〔サー〕
物品の名称

〔サイ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

採光用天窓枠材…………………L4-011
〔さ〕

採光用ドームの枠材
ジョイント具…………………L4-2110

サーキットブレーカ……………H1-514

＊ さいころ…………………………E2-22

サーキュラテーブル……………K7-1920

採取機

サークル

花粉採取機…………………K3-150

幼児用サークル……………D2-64

催事用係留船……………………L3-150

サージ吸収器……………………H2-31

採寸具

サージ電圧吸収器付

裁縫型紙作製用

電磁接触器……………………H1-62
＊＊サービスワゴン…………………D2-42〜42B

採寸具……………………C0-36
＊ サイズ一覧表……………………F3-32

サービスワゴン枠………………D2-49

砕石研磨機用羽根………………K3-490

＊＊サーフボード……………………E3-52

砕石流出留めブロック

サーボモータ……………………H2-120
＊＊サーミスター……………………H1-71
サーモスタッド…………………H1-558

用の継足ブロック……………L2-2240B
＊＊さい銭箱…………………………C7-10
＊＊祭壇………………………………C7-10

差圧伝送器………………………J1-452

細断機

菜園箱……………………………K3-122

書類裁断機…………………F2-8120

細桿用カッター…………………K1-123

裁断機

災害避難所

製本要旨裁断機……………K0-24

増設用テント…………………L3-260

布裁断機……………………K5-20

催芽器……………………………K3-122

裁断器

催芽機……………………………K3-100､K3-122

薄片裁断器…………………K1-123

催芽用容器………………………K3-120

裁断台

＊ 砕岩棒……………………………K3-3272

布裁断台……………………K5-22

掘削機……………………………K3-390

祭壇用照明器具…………………C7-142

採掘機

載置台……………………………D2-41〜41D

石材採掘機…………………K3-31

載置台

掘削作業機械……………………K3-329

洗い場付き

細工用鋸…………………………K1-2190

浴槽載置台………………D5-30

サイクロトン……………………H0-10

機械用裁置台………………K0-00

＊＊採血器……………………………J7-42

自転車用載置台……………L3-13

＊ 採血刀……………………………J7-42

載置台付き間仕切り……………D2-04

採血針……………………………J7-42

サイディングボード

採血針安定具……………………J7-42

用窓下水切具…………………L5-104

採光かわら………………………L6-110

サイドカー用ボディ……………G2-30D

採光天窓用枠体…………………L5-132

砕土機……………………………K3-112

採光ドーム取付用枠材…………L4-011

砕土機

採光ドーム用

床土調整用砕土機…………K3-112

ガスケット……………………L5-100

砕土篩機…………………………K3-42

採光板取付用形材………………L4-2110

サイドバイザー

採光板取付用下地金物…………L4-2110

自転車用

採光窓用水切り…………………L4-2114

サイドバイザー…………G2-29041

採光用キャップ材………………L4-2110

サイドバイザー

採光用組立防音板………………L4-3210

取付け金具……………………G2-2900

採光用建築用板…………………L5-1260
採光用天窓………………………L5-1260

サイドバンパー…………………G2-2911
＊＊サイドボード……………………D2-534

採光用天窓枠……………………L5-132
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〔サイ〕

〔サカ〕

物品の名称

意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

サイドミラー

細胞培養器………………………K6-70

自動車用

細胞培養容器……………………K6-71

サイドミラー……………G2-901A

