管接手…………………………L1-190 

鋼管柱用柱はり 

 継手金具………………………L4-190 

光学式ディスク 

 内蔵カートリッジ……………H4-4195 

光学式マウス……………………H5-924 

光学ディスク再生機……………H4-451 

光学導線皮膜 

 ストリッパー…………………K1-227 

光学ファイバの切断器…………K1-220 

光学文字読み取り 

 機用入力カード………………F3-1123 

＊ 光学読み取り板…………………F3-1123 

光学読み取り用 

 プログラムシート……………F3-1123 

工業廃水処理用濾過機…………K6-120 

工業用遠心分離機………………K6-11 

工業用 

 遠赤外線ヒーター……………K7-49 

工業用窯…………………………K0-40 

工業用乾燥機……………………K0-41 

工業用組立ロボット……………K0-020A、K0-020B 

工業用電気炉……………………K0-40 

工業用排ガス燃焼炉……………K0-52 

工業用廃棄物処理炉……………K0-52 

工業用ミシン……………………K5-230B 

工業用炉…………………………K0-40 

工業用炉の内壁板 

 取付用アンカー………………K0-490 

工業用ロボット…………………K0-020～K0-020B 

工業用ロボット本体……………K0-020、K0-020A 

              K0-029 

工業炉用断熱材固定具…………K0-490 
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航空カメラ………………………J3-20 

航空機客席用いす………………D2-1530 

航空機胴体………………………G4-1 

＊ 航空機用いす……………………D2-1530 

航空機用いすの 

 テーブル………………………D2-190 

航空機用車輪……………………G2-9110 

＊ 航空機用操縦訓練機……………G4-2 

航空機用レーダー………………H3-621 

口腔中撮影用 

 テレビカメラ…………………H4-310 

航空服……………………………B1-13 

＊ 工具おもちゃ……………………E1-620 

工具カバン………………………K1-53 

工具キャビネット………………K1-54 

工具キャビネット用 

 引出し…………………………K1-54 

工具ケース………………………K1-53 

＊＊工具研削盤………………………K7-1160 

＊ 工具研磨機用集じん機…………K7-91 

工具サック………………………K1-52 

＊ 工具車……………………………K1-54 

工具収納ケース…………………K1-50 

工具収納箱………………………K1-53 

工具スタンド……………………K1-50 

＊ 工具整理棚………………………K1-50 

工具整理用スタンド……………K1-50 

工具整理ラック…………………K1-50 

工具立て…………………………K1-50 

工具棚……………………………K1-50、K1-54 

工具吊り用ベルト………………K1-51 

＊＊工具箱……………………………K1-53 

工具保管用容器…………………K1-50 

工具保持箱………………………K7-1910 

＊ 工具用キャビネット……………K1-54 

工具用落下防止具………………K1-51 

工具類収納棚付 

 作業スタンド…………………K1-55 

＊ 口腔洗浄器………………………C4-141 

杭孔用切削機……………………K3-3223 

口腔用マッサージ具……………C4-142～142A 

広告看板用放電ランプ…………D3-120 

＊＊広告器……………………………F5-10～10C 

広告器付電話器用台……………H3-3192 

＊ 広告器用台………………………F5-190 

広告具……………………………F5-10～10C 

広告紙……………………………F3-33 

広告紙立て………………………F2-7241 

広告紙立て 

  ペンホルダー付き 

  広告紙立て…………………F2-7240 

広告紙立て具……………………F2-7241 

広告自動車………………………G2-230 

広告宣伝車………………………G2-20 

＊ 広告つり下げ具…………………F2-61 

＊＊広告灯……………………………F5-10～10C 

広告塔……………………………F5-10C 

広告灯用枠材……………………F5-191 

＊ 広告止め具………………………F2-640 

＊＊広告板……………………………F5-10～10C 

＊ 広告板付きごみ箱………………C3-370～370C 

広告表示器………………………F5-10～10C 

広告表示板付 

 電話ボックス上屋……………L3-12 

広告用看板………………………F5-10～10C 

広告用気球………………………F5-12 

広告用つり下げ具………………F2-61 

広告用人形………………………F5-10A 

＊ 香合………………………………C7-152 

＊＊咬合器……………………………J7-60 

工作機械 

  数値制御複合 

   工作機械…………………K7-1101 

工作機械用クランプ……………K7-190 

＊ 工作機械用 

 工作物固定具…………………K7-1920 

工作機械用 

 工作物固定台…………………K7-1920 

工作機械用 

 工作物固定チャック…………K7-1921 

工作機械用主軸駆動機…………K7-90 

工作機械用振動緩衝盤…………K9-3 

＊ 工作機械用数値制御機…………H2-61～61DAD 

工作機械用 

 被加工物の保持具……………K7-1920 

工作機械用 

 被加工物固定治具……………K7-1920 

＊ 工作台……………………………K1-55、G1-00 

工作物固定具ホルダー…………K7-1920 

工作物固定調節台………………K7-1920 

工作物固定用具…………………K7-1920 

工作物固定用ジャッキ…………K7-1920 

工作物保持具……………………K7-1920、K1-271 

工作用カッター…………………K1-120、K1-124、 

              K1-10 

＊ 工作用紙…………………………F3-12 
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工作用テーブル…………………K1-55 

工作用ナイフ……………………K1-124 

工作用ナイフの刃………………K1-119 

工作用鋏…………………………K1-131、K1-132 

＊ 工作用モール……………………F1-300 

交差グリップ……………………L1-29 

工作自動車………………………G2-230 

交差パイプ結合金具……………L3-392 

鋼 材 

  建築用鋼材…………………L4-10～10A 

鋼材吊上用クランプ……………G1-05 

鉱山用さく岩機…………………K3-300 

＊＊鉱山用穿孔機……………………K3-31、K3-323 

格 子 

  窓用面格子…………………L3-431 

子牛育成ゲージ枠………………K3-220 

格子型自在フエンス……………L3-530A 

高枝剪定鋏………………………K1-134 

高枝剪定ばさみ…………………K1-134 

高質板穿孔用保持具……………K7-1920 

格子縁飾り金具…………………L4-3190 

格子縁……………………………L4-3111 

＊ 公衆電話置台……………………D2-41～41D 

＊＊公衆電話機………………………H3-311 

公衆電話機本体…………………H3-311 

公衆電話キャビネット…………L3-12 

公衆電話機用スタンド…………D2-41D 

公衆電話用置台…………………D2-41～41D 

＊＊高周波コイル……………………H1-430 

＊＊高周波治療器……………………J7-50 

高周波治療機……………………J7-50 

高周波発振型スイッチ 

  用検出コイル………………H1-430 

高周波発振器……………………H3-21 

高周波無線信号受信機…………H3-612 

＊＊高周波用同軸 

 コネクター……………………H1-3426 

公衆電話ボックス………………L3-12 

高所作業車………………………G2-2900 

高所作業車の作業台……………G2-2900 

高所作業車の 

 作業台カバー…………………G2-2900 

高所作業車 

 ウインチ付作業台……………G2-2900 

高所作業車用運転操作…………G2-2930 

 レバーの案内板………………G2-2900 

高所作業車用作業台……………G2-2900 

高所作業用足掛け台……………L1-10 

高所作業用リフト………………G1-30 

子牛用牛舎………………………K3-20 

子牛用ゲージ……………………K3-220 

子牛用哺乳器……………………K3-220 

格子目隠し用板材………………L3-5450A 

香辛調味料ふり…………………C5-323～323A 

工事桁用吊持器…………………G1-00 

工事現場仮設用門扉……………L1-40 

工事現場の仮囲い用 

 鋼板支持具……………………L3-549 

＊ 工事表示器………………………J6-40 

高純度材料保存容器……………K0-00 

＊ 工場用煙突………………………L2-17 

工場用集塵機……………………K6-13 

工事現場安全柵 

 指示用補助具…………………L1-40 

工事用安全ネット 

 吊下具…………………………L1-40 

工事用安全ネットの 

 張設金具………………………L1-40 

工事用換気扇……………………K8-711 

工事用バリケード………………L3-532 

工事用フェンス…………………L3-532 

＊＊香水入れ…………………………B7-012 

香水スプレー……………………B7-012 

＊ 硬水軟化機………………………K6-40 

香水吹き…………………………B7-012 

香水容器…………………………B7-012 

＊＊香水用スプレー…………………B7-012 

鋼製共同溝………………………L2-412A 

鋼製共同溝の蓋…………………L2-442 

＊ 剛性物質切削帯のこ刃…………K1-424 

＊ 鋼線………………………………M1-70～71 

光線銃おもちゃ…………………E1-6810 

高層ビル仮設工事 

 通路用金物……………………L1-190 

高層用ベントキャップ…………L4-2110 

＊ 光速計……………………………J1-34 

高速散水濾床用充塡材…………K3-120 

高速艇……………………………G2-30 

高速道路用遮光板………………L2-532 

構造材用管の連結具……………L3-392 

構造材用連結具…………………L4-191C 

構造物支承体用補助板…………L2-119 

＊ 構造物基礎ブロック……………L2-214 

構造物用伸縮継手材……………L2-523 

構造物用単位材…………………L2-120 

構造物用単位部体………………L3-11 
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物品の名称          意匠分類の記号 物品の名称          意匠分類の記号 

