〔シー〕
物品の名称

〔シー〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

シーツ……………………………C1-12
〔し〕

シート
磁気シート…………………H4-410

紙

自動二輪用
脂取り紙……………………F3-422

シート……………………G2-394

印紙…………………………F3-1310

シート押え部材…………………L3-393

印紙用原紙…………………F3-1111

シート係止用受け部材…………L3-391

カーボン紙…………………F3-1110

シート係止用構造骨材…………L3-391

株券用紙……………………F3-1113

シート固定部材…………………L3-391

画用紙………………………F3-12

シート地押さえ材………………L3-393

グラフ用紙…………………F3-1131

シート地押さえ用

原稿用紙……………………F3-1133

フレーム材……………………L3-391

広告紙………………………F3-33

シート止め具の

工作用紙……………………F3-12

溝フレーム……………………L3-391

小切手用紙…………………F3-1113
色紙…………………………F3-1331

シート止め材……………………L3-393
＊ シートパイル

集計用紙……………………F3-1132

引き抜き機……………………K3-322

賞状用紙……………………F3-1332

シート分類機付複写機…………J4-12

背見出し紙…………………F3-1114

＊シートプレーヤー…………………H4-44

装飾紙………………………F3-412

シートベルトカバー……………G2-2943

帳簿用紙……………………F3-1130

シートベルトカバー

手形用紙……………………F3-1113

取付金具………………………G2-2943

手持ち電動サン

シートベルト地…………………M1-621

ダー用研磨紙……………K1-414

シートベルト調整用

伝票用紙……………………F3-1112

クリップ………………………G2-2943

電話早見表用

シートベルト止め具……………G2-2900

記入用紙…………………F3-1130

シートベルトの

統計用紙……………………F3-1132

バックル………………………B9-130､B9-130C

陶磁器用転写紙……………F3-411

シートベルト用

投票用紙……………………F3-3420

ウエビング……………………M1-621

ノート用紙…………………F3-1130

シートベルト用

半紙…………………………F3-12

カッター………………………K1-120

パーマ用紙…………………F3-420

シートベルト用

方眼紙………………………F3-1131

カバーパッド…………………G2-2943

包装紙………………………F4-10〜10BF

シートベルト用端末

包装用封かん紙……………F4-20〜20BF

支持カバー……………………G2-2943

命名用紙……………………F3-1330

シート保持材……………………L3-391

遊戯用紙……………………E1-10

シート巻取機……………………L4-229

領収書用紙…………………F3-1112

シート用小物入れ………………D2-190

シーアンカ………………………G3-93
＊＊シーケンス

シート用ヒンジカバー…………D2-190
＊ シートレコーダー………………H4-44

コントローラー………………H2-61〜61DAD

＊＊シーリングローズ………………H2-4251

シーケンス制御器………………H2-61〜61DAD

シール

シース保持具……………………L1-40

温度表示シール……………J1-22B

＊＊シーソー…………………………E2-532

自転車車体装飾用

シーソーおもちゃ………………E1-72

シール……………………F3-412

＊＊シーソースイッチ………………H1-530B､

装飾用シール………………F3-412

H1-530F､H1-540B
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〔シー〕
物品の名称

〔シカ〕
意匠分類の記号