砕米器……………………………K4-10

採尿容器…………………………J7-30

＊＊サイリスター……………………H1-70

栽培運搬用容器…………………K3-122

＊ サイレン…………………………H4-1213

栽培鑑賞用容器…………………K3-153

サイレンおもちゃ………………E1-510

栽培器……………………………K3-122

サイレントチェーン

栽培器

のリンクプレート……………K9-13

球根水栽培器………………K3-153

サイロ

水耕栽培器…………………K3-153

セメント用サイロ…………K3-301

もやし栽培器………………K3-122

＊ サイン帳…………………………F3-211

栽培床用保温容器………………K3-129

サインバス………………………K1-271

栽培槽……………………………K3-153
栽培鉢……………………………K3-153

サインポール……………………F5-10B
＊＊サウナ室…………………………D5-60

栽培容器…………………………K3-390

サウナズボン……………………B1-121

栽培用散水器……………………M2-532

サウナ風呂………………………D5-3140

栽培用散布ノズル………………M2-532

サウナ風呂用加熱器……………D5-3149

栽培用支柱………………………K3-151

サウナ風呂用ヒーター…………D5-3149

栽培用スプリンクラー…………M2-532

サウナボックス…………………D5-3140

栽培用動力散布機………………K3-131､K3-131A

サウナ用

栽培用ハウス……………………L3-30

蒸気発生ノズル………………D5-3140

栽培用肥料混合機………………K3-100

サウナルームボックス…………L3-201､D5-60

栽培用噴霧器……………………K3-131

サウンドプロセッサー…………H4-160

栽培用防除機……………………K3-130､3-131

竿

栽培用防除車……………………K3-131

釣り竿………………………K2-40

＊＊栽培用ミスト機…………………K3-131

＊＊さお縁……………………………L4-3111〜3111B

栽培用水差し……………………K3-155

＊ さお縁材…………………………L4-3111〜3111B

栽培用容器………………………K-122

＊ さお縁つり具……………………L4-31912

＊＊財布

…………………………B4-1A､B4-1B､B4-1C､
B4-1D､B4-1E

榊立て……………………………C7-151
＊＊杯…………………………………C5-233

サイフォン

盃…………………………………C5-233

コーヒー
サイフォン………………C5-317

魚入れ箱…………………………G1-50A
＊ 魚おもちゃ………………………E1-32 EA

ソーダサイフォン…………C0-36

魚すくいたも網枠の柄…………K2-11

＊ 裁縫型作製用寸具………………C0-31

魚釣り用糸巻き…………………K2-7

＊＊裁縫箱……………………………C0-34

魚釣り用うき……………………K2-35

製法針……………………………C0-30

魚釣り用浮子……………………K2-35

裁縫用糸切り具…………………C0-30

魚釣り用鉤針……………………K2-00

＊＊裁縫用糸巻き……………………C0-33

魚釣り用サルカン………………K2-33

＊ 裁縫用型紙………………………F3-1341

魚釣り用仕掛巻…………………K2-30

裁縫用くけ台……………………C0-30

魚釣り用天秤……………………K2-34

裁縫用具入れ……………………C0-31

魚釣り用浮子……………………K2-35

編物用具入れ……………………C0-31

魚釣り用はさみ…………………K1-131

編棒入れ…………………………C0-31

魚釣り用リール…………………K2-50〜K2-50B

＊ 裁縫用こて………………………C3-810

K2-50､K2-50A

裁縫用ちゃこけずり器…………C0-30

魚捕獲器…………………………K2-00､K2-10

＊＊裁縫用へら………………………C0-32
細胞ばき取器……………………K6-72

魚捕獲具…………………………K2-00
＊ 魚焼き器…………………………C6-4330〜4330B
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〔サカ〕
物品の名称