構造物用楝木材…………………L4-2111 

構造用型鋼管……………………L2-2111 

構造用鋼材………………………L4-10A 

構造用柱…………………………L4-111 

広帯域受信機……………………H3-612 

構築用畦ブロック………………L2-3111 

構築柱……………………………L4-111 

構築物の手摺用下桟……………L3-546 

構築物の 

 デッキ部用桁材………………L4-020 

構築物破砕機……………………K3-32190 

構築ブロック……………………L2-2244A 

構築床板用デツキプレ 

 ートの端面口部塞ぎ…………L4-3390 

構築用足場支持金具……………L1-190 

構築用アンカー台座……………L4-3929 

構築用開口部型枠 

 サポート………………………L1-2211 

構築用開口部の 

 補強金具………………………L4-120～121 

構築用型枠桟木止金具…………L1-319 

構築用型枠支持金具……………L1-322、L1-3230、 

              L1-330 

構築用壁つなぎ金具……………L1-117 

構築用壁つなぎ取付用 

 埋込金具………………………L1-40 

構築用かべつなぎ 

 控え金具………………………L1-117 

構築用ガラスブロック…………L6-02 

構築用桁ブロック………………L2-2244B 

構築用鋼管矢板材………………L2-2121A 

構築用鋼材………………………L2-2122 

構築用コンクリート 

 打継ぎ止金具…………………L1-40 

構築用コンクリート 

 板材……………………………L6-10 

構築用コンクリート 

 ブロック………………………L2-01～01B、L2-2240

              L2-2244～2244B 

構築用サポートの 

 受金具…………………………L1-2219 

構築用支持金具…………………L1-2211 

構築用止水板取付金具…………L1-3230 

構築用締付金具…………………L1-119 

構築用セグメント………………L2-1210 

構築用セグメント継手…………L2-12191 

構築用セグメントの 

 継手金具………………………L2-12191 

構築用セグメントの 

 締結具…………………………L1-320 

構築用接合具……………………L2-00 

構築用セパレーターの 

 取付金具………………………L1-3230 

構築用セパレーターの 

 連結金具………………………L1-3230 

構築用段差定規受具……………L1-319 

構築用段差定規受金具…………L1-40 

構築用鉄筋間隔保持具…………L1-431～431A 

構築用鉄筋支持金具……………L1-433 

構築用鉄筋付型枠………………L1-3130～3131 

構築用鉄筋溶接継手……………L1-433 

構築用鉄骨ユニット……………L4-10 

構築用土間目地受金具…………L1-40 

構築用梁鉄筋支持金具…………L1-433 

構築用梁鉄筋の 

 支持金具………………………L1-30 

構築用パイプ締付金具…………L1-192 

＊ 構築用ブロック…………………L2-01～01B、L2-214、

              L2-2240～2242、 

              L2-2243B、L2-2244～

              2244B、L2-412A、 

              L2-413～413A、 

              L2-421A 

構築用ブロック受け……………L2-220 

構築用免震台……………………L2-210 

構築用床ブロック………………L6-1420 

構築用リング……………………L2-120～1210 

＊＊高置水槽…………………………L3-620 

＊ 高置水槽用置台…………………L3-3290 

＊ 高置水槽用 

 取付支持具……………………L3-3290 

＊＊高置水槽用パネル………………L3-3291 

＊ 高置水槽用ふた…………………L3-3290 

紅茶カップ………………………C5-231～231E 

紅茶こし器………………………C6-361 

紅茶注ぎ…………………………C5-310～310FA 

＊＊紅茶わん…………………………C5-231～231E 

＊＊紅茶わん及び受け皿……………C5-234～234B 

＊ 交直流変換器……………………H2-211 

交直流変換器 

  テープレコーダー 

   用交直変換器……………H2-211 

  ラジオ受信機用 

   交直変換器………………H2-211 

交通安全用反射器………………J6-42 

＊＊交通信号機………………………J6-41 
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物品の名称          意匠分類の記号 物品の名称          意匠分類の記号 

交通標示具………………………F5-10～10C 

＊ 交通信号機用制御機……………H2-61～61DAD 

＊ 光電検出器………………………H1-554 

＊＊光電スイッチ……………………H1-554 

＊ 光電スイッチ用受光器…………H1-554 

＊ 光電スイッチ用 

 送受光器………………………H1-554 

光電スイッチ用投光器…………H1-554 

光電スイッチ用反射器…………H1-559 

光センサー………………………H1-554 

光電センサーケース……………H1-559 

＊ 光電倍増管………………………H1-740 

＊＊光電比色計………………………J1-521 

＊ 光電比濁計………………………J1-521 

香典袋……………………………F3-13132 

＊＊光電変換素子……………………H1-71 

光電変換半導体素子……………H1-71 

光電変換用コネクター 

 ハウジング……………………H0-32 

光電変換用コネクター…………H0-32 

＊ 光導電体…………………………H1-71 

＊＊光度計……………………………J1-34 

硬度計……………………………J1-512 

光度計 

  炎光光度計…………………J1-512 

  分光光度計…………………J1-512 

坑内安全用照明具………………D3-660～660C 

坑内安全用照明器具……………D3-660～660C 

構内運搬自動車…………………G2-0 

＊ 構内牽引自動車…………………G2-221 

構内放送用増幅器………………H4-151A 

構内放送用 

 マイクロホン…………………H4-110 

＊ 坑内帽……………………………B2-65 

交配機 

  花粉交配機…………………K3-150 

＊＊孔版印刷機………………………K0-220 

鋼板用コアドリル………………K1-4080 

勾配可変の 

 ステップ足場…………………L1-110 

勾配用柱…………………………L3-5410 

孔版印刷用製版機………………K0-21 

鋼板吊上用フック………………G1-05 

鋼板つり上げ用フック…………G1-05 

鋼板用孔明け工具………………K1-2420 

高品位テレビ動画 

 再生用光ディスク 

 プレーヤ………………………H4-451 

控堀用コンクリート 

 ブロック………………………L6-1321 

鋼棒緊張金具……………………L4-192 

こうもり傘………………………B3-81 

＊ 肛門洗浄器………………………J7-47 

肛門用痔薬挿入器………………J7-40 

鋼矢板……………………………L2-2121～2121A 

こう薬……………………………J7-11 

＊ 高欄………………………………L3-530～530F 

高欄用親柱………………………L3-5471 

高欄用笠木材……………………L3-5420 

高欄用支柱………………………L3-5410、L3-5472 

高欄用支柱飾り具………………L3-5390 

高欄用装飾材……………………L3-540 

高欄用立子材……………………L3-5450 

＊ 交流直流定電圧器………………H2-23 

＊＊交流電動器………………………H2-120 

＊＊交流発電器………………………H2-110 

香料吸水用パイプ………………B6-10 

＊ 香炉………………………………C7-152 

香炉ぶた…………………………C7-152 

控ワイヤーの固定具……………L2-169 

＊ 肥おけ……………………………K3-121 

固液分離機………………………K6-10 

＊ 肥びしゃく………………………K3-121 

＊ 氷入れ……………………………C5-321～321B 

氷運搬車…………………………G2-50 

氷かき器…………………………C6-325 

氷菓子用柄………………………A1-19 

氷砕き……………………………C6-325 

＊＊氷削り器…………………………C6-325 

氷削り器おもちゃ………………E1-40 

氷菓製造機………………………K4-51 

＊ 氷ばさみ…………………………C6-215 

氷容器……………………………C5-321～321A 

氷割り用具………………………K3-160 

小刀………………………………K1-10、K1-124 

小型桝……………………………L2-431A 

護岸用張りブロック……………L2-2240、L2-2240B 

＊ 胡弓………………………………E4-30 

＊＊小切手……………………………F3-1113 

＊＊小切手帳…………………………F3-210 

小切手用紙………………………F3-1113 

刻印器 

  クレジットカード 

   用刻印器…………………F2-2251 

  事務用刻印器………………F2-2250 

穀選器……………………………K4-10 
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穀袋用じょうご…………………K4-19 