物品の名称

体温予備検知

シェルター用

シール……………………J1-23B

軒樋構成材……………………L4-2110､L4-231B

封筒用封かん

シェルター用パネル……………L3-11､l3-41

シール……………………F3-1311

シェルター用

シール印刷機……………………K0-220

フレーム材……………………L4-2110､L4-2112

シールド掘進機用
カッタービット………………K3-391

塩入れ……………………………C5-320
＊ 塩づけ肉…………………………A1-11

シールド掘進機用
テールシールブラシ…………K3-329

塩ふり……………………………C5-323〜323A
＊＊しおり……………………………F3-3191

シールド掘削機の

しおり

操作台車………………………G2-10

書籍用しおり………………F3-3191

シールド工事用牽引車…………G2-230
シールドセグメント……………L2-12190

包装用しおり………………F4-20〜20BF
＊ シカおもちゃ……………………E1-32AK

シールドトンネル用

歯科下顎印象用トレー…………J7-60

セグメント……………………L2-1210

歯科技工用切削機本体…………J7-60

＊＊シールドビーム電球……………D3-1130
試合対戦表………………………F3-1134

意匠分類の記号

仕掛け用ハリス付釣針…………K2-31
＊ 歯科治療用いす…………………D2-152

仕上げ機

歯科用

洗濯物仕上げ機……………C3-80

アマルガム練和器……………J7-60

仕上げ盤

歯科用いす………………………D2-152

歯車仕上げ盤………………K7-117

歯科用

＊ 指圧器……………………………J7-16〜16B

印象埋没材混練器……………J7-60

指圧具……………………………J7-16

歯科用インプラント……………J7-60

飼育水槽用

歯科用Ｘ線撮影機………………J7-361

エアーポンプ…………………K8-50

歯科用管孔拡大治療針…………J7-62

飼育動物用自動給乳機…………K3-220

歯科用鉗子………………………J7-62

飼育動物用授乳器………………K3-220

歯科用ガスバーナー……………K1-01

飼育用給水栓……………………K3-222

歯科用咬合器……………………J7-60

椎茸乾燥機………………………K3-14810
椎茸菌の

歯科用作業台……………………J7-61
＊ 歯科用照明器具…………………D3-651

植菌孔用ドリル………………K1-40711

歯科用シリンジ…………………J7-62

＊ 椎茸栽培用

歯科用診療台……………………D2-152

原木穴開け機…………………K3-123

歯科用スピットン鉢……………J7-61

＊ 椎茸栽培用
原木穴開け機のきり…………K1-40711
＊ 椎茸栽培用種ごま………………K3-123

歯科用耐火模型乾燥器…………J7-60
＊＊歯科用注射筒……………………J7-62
＊ 歯科鋳造機………………………J7-60

椎茸種菌培養容器………………K3-123
椎茸植菌用の封蠟器……………K3-123

歯科用治療具台…………………J7-61
＊＊歯科用治療台……………………J7-61､D2-152

椎茸自動包装機…………………K0-60

歯科用

椎茸種駒培養瓶口の

トリプルシリンジ……………J7-62

切開具…………………………K3-123

歯科用はさみ……………………J7-62

シェーカー………………………C6-333

＊ 歯科用ハンドピース……………J7-62

シェード

歯科用ブローチ…………………J7-62

スノーシェード……………L2-541

歯科用ブローチ

＊ シェルター………………………L3-11

ハンドル………………………J7-62

シェルター用押縁材……………L4-2112
シェルター用コン

歯科用ボール盤…………………K7-112
＊ 歯科用無影灯……………………D3-651

クリートブロック……………L2-541

歯科用ユニット…………………J7-61
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〔シカ〕
物品の名称