〔サク〕
意匠分類の記号

物品の名称

魚焼器付ガスコンロ……………C6-451〜451A

作業台

魚焼器付こんろ…………………C6-451〜451A

地盤用作業台………………L2-14

＊ 魚焼き用網………………………C6-4111B

土木用作業台………………K1-55

魚輸送用自動車…………………G2-220
酒びん立て………………………C5-530A〜530BB

意匠分類の記号

作業台用脚立……………………D0-22
＊ 作業手順表………………………F3-32

C5-530D

作業灯……………………………D3-660A〜660C

左官鏝本体………………………K1-03

作業灯用ハンガー………………D3-922

左官鏝……………………………K1-03

作業ばしご用ステップ…………D0-290

左官ごて本体……………………K1-03

＊＊作業服……………………………B1-115〜115A

左官鏝用カバー…………………K1-52

＊ 作業ベルト用バックル…………B9-130C

左官鏝用鏝板……………………K1-03
左官仕上鏝………………………K1-03

作業用安全柵……………………L3-532
＊ 作業用安全フック………………J6-19

左官用鋤…………………………K3-160

作業用折畳みばしご……………D0-21

＊＊左官用こて………………………K1-03

作業用顔面保護具………………J6-11

左官用こて柄……………………K1-03

＊ 作業用呼吸保護具………………J6-11

＊ 左官用こての柄…………………K1-03

作業用腰つり具…………………K1-513

＊ 左官用定規………………………K1-05

作業用酸素呼吸器

＊＊左官用スクレーパー……………K1-04

のマスク………………………J6-11

左官用タイルたたき器…………K1-00

作業用シャツ……………………B1-113

左官用どろ受け具………………K1-00

作業用車両………………………G2-221

＊ 左官用塗りべら…………………K1-04

＊＊作業用照明器具…………………D3-660〜660C

左官用ねりごて…………………K1-03

作業用照明具……………………D3-660〜660C

左官用練り鏝……………………K1-03

作業用照明灯……………………D3-660〜660C

左官用目地切こて………………K1-03

＊＊作業用上衣………………………B1-115〜115A

サキソフォン……………………E4-40

作業用スタンド…………………K1-50

作業機運搬車……………………G2-221

作業用ズボン……………………B1-121

作業機用

作業用絶縁チョッキ……………J6-11

スイッチカバー………………K3-390

作業用ターバン…………………B2-61

作業機用

作業用通路橋……………………L1-110

ハンドルグリップ……………K3-390
作業衣のひじ当て………………B1-911
＊ 作業靴……………………………B5-1B〜1BK

作業用通路橋枠材………………L1-129
＊ 作業用つなぎ服…………………B1-13
＊ 作業用手袋………………………B2-51A､B2-51B

B5-1BL

作業用電気スタンド……………D3-332〜332A

作業工具腰吊具…………………K1-51
作業工具吊下げ金具……………K1-50

D3-332AD
＊ 作業用長靴………………………B5-1CG

作業者移動用
ガイドレール

作業用前掛け……………………B1-31A
＊ 作業用冷却衣……………………J6-11

の分岐金具……………………G1-69

作業自動車用キャビン…………G2-2900

＊ 作業照明器具用

作業用脚立………………………D0-22

ハンガー………………………D3-922

作業ベルト用バックル…………B9-130C

作業照明灯掛具…………………D3-922

作業用安全フック………………J6-19

作業自動車用キャビン…………G2-2900

作業用絶縁チョッキ……………J6-11

作業自動車用

＊＊さく………………………………L3-530〜532

頭上防護枠……………………G2-2900

柵

作業ズボンのひざ当て…………B1-911

寝台用側柵…………………D2-2190

作業船……………………………G2-30

雪崩防止柵…………………L2-542

作業台……………………………K1-55

側溝用ごみ除去柵…………L2-4190
道路用安全柵………………L3-530〜530C
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〔サク〕
物品の名称