＊＊黒板………………………………F2-421～421A 

黒板 

  掲示板付黒板………………F2-420 

＊＊黒板ふき…………………………F2-4291 

＊ 黒板ふき掃除器…………………F2-4292 

＊ 黒板用粉受け板…………………F2-4290 

黒板用 

 チョークボックス……………F2-4290 

＊ 黒板用白墨入れ…………………F2-4290 

黒板用フレーム材………………F2-4290 

＊ 黒板用枠…………………………F2-4290 

穀物移送用タンク………………G1-520、G1-522 

穀物乾燥機………………………K3-14810 

穀物乾燥機用ホッパ……………K3-14810、K3-190 

穀物乾燥用 

 ホッパ接続樋…………………K3-14810、K3-190 

穀物コンテナ……………………K3-14810 

穀物収穫機用受皿………………K3-140 

穀物収納袋………………………K3-14810、G1-50 

穀物選別機………………………K3-146 

穀物選別機のシュート…………K3-190 

穀物貯蔵槽………………………K3-1480 

穀物貯蔵用タンク………………K3-1480 

穀物貯留器容器…………………K3-1480 

穀物搬送機………………………K3-147 

＊＊穀物用乾燥機……………………K3-14810 

穀物容器…………………………K3-1480 

穀物用コンテナ…………………G1-520 

穀物用サイロ……………………K3-1480 

穀物用試料乾燥機………………K3-1480、K3-14810 

穀物用試料乾燥機の 

 試料箱…………………………K3-1480 

穀物用除塵機……………………K3-190 

穀物用タンク……………………K3-147 

穀物用調湿機……………………K3-1480、K3-14810 

穀物用ホッパ……………………K3-147 

穀粒選別機………………………K3-146 

穀粒タンク………………………K3-14390 

穀粒搬送用 

 スクリューコンベア…………G1-10 

穀類運搬車………………………G2-221 

穀類回収袋保持器………………K3-140 

穀類乾燥機………………………K3-14810 

穀類乾燥機樋……………………K3-14810 

＊ 穀類混合機………………………K4-12 

穀類水分計………………………J1-520 

穀類選別機………………………K3-143 

穀類選別機の螺旋筒……………K3-146 

穀類選別筒………………………K3-146 

穀類タンク………………………K3-1480 

＊ 穀類貯蔵器………………………K3-1480 

穀類貯蔵器用通気蓋……………K3-1480 

穀類貯蔵庫………………………K3-1480 

穀類貯蔵用タンク………………K3-1480 

穀類貯蔵器………………………K3-1480 

穀類の 

 袋詰め用ホッパー……………K0-61 

穀類搬送機………………………G1-10 

穀類搬送用ホース………………G1-10 

穀類袋詰め機……………………K0-60、K0-61 

＊＊固形カレー………………………A1-10 

固形顔料…………………………F1-300 

＊＊固形砂糖…………………………A1-15～15G 

＊ 固形食品供給機…………………C6-63 

固形しるこ………………………A1-15～15G 

固形錠剤…………………………J7-11 

＊ 固形スープ………………………A1-10 

＊＊固形石けん………………………C4-101 

固形染料…………………………F1-300 

固形着火剤………………………M0-2 

＊＊固形燃料…………………………M0-2 

固形燃料用コンロ………………C6-443 

固形燃料用点火材………………M0-2 

固形肥料…………………………K3-0 

固形防臭剤………………………C4-311 

固形防臭剤容器…………………C4-310 

＊ 固形薬品…………………………J7-11 

＊＊こけし……………………………C2-140～140B 

漉し 

  コーヒー漉し………………C6-361 

  茶漉し………………………C6-361 

腰当て付き 

 座布団カバー…………………C1-29 

腰裏地……………………………B1-9131 

＊＊腰掛け……………………………D2-10～10B、 

              D2-13～13D、 

              D2-150 

腰掛け 

  折畳み腰掛け………………D2-13BA 

  回転腰掛け…………………D2-13AB 

  携帯用腰掛け………………D2-13AA 

  自動車運転席用 

   腰掛け……………………D2-1531 

  台付き腰掛け………………D2-13D 

＊ 腰掛けカバー……………………D2-195 
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＊ 腰掛け付き机……………………D2-01～01B 

＊ 腰掛け付きテーブル……………D2-01 

＊ 腰掛け用座………………………D2-193 

＊ 腰掛け用枠体……………………D2-191 

こし器 

  急須用こし器………………C5-319 

  コーヒー 

   抽出器用こし器…………C5-429 

  調理用こし器………………C6-360 

こし器付紅茶カップ……………C5-231B～231BA、 

              C5-231E 

こし器付き 

 調理用油入れ…………………C5-314 

＊ 腰つり用くぎ袋…………………K1-51 

＊ 腰つり用 

 工具入れつり金具……………K1-51 

腰吊り用 

 工具入れつり金具……………K1-51 

＊ 腰つり用工具差し………………K1-51 

＊ 腰つり用工具収納袋……………K1-51～52 

＊＊腰パッド…………………………B2-02 

＊ 腰ひも……………………………B2-192 

＊ 腰巻き……………………………B1-64 

＊ こしょうひき器…………………C6-327 

＊＊こしょう振り……………………C5-323～323A 

＊ 小銭入れ…………………………B4-1A、B4-1B、 

              B4-1C、B4-1D、 

              B4-1E 

小袖瓦……………………………L6-112 

固体燃料…………………………M0-2 

＊ こたつ……………………………D4-120 

こたつ 

  電気こたつ…………………D4-120 

  堀こたつ……………………D4-120 

  やぐらこたつ………………D4-120 

＊ こたつ板…………………………D2-312 

こたつ板の周縁部 

 取付け用縁材…………………D2-913 

こたつ掛け………………………C1-12 

こたつ用卓………………………D2-312 

こたつ用テーブル………………D2-312 

こたつ用天板……………………D2-312 

こたつ用発熱体…………………D4-129 

こたつ用ヒーター………………D4-129 

こたつ用 

 ヒーターランプ………………D4-129 

こたつ用やぐら…………………D4-129 

＊＊コック……………………………M2-520 

コック 

  ガスコック…………………M2-521 

  グランドコック……………M2-520 

  内燃機関用 

   燃料コック………………K8-294 

  メンコック…………………M2-520 

＊ コックカバー……………………M2-5920 

＊＊コック用ハンドル………………M2-5911 

＊ 骨筆………………………………F2-1100 

＊＊コップ……………………………C5-231～231E 

コップ 

    脚付コップ…………………C5-231～231E 

  手付コップ…………………C5-231～231E 

  離乳用コップ………………C5-230 

＊ コップ洗い用ブラシ……………C3-210 

＊＊コップ受け………………………C5-531 

＊ コップ受けケース………………C5-5120 

コップ受け収納器………………C5-5120 

＊ コップおもちゃ…………………E1-412 

＊＊コップ掛け………………………C5-52A～530B、 

              C5-530BB、 

              C5-530D～530E 

コップカバー……………………C5-511 

コップ供給器……………………C5-530B、C5-530E 

コップ敷き………………………C5-531 

＊ コップ立て………………………C5-530A～C5-530B 

コップ付き 

 卓上用魔法びん………………C5-316～316A 

＊＊コップ保温カバー………………C5-511 

＊＊コップ保持器……………………C5-530、C5-530AA 

              C5-530E 

コップ保持具……………………C5-530、C5-530AA 

              C5-530E 

骨髄穿刺生検用針………………J7-42 

＊＊骨髄穿刺針………………………J7-42 

＊＊骨つぼ……………………………C7-120 

骨つぼ収納箱……………………C7-120 

小角瓦……………………………L6-112 

＊ 骨箱………………………………C7-120 

＊＊骨盤計……………………………J7-35 

骨盤計測器………………………J7-35 

こて 

  剣道用こて…………………E3-02 

  裁縫用こて…………………C3-810 

  左官用こて…………………K1-03 

固定金具 

  建築柱用固定金具…………L1-191～191C 
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  照明器具用 

   固定金具…………………D3-922 

  鉄筋固定金具………………L1-433 

  天井固定金具………………L4-3192 

固定杭……………………………L2-2110 

固定具 

  工作機械用 

   工作物固定具……………K7-1920 

  切削機械用 

   切削物固定具……………K7-1920 

  海苔網固定具………………K2-190 

  窓ガラス固定具……………L5-90 

  窓枠固定具…………………L5-92 

  窓枠取付け位置 

   調節固定具………………K1-272 

＊＊固定コンデンサー………………H1-411 

＊＊固定抵抗器………………………H1-421 

固定抵抗器付き 

 温度ヒューズ…………………H1-591 

＊ 琴…………………………………E4-30 

琴おもちゃ………………………E1-510 

＊ 琴柱………………………………E4-39 

＊ 琴づめ……………………………E4-39 

琴爪………………………………E4-39 

小鳥用止木………………………E0-113 

小鳥用ブランコ…………………E0-113 

子供用安全シート………………D2-14M 

子供用衣装箱……………………D2-571 

＊＊子供用いす………………………D2-14M～14MA 

子供用いす付き机………………D2-01B 

子供用囲い………………………D2-64 

＊＊子供用三輪車……………………E2-522 

子供用三輪車 

 のハンドル釣り具……………E2-522 

子供用三輪車用ブザー…………G2-906 

子供用自転車……………………G2-40 

＊＊子供用自動車……………………E2-521 

子供用自動車座席………………D2-14M 

子供用机…………………………D2-330～330G 

子供用プール……………………E2-62 

子供用ヘルメット………………B2-65 

子供用便器………………………C4-28 

子供用便座………………………D5-42 

子供用ベンチ……………………D2-14M 

子供用補助いす…………………D2-14M 

子供用補助便座…………………D5-42 

子供用揺りかご…………………D2-23 

子供用四輪車……………………E2-521 

子供用レインコート……………B1-110 

＊ 粉練り器…………………………C6-330 

粉練り機付製めん機……………K4-52 

＊ 粉ふるい…………………………C6-360 

粉ミルク用スプーン……………J1-251 

小荷物用荷車……………………G2-50B 

コネクター………………………H1-340～3432B 

コネクターカバー………………H1-222 

コネクターカバー用 

 クリップ………………………H1-229 

コネクター用 

 ハウジング……………………H1-340～H1-3432B 

コネクター用 

 保護カバー……………………H1-222 

コネクター用 

 防水カバー……………………H1-222 

コネクターカバー用 

 グリップ………………………H1-229 

コネクタ固定具…………………H1-39 

コネクタハウジング用 

 防水栓…………………………H1-222 

コネクタピン抜き工具…………K1-251 

こね鉢付製麺機…………………K4-52 

捏鉢付製麺機……………………K4-52 

＊ こはぜ……………………………B2-429 

＊ コピースタンド…………………F2-732 

＊ コピーホルダー…………………F2-732 

仔豚給餌器………………………K3-220 

仔豚飼育用保温箱………………K3-20、K3-220 

仔豚保育装置本体………………K3-220 

子豚用給餌器……………………K3-222 

昆布取り具………………………K2-00 

子船搭載用母船…………………G3-20 

＊＊こま………………………………E2-401 

独楽………………………………E2-401 

（こま、ごま） 

  カレンダー用 

   日付け指示ごま…………F2-419 

  ギター用下こま……………E4-39 

  ゲーム用下こま……………E2-22 

  算数学習用こま……………F1-210 

  椎茸栽培用種ごま…………K3-123 

  将棋用こま…………………E2-22 

コマ体 

  水栓用コマ体………………M2-5912 

小窓締り金具……………………L5-6331 

駒止め……………………………L3-5410 

こま回し具………………………E2-401 
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〔コム〕                          〔コン〕 