〔シケ〕
意匠分類の記号

歯科用

物品の名称

意匠分類の記号

＊ 子宮内避妊具……………………C4-52

レントゲン撮影機……………J7-361

仕切網……………………………L3-530E

＊ 枝幹矯正具………………………K3-151

仕切壁用間隔保持材……………L4-3212

歯間残滓除去用糸

仕切り具

収納具…………………………J7-60

本立仕切り具………………F2-73149

＊ 歯間清掃具………………………C4-140

仕切スタンド……………………L3-532

歯間ブラシ………………………C4-140

仕切り棚材………………………D2-9121

紫外線インキ硬化用

仕切板

照射器…………………………K0-229
＊ 紫外線乾燥機……………………K0-41

食品陳列用仕切板…………F5-2191
＊＊仕切り弁…………………………M2-502

紫外線殺菌灯……………………D3-652

仕切弁室…………………………L2-432A

＊＊紫外線治療器……………………J7-55

仕切弁室上部ブロック…………L2-431A

歯牙用金属冠製作器……………J7-60

仕切弁室用上部

＊＊シガレットケース………………B6-20A

ブロック………………………L2-432A

＊＊シガレットペーパー……………A1-2

仕切弁室用中間

敷き

ブロック………………………L2-432A
皿敷き………………………C5-530C

仕切弁室用中蓋…………………L2-4390

土びん敷き…………………C5-532

仕切弁筺用蓋付き枠……………L2-432A

鍋敷き………………………C5-532

仕切弁ボックス

＊ 敷居………………………………L5-142J〜142L

かさ上げ枠……………………L2-432A〜432B

＊ 敷居材……………………………L5-142J〜142L

仕切弁ボックス

敷き石……………………………L6-1420

ブロック………………………L2-432A

敷石除去用具……………………K1-200

仕切り用チェーン………………L3-5390

敷石ブロック……………………L6-1420

仕切ロープスタンド……………L3-5410

敷石用板…………………………L6-1420〜1421

仕切枠

＊ 敷居滑り…………………………L5-142J〜142L

製氷皿用仕切り枠…………C6-239

敷居すべり材……………………L5-142J

敷レンガ…………………………L6-1420

敷板

仕口

道路用敷板…………………L6-1421

柱用仕口……………………L4-190

敷居溝用戸滑り板材……………L5-142J

試験液採取用スポイト…………K6-72

敷居レールの

試験管……………………………K6-71

掃き出し口具…………………L5-90
敷紙

試験管受…………………………K6-73
＊＊試験管立て………………………K6-73

便座用敷紙…………………D5-44

試験管台…………………………K6-73

＊ 色紙………………………………F3-1331

試験管保持器……………………K6-73

色紙掛け…………………………C2-22

試験管保持具……………………K6-73

敷張り用板………………………L4-031､L6-1420

試験管保持箱……………………K6-73

＊＊敷布………………………………C1-12

試験管ラック……………………K6-73

敷ぶとん…………………………C1-13

試験機

＊ 指揮棒……………………………E4-00

圧縮試験機…………………J1-512

敷マット…………………………L2-30

弾性試験機…………………J1-512

敷目板……………………………L4-411､L4-413

電話交換機用

＊＊色盲検査器………………………J7-341

試験器……………………J1-511

色盲検査表………………………J7-341

万能試験器…………………J1-512

敷物………………………………C1-30〜31

ひずみ試験機………………J1-512

敷物

引張り試験機………………J1-512

電話機用敷物………………C1-6

ゆがみ試験機………………J1-512

敷物地……………………………L2-30

試験紙付カップ…………………K6-71
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〔シケ〕
物品の名称