〔サザ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

道路用移動柵………………L3-532

さく用下枠材……………………L3-546

ベランダ用柵………………L3-530〜530D

さく用支柱………………………L3-5410､L3-549

防雪柵………………………L2-542

さく用支柱材……………………L3-5410

窓用柵………………………L3-430

柵用支柱支持具…………………L3-549

擁壁用柵……………………L2-223

柵用支柱の装飾体………………L3-5390

さく井機…………………………K3-323

柵用しのび返し…………………L3-5390〜5391

さく及び

柵用縦桟材………………………L3-5450

手すり用笠木材………………L3-5430

＊ 柵用装飾金具……………………L3-5391

さく及び

さく用装飾金具…………………L3-5391

手すり用横桟…………………L3-5420､L3-5430
L3-5451

さく用装飾体……………………L3-5391
＊ さく用装飾板……………………L3-530､L3-530C

＊＊さく岩機…………………………K3-31

L3-5391､L3-5450A

削岩機……………………………K3-31

柵用装飾パネル…………………L3-530C〜L3-530D

さく岩機用たがね………………K1-4081

L3-5391

さく岩機用チゼル………………K1-4081

＊＊さく用立子………………………L3-5450〜5450A

削岩機用ビット…………………K3-391

＊ さく用立子材……………………L3-5450〜5450A

柵渠溝……………………………L2-412

さく用縦桟材……………………L3-5450

柵渠ブロック……………………L2-412

柵用胴縁…………………………L3-5420､L3-546

削字刀……………………………F2-1220

柵用胴縁の継手…………………L3-540

＊ 削字ナイフ………………………F2-1220

柵用パネル………………………L3-530A

索条体系止具……………………M3-00

さく用目隠し縦胴縁材…………L3-540

柵状フェンス

さく用目隠し下胴縁材…………L3-540

用連結継手……………………L3-549

さく用横桟………………………L3-5451

柵状フェンス

さく用横桟材……………………L3-5451

用連結継手……………………L3-549

さく用連結金具…………………L3-549

削井機……………………………K3-323

さく用枠材………………………L3-544

＊ サクソホーン……………………E4-40
柵柱………………………………L3-530､3-530B､
L3-5410

さく用枠…………………………L3-544
＊ 酒入れ……………………………C5-312
＊＊酒かん器…………………………C5-421

索道用荷吊ロープ

鮭裁割機…………………………K4-30

連結器具………………………G-105

酒びん立て………………………C5-530AA

索道用搬車………………………G1-4

下げ飾り

柵止め金具………………………L3-549

装身用下げ飾り……………B3-12

＊＊搾乳機……………………………K3-220

提げかばん………………………B4-1

柵の笠木用キャップ……………L3-5390

提時計……………………………J2-20〜20C

さく梁ブロック…………………L2-420

提げ手

作物育成用杭……………………K3-151

かばん用提げ手……………B4-92

作物生育用杭……………………K3-151

ハンギングフォル

柵用板……………………………L3-5451

ダー用提げ手……………F2-61

柵用板材…………………………L3-5450A

袋物用提げ手………………B4-92

さく用笠木………………………L3-5420

包装用提げ手……………………F4-923

さく用笠木受け…………………L3-5430

盆の提げ手………………………C5-5379

さく用笠木受け材………………L3-5430

提げ手付バインダー……………F3-24

＊＊さく用飾り金具…………………L3-5390〜5391

下げ札

柵用金網…………………………L3-530E

包装用下げ札………………F4-21

柵用金網固定継手………………L3-549

支え具

柵用桟エンドキャブ……………L3-5390

樹木枝支え具………………K3-151

さく用下枠………………………L3-546

さざえ礁用ブロック……………L2-642
154

〔サシ〕
物品の名称

〔サツ〕
意匠分類の記号

さし（差し、刺し）

物品の名称

意匠分類の記号

＊＊殺菌灯……………………………D3-652

油差し………………………K9-21

殺菌用オゾン発生機……………K6-0

飲食用水差し………………J5-310〜310FA

サック

カード差し…………………F2-73130

鉛筆サック…………………F2-1191

カード差し…………………F2-73130

事務用指サック……………F2-01

からす口用

鏡眼サック…………………B3-691

インク差し………………F2-339

サック付きはさみ………………K1-132

腰吊り用工具差し…………K1-51

サッシの上框材…………………L5-12011

しょう油差し………………C5-310〜310FA

サッシの下框材…………………L5-12011

食卓用油差し………………C5-310〜310FA

サッシ押縁材……………………L5-1010D

状差し………………………F2-734

サッシ方立材……………………L5-1700

ソース差し…………………C5-310〜310FA

サッシの框材……………………L5-12012

葬祭用線香差し……………C7-150

サッシ専用雪囲い………………L3-430

預金箱付ペン差し…………F2-7210

サッシ取付部材…………………L5-100

取付け用ペン差し…………F2-7215

サッシ無目材……………………L5-1600

ドレッシング差し…………C5-310〜310FA

サッシの方立材…………………L5-1700

花差し………………………C2-130

サッシの縦枠材…………………L5-1513

針差し………………………C0-35

サッシ窓の戸当り

筆入れ用鉛筆差し…………F2-7429

兼用気密部材…………………L5-1021

ペン差し……………………F2-7213

サッシ用戸車……………………L5-619

包丁差し……………………C5-530E

サッシ枠用

刺し機

シール受け材…………………L5-100

焼き鳥串差し機……………K4-0
さし筋……………………………L4-121

殺鼠剤収容器……………………K3-130