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

＊ 小麦粉製造機……………………K4-11 

米混合機…………………………K4-12 

＊ 米選別機…………………………K3-146 

＊＊米とぎ器…………………………C5-4541 

米とぎ具…………………………C6-330 

米櫃付精米機……………………K4-10 

＊ 米びつ……………………………C5-320～320F 

米びつ 

  計量米びつ…………………C6-63 

  収納棚付 

   計量米びつ………………C6-63 

米びつ付き収納庫………………D2-5161 

米びつ付き整理棚………………D2-5161 

米びつ付き 

 厨房器具置台…………………D2-5161 

＊ 米びつ付き調理台………………D5-1202 

小物入れ 

  壁掛小物入れ………………D1-233～233B 

  携帯用小物入れ……………B4-1、B4-1A、B4-1B 

              B4-1C、B4-1D、B4-1E

  事務用小物入れ……………F2-7231 

  釣り用小物入れ……………K2-7 

小物入れかご……………………D2-581A 

＊ 小物掛け…………………………D1-21～21E 

小物掛け具………………………D1-21～21E 

小物掛け付き鏡…………………D2-631 

小物掛け用吸盤フック…………D1-21A 

小物整理かご……………………D2-581A 

小物整理箱………………………D2-531B、C0-10 

小物棚……………………………D2-511、D2-531 

小物つり掛け具…………………D1-21A 

小物干し具………………………C3-72A 

小物用つり下げ具………………D1-21A 

＊＊子守帯……………………………B2-03 

＊＊子守用しょいこ…………………B2-03 

小屋 

  犬小屋………………………E0-114 

  休憩小屋……………………L3-11 

  避雷小屋……………………L3-11 

小屋裏換気 

 エアシャッター………………L5-41 

小屋裏換気口……………………L5-41 

小屋組フレーム…………………L4-10 

小屋組枠弦材……………………L4-10 

こよみ……………………………F2-410～412A 

＊ コラムクランプ…………………L1-223 

コラムタイ………………………L1-223 

コリントゲーム盤………………E2-212 

コルク栓抜き……………………C6-2212 

＊ コルク抜…………………………C6-2212 

コルゲート鋼板用 

 締付金具………………………L4-2191 

＊ コルセット………………………B1-65～65A 

コルネツト………………………E4-40 

＊＊コレット…………………………K7-1913 

コレット 

  コレットチャック 

   用コレット………………K7-1913 

コレットチャック………………K7-1913 

コレットチャック用 

 コレット………………………K7-1913 

＊ 転がしおもちゃ…………………E1-010 

転がり防止用敷台………………L2-420 

コロタイプ印刷機………………K0-220 

コロッケ…………………………A1-13 

小分けタンク……………………L3-620 

＊＊根管リーマー……………………J7-62 

コンクリート圧送管用 

 保護スロープ…………………L2-520 

コンクリートアンカー…………L1-330 

コンクリート板用 

 インサート……………………L4-3920 

コンクリート 

 打継ぎ用型枠…………………L1-30 

コンクリート 

 打継ぎ用目地…………………L4-430 

コンクリート 

 埋込み金具……………………L4-3920～L4-3920E 

コンクリート縁石付蓋…………L2-5210 

＊＊コンクリート型枠………………L1-30～L1-311A 

コンクリート型枠 

 入隅連結機……………………L1-330 

コンクリート型枠 

 受杵用ベース…………………L1-3237 

コンクリート型枠受具…………L1-3237 

コンクリート型枠 

 角面付材………………………L1-42 

コンクリート型枠 

 間隔保持具用ボルト…………L1-321～322 

コンクリート型枠 

 間隔保持具用閉塞栓…………L1-322 

コンクリート型枠 

 間隔保持具用 

 ターンバック…………………L1-3203 
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〔コン〕                          〔コン〕 

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

コンクリート型わく 

 間隔保持具……………………L1-311、L1-320、 

              L1-3230、L1-3232、 

              L1-331 

コンクリート型枠間隔 

 保持具用型枠受片……………L1-3237 

コンクリート型枠 

 間隔保持具用コーン…………L1-3237 

コンクリート型枠 

 間隔保持具用受座……………L1-3237 

コンクリート型枠 

 間隔保持具用型枠受…………L1-30、L1-3237 

コンクリート型枠 

 間隔保持具用端子……………L1-3237 

コンクリート型枠 

 間隔保持具用閉塞栓…………L1-3239、L1-311 

コンクリート型枠 

 間隔保持具用ボルト…………L1-311 

コンクリート型枠 

 間隔保持具用接続具…………L1-311 

コンクリート型枠 

 組立用ばた材…………………L1-210A 

コンクリート型枠 

 組立用セパレーター…………L1-321～322 

コンクリート型枠 

 工事用パイプ 

 固定金具………………………L1-330 

コンクリート型枠 

 固定金具………………………L1-3232 

＊ コンクリート型枠材……………L1-311～3131A 

コンクリート型枠 

 支承具…………………………L1-3237 

コンクリート型枠 

 支持アンカー…………………L1-30、L1-3232 

コンクリート型枠 

 支持金具………………………L1-3230～3232A 

コンクリート型枠 

 支持具…………………………L1-330、L1-40 

コンクリート型枠 

 支持用大引き…………………L1-210 

コンクリート型枠 

 支持用具………………………L1-330 

コンクリート型枠 

 支持用補助具…………………L1-3230 

コンクリート型枠 

 支保アンカー…………………L1-3230 

コンクリート型枠支保 

 アンカーの連結金具…………L1-330 

コンクリート型枠 

 支保金具………………………L1-3230 

＊＊コンクリート型枠 

 締付け金物……………………L1-321、L1-3231、 

              L1-3233～3234、 

              L1-3237 

＊ コンクリート型枠 

 締付け金具用 

 間隔保持具……………………L1-322 

コンクリート型枠 

 締付け金具……………………L1-321、 

              L1-3230～3234、 

              L1-3233 

コンクリート型枠 

 締付金物用 

 間隔保持具……………………L1-322 

コンクリート型枠 

 締付け用くさび付 

 当て具…………………………L1-3234 

コンクリート型枠 

 締付け用 

 端太押之金具…………………L1-3233 

コンクリート型枠 

 締付け杆………………………L1-3232～3232A 

コンクリート型枠 

 締付杆用端子…………………L1-3239 

コンクリート型枠 

 締付け具用 

 間隔保持具……………………L1-322 

コンクリート型枠 

 締付け具用ハンドル…………L1-3230 

コンクリート型枠 

 締付具用座金の 

 弛み防止具……………………L1-3230 

コンクリート型枠 

 締付け具用杆…………………L1-3232～3232A 

コンクリート型枠 

 締付け具………………………L1-3230～3231、 

              L1-3233 

コンクリート型枠 

 締付具用座金…………………L1-3235 

コンクリート型枠 

 締付具用杆取付具……………L1-3237 

コンクリート型枠 

 締付用型枠受片………………L1-3237 

コンクリート型枠 

 締付座金用補助具……………L1-3230 
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〔コン〕                          〔コン〕 

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

＊ コンクリート型枠 

 締付け用連結杆………………L1-3232～3232A 

＊ コンクリート型枠 

 締付け用当て金………………L1-3230、 

              L1-3234～3234B 

＊ コンクリート型枠 

 締付用座金……………………L1-3235 

＊＊コンクリート型枠 

 締付け用くさび………………L1-3236 

＊＊コンクリート型枠 

 締付け用コーン………………L1-3237 

コンクリート型枠締付 

 用チェーンフック……………L1-3230 

コンクリート型枠 

 締付け用連結杆………………L1-3232 

コンクリート型枠 

 締付け用ボルト………………L1-3232 

コンクリート型枠 

 締付け用パイプ………………L1-3232 

コンクリート型枠 

 締付け用当金…………………L1-3234 

＊＊コンクリート型枠 

 締め付け用座金………………L1-3234～3235 

コンクリート型枠 

 締付用押え金具………………L1-3235 

コンクリート型枠 

 締付用くさび…………………L1-3236 

コンクリート型枠 

 締付用セパレーター 

 取付具…………………………L1-3237 

コンクリート型枠 

 締付け用杆取付け具…………L1-3237 

コンクリート型枠 

 締付用具………………………L1-3237 

コンクリート型枠 

 接続用型材……………………L1-319 

コンクリート型枠セパ 

 レーター用連結金具…………L1-3230 

コンクリート型枠 

 セパレーター用軸棒…………L1-3232 

コンクリート型枠セパ 

 レーター用コーン……………L1-3237 

コンクリート型枠 

 セパレーター連結具…………L1-3230、L1-3237 

コンクリート型枠 

 セパレーター用座金…………L1-3237 

コンクリート型枠 

 出隅連結具……………………L1-330 

コンクリート型枠 

 取り付け用補助具……………L1-3230 

コンクリート型枠 

 取外金具………………………L1-319 

コンクリート型枠にお 

 ける断熱材押え板……………L1-329 

コンクリート型枠 

 脱型具…………………………L1-200 

＊ コンクリート型枠 

 根巻き金具……………………L1-332 

コンクリート型枠 

 の開口部補強用具……………L4-120 

コンクリート型枠 

 の間隔保持具…………………L1-331 

コンクリート型枠 

 の補強リブ材…………………L1-319 

コンクリート型枠 

 の補強材押さえ金具…………L1-3230 

コンクリート型枠 

 の補強材保持具………………L1-3230、L1-3237 

コンクリート型枠 

 開き止め金具…………………L1-3230 

コンクリート型枠部材…………L1-310 

コンクリート型枠 

 補強具…………………………L1-3239、L1-332 

コンクリート型枠補強 

 用パイプ係止金具……………L1-3236 

コンクリート型枠 

 保持金具………………………L1-3232 

コンクリート型枠 

 保持具…………………………L1-322、L1-331 

コンクリート型枠 

 保持具用アンカー……………L1-20 

コンクリート型枠 

 保持プラグ……………………L1-322 

コンクリート型枠 

 保持用建枠……………………L1-220 

コンクリート型枠 

 わく用穴塞ぎ具………………L1-319 

コンクリート型枠 

 用穴塞ぎ………………………L1-319 

コンクリート型枠 

 用板材…………………………L1-311 

コンクリート型枠 

 用解体金具……………………L1-319 

コンクリート型枠 

 用型材…………………………L1-319 
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〔コン〕                          〔コン〕 