〔シセ〕
意匠分類の記号

物品の名称

試験片分析用

指示計

反射光度計……………………J1-521

液位指示計…………………J1-321

試験用集積回路素子

プロセス用指示計…………J1-40〜J1-44C

ソケット………………………H1-3444

支持材

歯垢除去カッター………………J7-62

雨戸枠用支持材……………L5-244

紙工用ナイフ……………………K1-124

戸袋用支持材………………L5-244

紙工用ナイフ替刃………………K1-119

支持台

紙工用洋鋏………………………K1-132

ごみ袋支持台………………C3-379

＊ 飼蚕棚……………………………K3-21

飲料用容器支持台…………C5-530A

資材用昇降機……………………G1-30

計器用支持台………………J1-94

＊ 刺しゅう機………………………K5-20

物干し竿支持台……………C3-712〜712A

刺しゅう装置における

支持柱

刺しゅう糸誘導具……………K5-20

仮設用支持柱………………L1-2210

＊＊刺しゅう縫いミシン……………K5-230B

指示調節計………………………J1-44

刺しゅう用電動ミシン…………K5-230B

支持付マンホール

刺しゅう用ミシン………………K5-230B

ガイド…………………………L1-40

＊ 刺しゅう用ミシン針……………K5-2391

指示針

＊ 刺しゅうレース地………………M1-111
＊ 刺しゅう枠………………………C0-38

意匠分類の記号

計器用指示針………………J1-91
＊ 手術用無影灯……………………D3-651

支持柄

指示棒……………………………F1-20

調理用容器支持柄…………C5-54

支持枠

支持金具

ガスボンベ用

電気スタンド

支持枠……………………D0-12

支持金具…………………D3-3390

止水材……………………………L4-40､L4-430

支持碍子用絶縁カバー…………H1-222

止水シース付

支持器

ベアリングプレート…………L1-0

釣り竿支持器………………K2-494
＊ 支持脚……………………………M3-310〜310A

＊＊止水栓……………………………M2-530
＊ 止水栓カバー……………………M2-5920

支持脚

止水栓筺用蓋付き枠……………L2-432A

投光器用支持脚……………D3-923

止水栓筺…………………………L2-432〜432B

＊ 支持脚用キャップ………………M3-319

止水栓保護筺……………………L2-432〜432B

支持具

止水栓用ハンドル………………M2-5911

物干し竿支持具……………C3-712

止水栓用

アルコールこんろ

ハンドルカバー………………M2-5920

用鍋支持具………………C6-44921

止水栓用弁体……………………M2-5912

設置水槽用取付け

止水栓用保護箱…………………L2-432A

支持具……………………L3-6290

止水板……………………………L4-430

電線支持具…………………H2-442〜442A

止水パッキン……………………L2-4190

装飾電球用支持具…………D3-11920

止水パッキング材………………L4-430

釣り竿支持具………………K2-494

止水用ゴムリング………………M2-491

電球支持具…………………D3-1191

止水用継目材……………………L4-430

配管用支持具………………M2-6

止水用密閉パッキン……………M2-491

配管用保護ダクト

止水用密閉ふた…………………L2-459

支持具……………………H2-4261

止水用連設壁片…………………L1-40､L2-2121

避雷用導体支持具…………H2-47

歯石取り具………………………J7-62

哺乳びん支持具……………C5-530A

紙折機……………………………K0-24

物干し竿支持具……………C3-712A〜C3-712B

支線アンカー……………………L2-169､L2-2110
支線アンカー用基板……………L2-210
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〔シセ〕
物品の名称