＊ 殺虫器……………………………C4-320､C4-323

差し筋アンカー…………………L4-121〜122

殺虫器

差筋カバー用

放電殺虫器…………………C4-321

単管支持具……………………L1-190

殺虫剤噴霧器……………………C0-20〜20B

差し筋固定金具…………………L4-122

札

差込接続端子形

表札…………………………F3-3414

電磁接触器……………………H1-62

撮影機

差込みタップ……………………H1-3422B

医療用エックス線

＊＊差し込みプラグ…………………H1-3421〜H1-3421C

撮影機……………………J7-361

H1-3424

医療用超音波

差し込みプラグ用端子金具……H1-322〜H1-322AA

撮影機……………………J7-360

＊ さしみ包丁………………………C6-3110

35ミリ映画撮影機…………J7-71

さしみ薬味皿……………………C5-210〜210J

16ミリ映画撮影機…………J7-71

桟敷………………………………L3-11

８ミリ映画撮影機…………J7-71

サスペンダー……………………B2-30

＊ 撮影機おもちゃ…………………E1-656

サスペンダー止め金具…………B9-12A〜12B

撮影機用

サスペンダー用

マイクロフォン………………H4-110

調節金具………………………B9-140A

撮影台

左側用袖瓦………………………L6-112

医療用エックス線

サッカーボール…………………E3-301

撮影台……………………J7-360

棚渠用コンクリート板…………L2-413A

撮影用照明器……………………D3-621

棚渠用底板………………………L2-413

撮影用照明器具…………………D3-621

＊ 殺菌器……………………………K6-70

撮影用スポットライト…………D3-621

殺菌器
にきび殺菌器………………C4-00

撮影用投光器……………………D3-621
＊＊撮像管……………………………H1-740
155

〔サツ〕
物品の名称
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物品の名称

さつまあげ………………………A1-13

意匠分類の記号

つり銭皿……………………F0-12

＊＊さ手網……………………………K2-11

取付け用灰皿………………B6-30B

里いもの毛根むしり機…………K4-20

灰皿…………………………B6-30〜30E

＊＊砂糖入れ…………………………C5-320〜320F

ペン皿………………………F2-7211

砂糖菓子…………………………A1-15〜15G

包装用皿……………………F4-50

さとうきび移送用具……………K3-140

ライター付灰皿……………B6-31

砂糖キビ用剥葉用………………K3-162

皿洗い器…………………………C6-71〜71A

砂糖キビ用剥葉鎌………………K3-162

皿洗い機…………………………C6-71〜71A

＊ 茶道用木炭こんろ………………C6-443

サラウンド

サドル

プロセッサー…………………H4-160

自動二輪車用

皿運搬用押車……………………G2-50

サドル……………………G2-394

＊ 皿おもちゃ………………………E1-411

分岐サドル…………………M2-4121

＊＊皿敷き……………………………C5-530C

＊ 真田ひも…………………………M1-621
サニタリーナプキン……………C4-41

＊＊皿立て……………………………C5-530B､C5-530BB
＊ サラダサーバー…………………C6-215

サブレー…………………………A1-15〜15E

サラダ

砂防堰堤用支柱…………………L2-61

ドレッシング差し……………C5-310〜310FA

砂防堰堤用枠……………………L2-61

＊ サラダフォーク…………………C6-213

砂防用葭簀………………………L2-542

＊＊サラダボール……………………C5-4530

サポーター

＊ サラダ

温熱サポーター……………J7-51

盛付け用レードル……………C6-211

サポート

サラダ用スプーン………………C6-211

仮設用パイプ

サラダ用フォーク………………C6-213

サポート…………………L1-2211

皿はかり…………………………J1-210

＊ サモワール………………………C6-61〜61C

皿用飾り具………………………C5-2190

さや

皿用吊り具………………………C5-2190

飲食用

＊ サルおもちゃ……………………E1-32AN

ナイフのさや……………C6-190

桟

登山ナイフ用鞘……………K1-52

網戸用中桟…………………L5-1253

鞘付きナイフ……………………K1-110B､K1-111

階段手摺用横桟……………L3-5451

鞘付鋏……………………………K1-131

ガラス戸用飾り桟…………L5-12014

さや豆選別機……………………K3-146

はしご用横桟………………D0-291

皿…………………………………C5-210〜210J

引戸用中桟…………………L5-12013

皿

窓用柵取付け桟……………L3-5452
飲食用皿……………………C6-210〜210J

窓用柵横桟…………………L3-5451

絵の具皿……………………F1-321

窓用中桟……………………L5-12013

携帯用灰皿…………………B6-30C

窓用補助桟…………………L5-12010

こんろ用汁受皿……………C6-44913

＊＊三角旗……………………………F5-13

ごみ箱付灰皿………………B6-30A

＊ 三角巾……………………………J7-12

食卓用皿……………………C5-210〜210J

＊＊三角定規…………………………F2-311

食品陳列皿…………………F5-210

＊ 三角定規ケース…………………F2-7431

事務用品整理皿……………F2-7232

三角突条成形用工具……………K1-241

スタンド灰皿………………B6-30A

桟かわら…………………………L4-2112

石けん皿……………………D1-36〜36A

＊＊三月節句人形……………………C2-1511

葬祭用供物皿………………C7-150

＊ 三月節句人形用台………………C2-1520

たばこ入れ付き

＊＊三月節句ひな壇…………………C2-1521

灰皿………………………B6-31

＊ 三月節句

調理用皿……………………C5-450

ひな壇用ぎぼし………………C2-1522
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〔サン〕
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物品の名称