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

コンクリート型枠 

 用型枠支持具…………………L1-330 

コンクリート型枠 

 用型枠支持台…………………L1-330 

コンクリート型枠 

 用金網…………………………L1-220～221、 

              L4-120 

コンクリート型枠 

 用紙管…………………………L1-310 

コンクリート型枠 

 用コーン………………………L1-3237 

コンクリート型枠 

 用合板接合具…………………L1-319 

コンクリート型枠 

 用桟仮止め具…………………L1-319 

コンクリート型枠 

 用桟木締付金具………………L1-320 

コンクリート型枠 

 用座金…………………………L1-3234A、L1-3237 

コンクリート型枠 

 用支持取付ランナー…………L1-319 

コンクリート型枠 

 用スリーブ支持具……………L1-30 

コンクリート型枠 

 用せき板………………………L1-310 

コンクリート型枠用セ 

 パレーターの連結金具………L1-3230 

コンクリート型枠用セ 

 パレーター取付具……………L1-320、L1-3230 

コンクリート型枠用セ 

 パレーターの支持金具………L1-3230、L1-330 

コンクリート型枠 

 用セパレーター………………L1-331 

コンクリート型枠用 

 中間接続金具…………………L1-332 

コンクリート型枠用 

 締結具…………………………L1-3230 

コンクリート型枠 

 用根巻き金具…………………L1-332 

コンクリート型枠 

 用発砲スチロール 

 体支持台………………………L1-40 

コンクリート型枠 

 用バタ角受……………………L1-2191 

コンクリート型枠 

 用端太材………………………L1-210 

コンクリート型枠 

 用端太材接続金具……………L1-2190～2191 

コンクリート型枠用端 

 太材取付け金具………………L1-2191 

コンクリート型枠用端 

 太材締付け金具………………L1-3235 

コンクリート型枠 

 用端太継手金具………………L1-2190 

コンクリート型枠 

 用板体…………………………L1-310 

コンクリート型枠用 

 パイプの角締め金具…………L1-3230 

コンクリート型枠 

 用部品固定具…………………L1-319 

コンクリート型枠 

 用プラグ………………………L1-319 

コンクリート型枠 

 用閉塞具………………………L1-319 

コンクリート型枠 

 用面木…………………………L1-42 

コンクリート型枠 

 連結金具………………………L1-319 

＊＊コンクリート型枠 

 連結具…………………………L1-319、L1-3232A 

コンクリート型枠 

 連結具用座金…………………L1-3234A、L1-3235 

コンクリート型わく 

 連結具…………………………L1-319、L1-331 

＊＊コンクリートカッター…………L1-326 

コンクリートカッター 

 の回転刃………………………L1-413C 

コンクリート壁材………………L6-1321 

＊ コンクリート壁用 

 ホールカッター………………K1-4080 

コンクリート管…………………L1-411～411A 

コンクリート間知 

 ブッロク………………………L2-2244A 

コンクリート管用 

 被覆材の連結材………………L2-4190 

コンクリート管用 

 被覆材とパイプ 

 との連結材……………………L2-4190 

コンクリート管用 

 被覆材…………………………L2-4190 

コンクリート型枠 

 締付け用横端太………………L2-210 

コンクリート型枠 

 保持用建枠……………………L2-112 

コンクリート機械車……………G2-230 

 

 



 141

〔コン〕                          〔コン〕 

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

コンクリート 

 基礎用型枠……………………L1-3131 

コンクリート 

 魚礁ブロック…………………L2-640～642 

コンクリート 

 魚巣ブロック…………………L2-640～642 

コンクリート杭…………………L2-2111 

コンクリートくい 

 成型用型枠……………………K1-61 

コンクリート 

 杭用閉塞具……………………L2-2112 

コンクリート 

 建設軀体における 

 配管用貫通孔…………………L1-3130 

コンクリート 

 孔清掃用ブラシ………………K1-415 

コンクリート構造物 

 用足場金具……………………L2-4391 

コンクリート構造物用 

 被覆材の連結材………………L2-4190 

コンクリート 

 構築物用埋込み具……………L4-3920～L4-3920E 

コンクリート 

 サイロ用ブロック……………L2-01 

コンクリート集水版……………L2-413A 

コンクリート充てん 

 状態確認具……………………L1-30 

コンクリートスラブ 

 型枠支持用根太………………L1-210 

コンクリートスラブ 

 型枠支保梁……………………L1-220 

コンクリートスラブ 

 貫通孔成形具…………………L1-3130 

コンクリート成形用 

 鉄筋保持金具…………………L1-30 

コンクリート製建築材 

 の目地用スドッパー…………L1-42 

コンクリート 

 製重圧管………………………L2-411 

コンクリート 

 製の基礎型枠…………………L2-214 

コンクリート 

 製の土止型枠…………………L2-2240 

コンクリート 

 製柱用コーナー枠材…………L4-410 

コンクリート 

 製品接続用金具………………L2-00、L2-4190 

 

コンクリート製品吊り 

 上げ用穴補強具………………L4-122 

コンクリート製品吊り 

 上げ用穴補強金具……………L4-122 

コンクリート製品吊り 

 上げ用のねじ筒………………L4-122 

コンクリート製品埋設用 

 ブッシュ固定具………………L4-122 

コンクリート製品密着 

 防止用スペーサ………………L2-00 

コンクリート製品用 

 吊り上げ金具…………………L4-122 

コンクリート製品用 

 吊り金具………………………L4-122 

コンクリート製品用 

 吊り下げ金具…………………L4-122 

コンクリート製品用 

 吊り下げ係止具………………L2-4190 

コンクリート製品用 

 鉄筋保持具……………………L1-431 

コンクリート製品用 

 連結ピン………………………L2-4190 

コンクリート 

 製蓋の補強金具………………L4-120 

コンクリート 

 製分水桝………………………L2-430 

コンクリート製矢板……………L2-2121 

コンクリート 

 セグメント……………………L2-1210 

コンクリートセグメン 

 ト用継手金物…………………L2-12191 

コンクリートセグメン 

 用継ぎ手………………………L2-12191 

コンクリート切断機……………K7-30 

＊ コンクリート 

 穿孔用ドリル…………………K1-4070～4070A、 

              K3-391 

コンクリート 

 礎石用型枠……………………L1-3130 

コンクリート側溝………………L2-411 

コンクリート側溝蓋……………L2-442 

コンクリート側溝蓋 

 用蓋持上げ具…………………L2-449 

コンクリート側溝蓋 

 の防音用縦衝部材……………L2-4190、L2-449 

コンクリート 

 側溝ブロック…………………L4-411E 
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〔コン〕                          〔コン〕 

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

コンクリート建物 

 埋め込み具の台座……………L4-3929 

コンクリート 

 打設備保持器具………………L1-40 

コンクリート打設 

 補助器具の基台………………L1-40 

コンクリート打設 

 用型枠支持金具………………L1-20 

コンクリート打設型枠…………L1-311 

コンクリート中空型枠…………L2-214 

コンクリート注入管……………K3-3250 

コンクリート束石………………K2-214 

コンクリート 

 積ブロック……………………L2-2244A 

コンクリート 

 積みブロック用部材…………L2-220 

コンクリート 

 天端表示具……………………L1-40 

コンクリート 

 天端レベル表示具……………L1-40 

コンクリート電柱用 

 アース線挿通具………………H2-47 

コンクリート二次製品 

 型枠用パッキン………………L1-319 

コンクリート二次製品 

 型枠の天端調整台……………L1-319 

コンクリートの構造物 

 の貫通孔形成用器具…………L1-3130 

コンクリート破砕機……………K3-32190、K3-41 

コンクリート 

 破砕機用刃……………………K1-4081 

コンクリート柱用 

 型枠緊締具……………………L1-320 

コンクリート板型枠……………L1-310～3131A 

コンクリート板補強筋 

 の間隔保持具…………………L1-431 

コンクリート板保持具…………L4-329 

コンクリート板用 

 補強鉄筋………………………L4-120 

コンクリートパイル……………L2-2111 

コンクリートパイル 

 打込み用受金具………………L2-21190 

コンクリート 

 パイル接続金具………………L2-21190 

コンクリート 

 パイル継ぎ手…………………L2-21191 

コンクリート 

 パイル用キャップ……………L2-2112 

コンクリート 

 パイル用先端金具……………L2-2112 

コンクリートパイル 

 用タイルプレート……………L2-21190 

コンクリートパイル 

 用継手材………………………L2-21191 

コンクリート 

 パイル用フランジ……………L2-21190 

＊＊コンクリート 

 吹き付け機……………………K3-3250 

コンクリート 

 蓋の吊上げ具…………………L4-122、L2-449 

コンクリートブロック…………L2-2240～2242、 

              L2-2244A、L2-642 

コンクリートブロック 

 運搬用挟持器…………………G1-00 

コンクリート 

 ブロック緊締具………………L2-220 

コンクリート 

 ブロック固定部材……………L2-4190 

コンクリート 

 ブロック製組立段階…………L2-2240 

コンクリートブロック 

 成型用模型板…………………L1-319 

コンクリートブロック 

 成型用型枠……………………K1-61 

コンクリートブロック 

 成型用金型……………………K1-61 

コンクリートブロック 

 製造用金型……………………K1-61 

コンクリートブロック 

 積重ね用スペーサ……………L2-00 

コンクリート 

 ブロックの表装材料 

 収納用容器……………………L2-3130 

コンクリートブロック 

 搬送用挟持器…………………G1-05 

コンクリート 

 ブロック用型わく……………K1-61 

＊ コンクリート 

 ブロック用金型………………K1-61 

コンクリート 

 ブロック用下敷板……………L2-413、L2-490、 

              L2-420 

コンクリート 

 ブロック用接続金具…………L2-00 

コンクリート 

 ブロック用鉄筋………………L4-120 
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〔コン〕                          〔コン〕 

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

コンクリート壁内 

 探知機用表示器………………H0-20 

コンクリート壁内 

 探知機用アンテナ……………H0-20 

コンクリート 

 壁内探知機用 

 バッテリーケース……………H1-891 

コンクリート 

 壁面用縦目地…………………L4-430 

コンクリート 

 べい用コンクリート 

 ブロック………………………L6-1320 

コンクリート補強材……………L4-120 

コンクリート 

 補強用異形鋼線………………L2-20、L4-121 

コンクリート 

 補強用鋼繊維…………………L2-20 

コンクリート 

 補強用フレーム………………L2-221 

コンクリートポール……………L2-162 

コンクリート 

 ポール接続金物………………L2-21190 

コンクリートポンプ車…………G2-230 

＊＊コンクリートミキサー…………K3-32510 

コンクリート 

 ミキサー車……………………G2-230 

コンクリートミキサー 

 車用攪拌羽根…………………K3-32519 

コンクリートミキサー 

 用攪拌羽根……………………K3-32519 

＊ コンクリートミキサー 

 用混練羽根……………………K3-32519 

＊ コンクリートミキサー 

 用ホッパー……………………K3-301 

コンクリートミキサー 

 シャフト………………………K3-391 

コンクリートミキサー 

 用混練羽根……………………K3-32519 

コンクリート 

 オキサ用ホッパー……………K3-301 

＊ コンクリート目地………………L4-430 

コンクリート 

 目地形成材……………………L1-42 

＊ コンクリート目地材……………L4-430 

コンクリート 

 目地溝形成材…………………L1-42 

コンクリート 

 面取り用部材…………………L1-42 

コンクリート 

 モルタル攪拌羽根……………K3-32519 

コンクリート 

 モルタルミキサー……………K3-32510 

コンクリート矢板………………L2-2121～2121A 

コンクリート 

 床板支持具……………………L4-3390 

コンクリート 

 床構成用版材…………………L6-140 

コンクリート 

 床面研削機……………………K3-326 

コンクリート 

 床板構築用トラスの 

 吊金具…………………………L4-191 

コンクリート 

 床面構築用トラス……………L1-222 

コンクリート床用型枠…………L6-140 

コンクリート 

 用埋込金具……………………L4-3920 

コンクリート 

 用埋込み具……………………L4-3920 

コンクリート 

 用金属ファイバー……………L2-20 

コンクリート用くぎ……………M3-120 

コンクリート 

 養成シート……………………L1-40 

コンクリート 

 養成シート止め具……………L1-40 

コンクリート 

 養成シート止め金具…………L1-40 

コンクリート 

 用ヂップ材……………………L2-20 

コンクリート用吊り筋…………L4-122 

コンクリート 

 用のプラグ付き雄 

 ネジアンカー…………………L1-40 

コンクリート 

 用のプラグ付き雌 

 ネジアンカー…………………L1-40 

コンクリート 

 擁壁用型枠……………………L1-311 

コンクリート用補強材…………L2-20 

コンクリート 

 用目地切材……………………L4-430 

コンクリート用目地材…………L1-30、L4-430 

コンクリート 

 用面床継手……………………L1-41～42 
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〔コン〕                          〔コン〕 

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

コンクリート用木材 

 取付アンカー…………………L4-3920～L4-3920D 

コンクリート流動防止 

 用仕切具………………………L1-40 

コンクリートレベル 

 出し用ブロック………………L1-40 

コンクリート路面 

 カッター………………………K3-326 

コンクリート製品用 

 吊り金具………………………L4-122 

＊＊混合器……………………………H3-12 

混合機……………………………K6-20 

混合機 

  業務用食品混合機…………K4-40 

  穀物混合機…………………K4-12 

  米混合機……………………K4-12 

  製菓原料混合機……………K4-40 

  製麺原料混合機……………K4-40 

  溶接機用 

   ガス混合機………………K7-1410 

＊ 混合機用翼………………………K6-29 

混合水栓…………………………M2-5313 

混合水栓カバー…………………M2-5920 

混合水栓用混合弁の 

 温調板弁………………………M2-5912 

根菜の茎引抜ドラム……………K3-140 

根菜の茎引抜用ドラム…………K3-140 

根菜堀取機………………………K3-142 

根菜類の茎葉引抜き 

 処理機…………………………K3-142 

根菜類の選別機…………………K3-146 

根菜類の引抜き処理機…………K3-142 

根菜類の毛根むしり機…………K4-30 

根菜類用植付機…………………K3-124 

混成集積回路素子………………H1-70 

＊＊コンセント………………………H1-340、 

              H1-3422A～3422G 

床用コンセント…………………H1-3422G 

コンセント付き 

 ガスコック……………………M2-521 

コンセント付 

 コードリール…………………H2-411 

コンソール 

  自動車用 

   オーバーヘッド 

   コンソール………………G2-2961 

 

コンソールボックス 

  自動車用 

   コンソール 

   ボックス…………………G2-2961 

＊ コンタクトレンズ………………B3-692 

コンタクトレンズケース 

  クリーナー付き 

  コンタクトレンズ 

  ケース………………………B3-691 

コンタクトレンズ 

 収納容器………………………B3-691 

＊＊コンタクトレンズ用 

 ケース…………………………B3-691 

昆虫おもちゃ……………………E1-32D 

昆虫採集網………………………E0-12 

＊ 昆虫用はさみ……………………E0-12 

＊ 昆虫用ピンセット………………E0-12 

昆虫採集篭………………………E0-112 

昆虫飼育用ケース………………E0-112 

昆虫の給餌器……………………E0-110 

昆虫用ピンセット………………E0-12 

コンテ……………………………F2-117 

コンテナ…………………………G1-50、G1-520、 

              G1-520A 

コンテナ 
  びんコンテナ………………G1-521 

＊＊コンテナー………………………G1-50B、 

              G1-520～520A 

コンテナー運搬用車両…………G2-20 

コンテナー家屋…………………L3-200 

コンテナー締付用 

 係止具…………………………G1-5290 

コンテナー栓用運搬車…………G2-50、G2-50A、 

              G2-5B 

コンテナー用支持枠……………G1-5290 

コンテナー用吊り金具…………G1-5290 

コンテナー用パネル枠…………G1-5291 

コンテナー用 

 パネル枠材……………………G1-5291 

コンテナー用冷凍機……………K6-6 

コンテナー連結金具……………G1-5290 

コンテナ委乗リフト……………G1-32 

コンテナ運搬用一輪車…………G2-56 

コンテナ用支持枠………………G1-5290 

コンテナ用側面板………………G1-5291 

コンテナ用底板…………………G1-5290 

コンテナ用吊り枠………………G1-05 

コンテナ用天蓋…………………G1-5290 
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〔コン〕                          〔コン〕 