＊ 三月節句

意匠分類の記号

三次元測定機本体………………J1-125

ひな壇用欄干…………………C2-1522

＊ ３５ミリ映画映写機……………J3-72

三月人形用上衣…………………C2-1519

＊ ３５ミリ映画撮影機……………J3-71

＊＊桟がわら…………………………L6-1110〜1112

３５ミリカメラ…………………J3-20､J3-20A､

三脚

J3-20B

カメラ用三脚………………J3-33

散水器……………………………M2-532

閃光器用三脚………………J3-33

散水具……………………………M2-532

三極連動高圧カット

散水口……………………………L2-4190

アウトスイッチ用

散水栓……………………………M2-532

操作棒…………………………H1-519

＊ 散水栓保護箱……………………L2-432〜432B

産業機械用ディスク

散水栓用保護筐…………………L2-432A

ブレーキ用パッド……………K9-16

散水ノズル………………………M2-532

産業用無線操縦

散水ノズル用キャップ…………M2-532

ヘリコプター…………………K0-00
産業用

散水ノズル用ヘッド……………M2-532
＊ 散水ホース………………………K3-154

多軸工作ロボット……………K0-020A

さん水ホース掛け具……………K3-154

＊＊産業用ロボット…………………K0-020〜020A､

散水ホースの支持器……………K3-154

K0-029

＊ 散水ホース巻き取り機…………K3-154

＊ 産業用

散水ホース用

ロボットのアーム……………K0-029

巻き取りリール………………K3-154

産業用ロボットの

散水用ガン………………………M2-532

アーム支持用

散水用シャワーヘッド…………M2-532

フレーム………………………K0-029
＊ 産業用

散水用浄水器……………………K6-120
＊＊散水用ノズル……………………M2-532

ロボットのチャック…………K0-029

散水用ホース……………………M2-32

＊ 産業用

散水用ホース巻取機……………K3-154

ロボットのハンド……………K0-029

散水用ホースリール……………K3-154

産業用
ロボット用チャック…………K0-029
産業機械用ディスク

算数学習器………………………F1-222
＊ 算数学習用カード………………F1-210
＊ 算数学習用こま…………………F1-210

ブレーキ用パッド……………K9-16

算数学習用教育具………………F1-210

＊＊サングラス………………………B3-60

酸洗機

サングラス

金属精製用酸洗機…………K7-120

補助サングラス……………B3-60
サングラスおもちゃ……………E1-651

酸素ガス発生機…………………K6-3
＊＊酸素吸入器………………………J7-44

サングラス用レンズ……………B3-692

酸素検出器………………………H1-550

酸欠防止用口火安全器…………K8-49

酸素呼吸器………………………G1-5230

桟材

酸素室……………………………L3-201
網戸用中桟材………………L5-1253

酸素センサー……………………H1-550

階段手摺用横桟……………L3-5451

酸素発生器………………………K6-0

ガラス戸用飾り桟…………L5-12014

酸素発生機………………………K6-0､K6-3

はしご用横桟材……………D0-291

酸素発生器用ケース……………K6-0

引戸用中桟…………………L5-12013
窓用柵取付け桟……………L3-5452

傘体挿入筒………………………D1-35B
＊ サンタクロース

窓用柵横桟…………………L3-5451

おもちゃ………………………E1-310BC

窓用中桟……………………L5-12013

サンダー

窓用補助桟…………………L5-12010

携帯用

三次元測定機……………………J1-125

電動サンダー……………K1-322
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〔ザッ〕
意匠分類の記号