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

コンテナ用留め具………………G1-5290 

コンテナ用ドア 

 ストッパー……………………G1-5290 

コンテナ用ドア封止 

 金具……………………………G1-5290 

コンテナ用パネル枠……………G1-5291 

コンテナ用パネル枠材…………G1-5291 

コンテナ用 

 ベンチレータ…………………G1-5290 

コンテナ用連結金具……………G1-5290 

光電開閉器………………………H1-554 

コンデンサー……………………H1-410～H1-4121 

コンデンサー用絶縁 

 カバー…………………………H1-419 

＊ コンデンサー用電極……………H1-419 

コントローラー 

  エアコンディショ 

   ナー用リモート 

   コントローラ……………H2-62～H2-62E 

  換気扇用リモート 

   コントローラ……………H2-62～H2-62E 

  楽器用リモート 

   コントローラ……………H1-523 

  楽器用リモート 

   コントローラ……………H1-523 

  テープレコーダ用 

   リモートコント 

   ローラ……………………H2-62～H2-62E 

  テレビジョン 

   受像機用リモート 

   コントローラ……………H2-62～H2-62E 

  電気毛布用リモート 

   コントローラ……………H2-62～H2-62E 

  ミシン用コント 

   ローラ……………………H1-523 

コントローラー付き 

 マイクロフォン………………H4-111 

コントロールポール 

 付き超音波検出器……………H1-555 

＊＊コンドーム………………………C4-51 

＊ コンドーム製造用型……………K1-60 

＊ こんにゃく………………………A1-13 

コンニャク親玉植付機…………K3-124、K3-126 

こんにゃく成型用 

 ダイス…………………………K4-91 

こんにゃく製造機………………K4-0 

こんにゃく成型用 

 ダイス…………………………K4-91 

＊＊コンバイン………………………K3-1430、K3-1430B 

コンバイン用刈取り前 

 処理機…………………………K3-14390 

コンバイン用キャビン…………K3-4390、K3-190 

コンバイン用グレーン 

 ホッパー………………………K3-14390 

コンバイン用結束機……………K3-14390 

コンバイン用穀粒放出 

 延長筒…………………………K3-14390 

コンバイン用排ワラ 

 結束機…………………………K3-14390 

コンバイン用藁取機……………K3-14390 

＊＊コンパクト………………………B7-011 

コンパクトディスク 

 プレーヤー用液晶 

 表示機…………………………H1-721 

コンパクトディスク用 

 ホルダ…………………………H4-4190 

コンパクトディスク 

 プレーヤー……………………H4-460～460BB 

コンパクト容器…………………B7-011 

＊＊コンパス…………………………F2-331 

コンパス 

  磁気コンパス………………J1-612 

  製図用コンパス……………F2-331 

  コンパスケース……………F2-331 

＊ コンパス用シャンプー 

 ペンシル………………………F2-339 

コンビネーション 

 プライヤー……………………K1-222 

コンピューター載置台…………D2-41B 

コンピューター入力用 

 ペン……………………………H5-925 

コンピューター用 

 載置台…………………………D2-41 

コンピューター用 

 作業台…………………………D2-41B 

コンピューター用 

 座標入力機……………………H5-924 

コンピューター用台……………D2-41B 

コンピューター用机……………D2-41B 

コンピューター用 

 マウス…………………………H5-924 

＊ こんぶ……………………………A1-13 

こんぶ加工機……………………K4-6 

こんぶ乾燥棚……………………K4-0 

昆布取り具………………………K2-00 

昆布取具…………………………K2-00 
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〔コン〕                          〔コン〕 

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

コンプレッサー用 

 エアーホースリール…………K3-154 

コンプレッサー用 

 収納箱…………………………K8-690 

コンプレッサー用 

 消音箱…………………………K8-690 

コンベア…………………………G1-10 

＊＊コンベアーチェーン……………K9-13、G1-190 

コンベアーベルト 

 連動用ローラー………………G1-192 

コンベアー用カバー 

 支持具…………………………G1-190 

コンベアー用トロリー…………G1-193 

コンベアー用ハンガー…………G1-190 

コンベアー用バケット…………G1-190 

コンベアー用プレート…………G1-190 

＊ コンベアー用ベルト……………K9-14 

コンベアー用ベルト 

 緊張機…………………………G1-190 

コンベアー用ベルト 

 留金具…………………………G1-190 

コンベアー用リターン 

 ローラー………………………G1-192 

コンベアチェーン………………K9-13 

コンベアチェン…………………K9-13 

コンベアチェーン用 

 ガイドレールホルダー………G1-190 

コンベアチェーン用 

 ガイドレール…………………G1-190 

コンベアベルト用 

 クリーナ………………………G1-190 

コンベア用脚……………………G1-190 

コンベア用搬送素子……………K9-13 

コンベアー用カバー 

 支持具…………………………G1-190 

コンベア用チェーン……………K9-13 

コンベア用ハンガー……………G1-190 

コンベア用搬送爪………………G1-194 

コンベア用バケット……………G1-190 

コンベア用フレーム……………G1-190 

コンベア用プレート……………G1-190 

コンベア用ベルト………………K9-14 

コンベア用ベルト 

 緊張機…………………………G1-190 

コンベア用ベルト 

 留金具…………………………G1-190 

コンベア用リターン 

 ローラー………………………G1-192 

コンベア用レール………………G1-60 

コンベア用ローラ………………G1-192 

コンベヤ 

  ベルトコンベヤ……………G1-10 

コンベヤー………………………K9-13 

コンベヤーチェーン……………G1-193 

コンベヤーベルト 

 連動用ローラー………………G1-192 

コンベヤー用カバー 

 支持具…………………………G1-190 

＊ コンベヤー用キャリヤー 

 ローラー………………………G1-192 

＊ コンベヤー用トロリー…………G1-193 

コンベヤー用ハンガー…………G1-190 

コンベヤー用バケット…………G1-190 

コンベヤー用フレーム…………G1-190 

コンベヤー用 

 フレーム材……………………G1-190 

コンベヤー用プレート…………G1-190 

コンベヤー用ベルト 

 緊張機…………………………G1-190 

コンベヤー用ベルト 

 留金具…………………………G1-190 

コンベヤー用リターン 

 ローラー………………………G1-192 

コンベヤー用リンク 

 素子……………………………K9-13 

＊ コンベヤー用レール……………G1-60 

コンベヤチェーン………………K9-13、K9-14 

コンベヤチェーン用 

 ガイドレール…………………G1-60 

コンベヤチェーン 

 リンク…………………………K9-13 

コンベヤ用カバー 

 支持具…………………………G1-190 

コンベヤ用トロリ………………G1-193 

コンベヤ用ハンガー……………G1-190 

コンベヤ用搬送爪………………G1-194 

コンベヤ用バケット……………G1-190 

コンベヤ用フレーム……………G1-190 

コンベヤ用フレーム 

 接続材…………………………G1-190 

コンベヤ用プレート……………G1-190 

コンベヤ用ベルト 

 緊張機…………………………G1-190 

コンベヤ用ベルト 

 留金具…………………………G1-190 
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〔コン〕                          〔ゴウ〕 

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

コンベヤ用リターン 

 ローラ…………………………G1-192 

コンベヤ用レール………………G1-60 

梱包機……………………………K0-60、K6-62 

＊＊こん包用結束機…………………K0-60 

梱包用結束機……………………K0-62 

梱包用シート……………………G1-59 

梱包用テープ掛け機……………K0-62 

梱包用バンド溶着機……………K0-62 

梱包用ひも収納容器……………K0-60 

＊ 婚礼用席札………………………F3-3415 

混練羽根 

  コンクリートミキ 

  サ用混練羽根………………K3-32519 

＊＊こんろ……………………………C6-442～442E 

こんろ 

  アルコールこんろ…………C6-442A 

  オーブン付こんろ…………C6-452 

  ガスこんろ…………………C6-442、C6-442B～ 

              442C、C6-442CB～D 

  脚付こんろ…………………C6-442E 

  グリル付こんろ……………C6-451～C6-451A 

  携帯用こんろ………………C6-442B 

  魚焼き器付こんろ…………C6-451～C6-451A 

  茶道用木炭こんろ…………C6-443 

  石油こんろ…………………C6-442、C6-442C 

              D4-23A 

  台付こんろ…………………C6-453 

  電気こんろ…………………C6-442、C6-442C～ 

              442D 

  戸棚及びオーブン 

   付こんろ…………………C6-454 

  戸棚付こんろ………………C6-453 

  バーベキューこんろ………C6-443 

  フォンデュ用 

   こんろ……………………C6-442A 

  練炭こんろ…………………C6-443 

  ロースター付 

   こんろ……………………C6-451～C6-451A 

こんろ置台………………………D5-121 

こんろ及び戸棚付き 

 厨房台…………………………D5-11 

＊＊こんろ台…………………………D5-121～121A 

こんろ台用 

 バックガード…………………D5-190 

コンロッド………………………K8-291 

こんろ付オーブン………………C6-452 

＊ こんろ付き置卓…………………D2-30C 

＊ こんろ付きサービス 

 ワゴン…………………………D6-450 

こんろ付き食卓…………………D2-30C 

＊ こんろ付き調理台………………C5-1201 

こんろ付きテーブル……………D2-30C 

＊ こんろ付き流し台………………D5-1201 

こんろ付き 

 ワゴンテーブル………………C6-450 

こんろ用油よけ具………………C6-44922 

こんろ用ガード…………………C6-44920 

こんろ用ガスバーナー…………C6-44912 

こんろ用五徳……………………C6-44911 

＊ こんろ用汁受け皿………………C6-44913 

＊ こんろ用つまみ…………………C6-44910 

＊＊こんろ用バーナー………………C6-44912 

＊ こんろ用火格子…………………D4-191 

＊ ゴーカート………………………C2-212 

＊＊ゴーグル…………………………B3-60A 

ゴーグル用ケース………………B3-691 

＊ ゴーグル用側板…………………B3-690 

ゴール 

  バスケットボール 

  用ゴール……………………E3-300 

碁石………………………………E2-22 

合成器 

  楽音信号合成器……………E4-60～60AC 

＊ 合成樹脂板材……………………M1-4～4LA 

合成樹脂系………………………M1-61 

合成樹脂管………………………M2-31、L2-411 

合成樹脂管継手…………………M2-4112 

合成樹脂シート…………………M1-3～3M 

合成樹脂射出機…………………K7-40 

＊＊合成樹脂地………………………M1-3～3M 

合成樹脂排水管…………………M2-31 

合成樹脂パイプ…………………M2-31 

＊＊合成樹脂テープ…………………M1-623～623A 

合成樹脂テープ地………………M1-623～623A 

合成樹脂ネット地………………M1-103 

＊＊合繊樹脂板………………………M1-4～4LA 

合繊樹脂板の連結具……………L4-2191 

＊ 合繊樹脂ひも……………………M1-623～623A 

合繊樹脂紐製造用収束 

 案内具…………………………K5-190 

合繊樹脂袋用開封器……………K1-123 

合成樹脂ホース…………………M2-32 

合成樹脂棒材……………………M2-1 

合成樹脂用カッター……………K7-0 

合成皮革地………………………M1-3～3M 
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合成床板用 

 デッキプレート………………L6-140 

剛体トロリー線用架台…………H2-43 

格天井用格淵部材………………L4-3111 

＊ 合撚糸機…………………………K5-11 

合板材……………………………M1-4～4LA 

＊＊五月節句人形……………………C2-1513 

五月節句用飾り具………………C2-1530 

＊＊五月節句用かぶと………………C2-1531 

五月節句用よろい………………C2-1532 

五月人形…………………………C2-1513 

五月人形のかぶと………………C2-1531 

五月人形用 

 ひたたれの袴…………………C2-1519 

五月人形用 

 ひたたれの上衣………………C2-1519 

五月人形用屏風…………………C2-1530 

五月人形用びょうぶ……………C2-1530 

護岸コンクリート 

 ブロック………………………L2-2240 

護岸ブロック……………………L2-2240～2240A、 

              L2-2244～2244A 

護岸用笠コンクリート 

 ブロック………………………L2-2240 

護岸用基礎ブロック……………L2-2244 

護岸コンクリート 

 ブロック………………………L2-2240～2240A、 

              L2-2241～2242、 

              L2-2244A～2244B 

護岸用遮水マット………………L2-220 

護岸用消波ブロック……………L2-2240～2242 

護岸用張ブロック………………L2-2240～2242 

＊＊護岸用ブロック…………………L2-2240～2244D 

護岸用ブロック支持具…………L2-2244 

護岸用ブロック連接続 

 ブロック………………………L2-242 

護岸用枠…………………………L2-61 

＊ ごきぶり取り器…………………C4-323 

ごきぶり捕獲器…………………C4-323 

極低温冷凍機械圧縮機…………K8-60 

＊ ござ………………………………C1-42 

護床ブロック……………………L2-2241～2242 

護床用ブロック…………………L2-2241～2242 

御神鏡……………………………C7-17 

五線紙……………………………F3-1130 

ごて 

  移植ごて……………………K3-164 

  半田ごて……………………K1-02 

  目地ごて……………………K1-03 

＊ 五徳………………………………C6-44911 

五人ばやしびな…………………C2-1511 

＊＊碁盤………………………………E2-211 

＊＊護符………………………………C7-01 

牛蒡の抜取機……………………K3-142 

牛蒡の抜取機における 

 回転具…………………………K3-14390 

＊＊ごますり器………………………C6-327 

護摩礼……………………………C7-01 

護摩礼立…………………………C7-01 

ごみ圧縮処理機…………………K0-50 

ごみ入れ…………………………C3-370 

ごみ入れ 

  食卓用ごみ入れ……………C5-0 

ごみ入れバケツ…………………C3-370 

ごみ入れ用カバー………………C3-370 

ごみ収集コンテナー……………G1-520 

ごみ収集台………………………L3-10 

ごみ焼却炉………………………K0-52 

ごみ焼却器用ロストル…………K0-59 

＊ ごみ焼却炉………………………K0-52 

ごみ焼却炉付給湯機……………K8-31 

＊ ごみ焼却炉用 

 排煙浄化子……………………K0-59 

＊ ごみ焼却炉用ロストル…………K0-59 

ごみ処理機………………………K0-50 

ゴミ処理箱………………………K3-100 

ごみ取り器………………………C3-30 

＊＊ごみ箱……………………………C3-370～370C 

ごみ箱 

  公告板付ごみ箱……………C3-370 

  自動車用ごみ箱……………C3-370 

  ティシュペーパー 

   容器付ごみ箱……………C3-370 

  灰皿付ごみ箱………………C3-370 

＊ ごみ箱付ティシュ 

 ペーパー容器…………………C4-24 

＊ ごみ箱付き灰皿…………………B6-30A 

ゴミ箱付バス停留所 

 表示塔…………………………F5-10C 

ごみ箱用蓋………………………C3-379 

＊ ごみ箱用ホルダー………………C3-379 

＊ ごみ袋……………………………C3-370E 

＊ ごみ袋……………………………C3-379 

＊ ごみ袋保持具……………………C3-379 

＊ ごみ袋用緊結具…………………C3-379 

ゴミ袋スタンド…………………C3-379 
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ごみ用圧縮機……………………K0-50 

ゴミ容器…………………………C3-370 

ゴム 

  消しゴム……………………F2-1221 

＊ ゴム編み機………………………K5-14 

ゴム編み機本体…………………K5-14 

＊ ゴム板材…………………………M1-4～4LA 

ゴム印判…………………………F2-221 

＊ ゴム管取替え用 

 プライヤー……………………K1-250A 

ゴムクローラ……………………G2-912 

ゴムクローラ芯金………………G2-912 

ゴムクローラ用芯金……………G2-912 

ゴム地……………………………M1-3～3M 

ゴム製防舷材……………………G3-94 

ゴムタイル………………………L6-1420 

＊ ゴム通し…………………………C0-34 

＊＊ゴム板……………………………M1-4～4LA 

ゴムひも…………………………M1-621 

ゴムひも編み機…………………K5-14 

ゴム紐編機………………………K5-14 

＊ ゴムひも付きボール……………E2-410 

ゴム風船…………………………E1-030 

ゴム風船支持棒…………………E1-039 

ゴムホース………………………M2-32 

＊ ゴムボート………………………G3-24 

ゴムボート用 

 オールロック…………………G3-90 

ゴムボート用 

 船外機架台……………………G3-90 

ゴム用カッター…………………K1-120 

＊ ゴリラおもちゃ…………………E1-32AN 

ゴルフカート……………………G2-213 

ゴルフカート 

 路用スノコ……………………L2-522 

ゴルフカート用タイヤ…………G2-91191 

ゴルフカート用 

 防雨カバー……………………G2-59 

＊＊ゴルフクラブ……………………E3-3520 

ゴルフクラブおもちゃ…………E1-521 

ゴルフクラブケース……………E3-35290 

ゴルフクラブ立掛け台…………E3-35290 

ゴルフクラブ 

 保護筒挟持具…………………E3-35290 

ゴルフクラブ曲げ具……………K1-241 

＊ ゴルフクラブ用 

 グリップ………………………E3-35290 

 

＊＊ゴルフクラブ用 

 シャフト………………………E3-35290 

＊＊ゴルフクラブ用 

   バック…………………………E3-35290 

＊＊ゴルフクラブ用 

 ヘッド…………………………E3-35291 

＊＊ゴルフクラブ用 

 ヘッドカバー…………………E3-35291 

ゴルフクラブ用 

 マーカー保持具………………E3-35290 

ゴルフ靴用靴底…………………B5-9120～9120A 

ゴルフ靴用鋲……………………B5-914～914A 

ゴルフゲーム盤…………………E2-212 

ゴルフスイング 

 矯正バンド……………………E1-351 

ゴルフスコア記録 

 集計機用液晶表示器…………H1-721 

ゴルフティー……………………E3-350 

ゴルフバック 

 配送用ケース…………………G1-50 

ゴルフバック 

 搬送用カート…………………G2-53 

ゴルフバック……………………E3-35290 

ゴルフバックの運搬具…………G2-53 

ゴルフバックの把手……………E3-35290 

ゴルフバック用底体……………E3-35290 

ゴルフバック用 

 ロッカー………………………D2-551 

ゴルフパッティングの 

 練習結果………………………E3-351 

＊ ゴルフボール……………………E3-301 

ゴルフボール入れ………………E3-350 

ゴルフボール集球車……………G2-230 

ゴルフボール拾集機……………E3-350 

ゴルフボール拾集器……………E3-350 

ゴルフボール収納器……………G2-59 

ゴルフボールの 

 ネーム印刷器…………………K0-220 

ゴルフ遊戯具用 

 打球ハンマー…………………E2-220 

ゴルフ用鉛筆……………………F2-111 

ゴルフ用クラブ…………………E3-3520 

ゴルフクラブ 

 おもちゃ………………………E1-521 

＊ ゴルフ用具運搬車………………G2-53 

ゴルフ用具運搬車 

 走行用軌条……………………G1-60 
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ゴルフ用具運搬用 

 手押車…………………………G2-53 

ゴルフ用靴………………………B5-1EAK、B5-1EBK 

＊ ゴルフ用乗用自動車……………G2-213 

＊ ゴルフ用スコアシート…………F3-1134 

ゴルフ用ティー…………………E3-350 

ゴルフ用手押し車………………G2-53 

ゴルフ用手袋……………………B2-51～51AA、B2-51C

ゴルフ用バック…………………E3-35290 

ゴルフ用ボール…………………E3-301 

ゴルフ用ボール 

 マーカー………………………E3-350 

＊ ゴルフ練習機……………………E3-351 

ゴルフ練習具……………………E3-351 

ゴルフ練習用具…………………E3-351 

ゴルフ練習用グリップ…………E3-35290 

ゴルフ練習用スイング 

 矯正具…………………………E3-351 

ゴルフ練習器用 

 測定表示器……………………J1-00 

ゴルフ練習用打球具……………E3-351 

ゴルフ練習用ネット……………E3-351 

ゴルフ練習用 

 ボール供給機…………………E3-351 

ゴルフ練習用マット……………E3-351 

ゴング……………………………E4-20 

ゴンドラ 

  ロープウエイ 

   ゴンドラ…………………G1-4 

 

 

 