物品の名称

手持ち

意匠分類の記号

サンルーム用

空気動サンダー…………K1-322

たる木掛け……………………L4-2112

電動体取付け用

サンルーム用天井板……………L4-310

携帯サンダー……………K1-322

サンルーム用パネル……………L4-320

＊ サンダル…………………………B5-50〜50B

座

＊ サンダルおもちゃ………………E1-422

いす用座……………………D2-193

＊ サンダル靴………………………B5-1AP

腰掛け用座…………………D2-193

＊ サンダル底………………………B5-9120B

便座…………………………D5-42

＊＊サンダル台………………………B5-9120B

材

サンダルかかと…………………B5-9129

堅樋材………………………L4-231C

＊＊サンダルバンド…………………B5-591
＊ サンダル用天台…………………B5-592

矢板継手材…………………L2-2129
＊＊座いす……………………………D2-10､D2-10B

サンディングボード用

座いすシート……………………D2-195

穿孔器…………………………K1-225

座いす用枠体……………………D2-191

サンドイッチ……………………A1-15

座板

サンドミル………………………K3-40

建具用把手座板……………L5-634

サンバイザー……………………B2-61〜61A

建具用引手座板……………L5-634

サンバイザー

材料供給機用吸着器……………K0-01

自動車用

竿

サンバイザー……………G2-29040
桟橋………………………………L2-631

物干し竿……………………C3-711
＊＊座金………………………………M3-191

桟橋

座金

浮桟橋………………………L2-631

コンクリート型枠

産婦人科用診察台………………J7-20

締付け用座金……………L1-3235

散布機

水栓取付け座金……………M2-5920

アスファルト

座金付きコンクリート

散布機……………………K3-326

型枠締付けボルト…………L1-3231

堆さん布機…………………K3-121

座金付きコンクリート

農薬さん布機………………K3-131､131A

型枠締付け連結杆…………L1-3231

肥料さん布機………………K3-121

座金付きナット…………………M3-113

撒布機の散布筒…………………K3-131

座繰り機…………………………K5-17

＊＊三方………………………………C7-150

＊ 座高計……………………………J7-35

＊ 三方活栓…………………………J7-43

坐剤開封器………………………K1-10

三方管継手………………………M2-4120

＊ 座敷扇風機………………………D4-41B

三面鏡……………………………D2-631A

座敷机……………………………D2-311

三輪運搬具………………………G2-50〜92-50B

座敷用ワゴンテーブル…………D2-42､42B

三輪車

座席

子供用三輪車………………E2-522

農機用座席…………………K3-190

自動三輪車…………………G2-30

座席カバー………………………D2-195

＊＊三輪車おもちゃ…………………E1-6317
＊ 三輪自転車………………………G2-40

座席用敷物………………………D2-195
＊＊座卓………………………………D2-311

三輪自転車用フレーム…………G2-4910
＊ 三輪自動車………………………G2-20､G2-30､

座卓用脚…………………………D2-391〜391A
＊ 雑誌………………………………F3-310

G2-30C

雑誌入れ…………………………D1-311

＊＊三輪スケート……………………E2-523
サンルーフ………………………L4-220､L5-1260

雑誌入れ付き新聞架……………D1-34
＊ 雑誌自動販売機…………………J5-100〜J5-100C

＊ サンルーム………………………L3-41

J5-100D
雑誌用表紙………………………F3-2911
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雑草抜き取り器…………………K3-160
雑草むしり取り機………………K3-127
雑音測定用ドーム………………L3-10
座板
家具用座板…………………D2-93140
＊ 座標指示機………………………H5-924
座標指示ペン……………………H4-925
座標入力機………………………H5-924
＊＊座布団……………………………C1-20
＊＊座布団カバー……………………C1-29
＊ 座布団袋…………………………C1-0
皿
植木鉢用受皿………………K3-15692
オードブル皿………………C5-210〜210J
飾り皿………………………C2-12
区分け皿……………………C5-210〜210J
事務用
ステープラー付き
事務用品整理皿…………F2-7230
製氷皿………………………C6-233〜233A
洗眼受皿……………………C4-13
装身具整理皿………………C0-12
身の回り品整理皿…………C0-12
盛り皿………………………C5-210〜210J
ざる………………………………C5-456〜456A
ざる
うどん振りざる……………C6-360
食器洗い機用
水切りざる………………C6-79
手付ざる……………………C5-456A
水切りざる…………………C5-456〜456A
残響付加機………………………H4-160
残菌除去濾過器…………………K6-129
＊ 残留塩素計………………………J1-523
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