〔シチ〕
意匠分類の記号

物品の名称

支線ガード………………………L2-169

意匠分類の記号

ベランダ手摺用

支線等標識具……………………H1-119

下枠………………………L3-546

視線誘導標………………………J6-42

窓用下枠……………………L5-142〜142G､

支線用蔓巻き防止器……………L2-169

L5-1502､L5-1522

＊ 舌かき……………………………C4-140

窓用嵌殺し下枠……………L5-1502

下框………………………………L5-12011

窓用引戸下枠………………L5-142〜142G

下框材……………………………L5-12011

浴室折戸用下枠……………L5-142H

下框

両開き窓用下枠……………L5-1512
雨戸用下框…………………L5-2111

下枠材

網戸用下框…………………L5-1251

雨戸下枠材…………………L5-242

折戸用下框…………………L5-1221

折戸用下枠材………………L5-142H

ガラス戸用下框……………L5-12011

階段手摺用枠材……………L3-546

ドア用下框…………………L5-1211

回転窓用下枠材……………L5-1502､L5-1512

襖用下框……………………L5-1241

家具用下枠材………………D2-9121〜9122

窓用下框……………………L5-12011

商品陳列ケース用

下框材

下枠材……………………F5-2912

雨戸用下框材………………L5-2111

滑り出し窓用

網戸用下框材………………L5-1251

下枠材……………………L5-1512

折戸用下框材………………L5-1221

突出し窓用下枠材…………L5-1512

ガラス戸用下框材…………L5-12011

ドア用下枠材………………L5-1512

ドア用下框材………………L5-1211

嵌殺し窓用下枠材…………L5-1522

襖用下框材…………………L5-1241

引倒し窓用下枠材…………L5-1512

窓用下框材…………………L5-12011

ベランダ手摺用

下着乾燥器………………………C3-631

下枠材……………………L3-546

下着収納整理箱…………………D2-570

窓用下枠材…………………L5-142〜142G､

＊ 下着つりひも用

L5-1502､L5-1522

掛止め金具……………………B9-130A

窓用嵌殺し下枠材…………L5-1502

下駒

窓用引戸下枠材……………L5-142〜142G

ギター用下駒………………E4-39

浴室折戸用下枠材…………L5-142H

＊＊下敷き……………………………F2-121

両開き窓用下枠材…………L5-1512

下敷き

支柱

書道用下敷き………………F2-121

足場用支柱…………………L1-113

下地材接続金具…………………L4-191C

足場用親綱支柱……………L1-113

下のし瓦…………………………L6-113

足場用手摺支柱……………L1-114

下葉取り機………………………K3-140

階段手摺用支柱……………L3-5410

下枠

家具用支柱…………………D2-9111〜9111B
雨戸下枠……………………L5-242

仮設用組立支柱……………L1-2212

折戸用下枠…………………L5-142H

仮設用三角支柱……………L1-2212

階段手摺用下枠……………L3-546

仮設用支持支柱……………L1-2210

回転窓用下枠………………L5-1502､L5-1512

組立て家具用支柱…………D2-9111〜9111B

家具用下枠…………………D2-9121〜9122

商品陳列ケース用

商品陳列ケース用

支柱………………………F5-2913

下枠………………………F5-2912

樹木用支柱…………………K3-151

滑り出し窓用下枠…………L5-1512

水路用支柱…………………L2-421〜421B

突出し窓用下枠……………L5-1512

陳列棚用支柱………………D2-9111〜9111B

ドア用下枠…………………L5-1512

テント用支柱………………L3-269

嵌殺し窓用下枠……………L5-1522

電気スタンド用

引倒し窓用下枠……………L5-1512

支柱………………………D3-3390
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〔シチ〕
物品の名称

〔シバ〕
意匠分類の記号

物品の名称

投光器用支柱………………D3-923

意匠分類の記号

浴室………………………D5-60

旗用支柱……………………F5-190

＊ しつけ糸つるし…………………C0-30

表示器用支柱………………F5-190

＊ 湿電池……………………………H1-80

ベランダ手摺用

＊＊湿度計……………………………J1-22〜22A

支柱………………………L3-5410
物干し竿支柱………………C3-712〜712B

湿度調整機………………………D4-330
＊ 湿度調和機………………………D4-330

門扉用支柱…………………L3-5411
支柱受台…………………………L2-214

室内換気具………………………D4-0
＊ 室内空気循環機…………………D4-42

支柱材

室内空気清浄機…………………D4-34A

階段手摺用支柱材…………L3-5410

室内植物育成用ヒータ…………K3-15690

家具用支柱材………………D2-9111〜9111B
仮設用支柱材………………L1-2210

室内装飾用置物…………………C2-11〜11C
＊ 室内履き…………………………B2-43､B2-43AA〜C

組立て家具用
支柱材……………………D2-9111〜9111B

室内保温用蓄熱器………………L3-610
＊ 室内用アンテナ…………………H3-111

商品陳列ケース用

室内用

支柱材……………………F5-2913

クリーニングタワー…………D4-321

陳列棚用支柱材……………D2-9111〜9111B

室内用空気循環機………………D4-42

ベランダ手摺用

室内用携帯便器…………………C4-28

支柱材……………………L3-5410
門扉用支柱材………………L3-5411

室内用ゴルフ盤…………………E3-351
＊ 室内用つり下げ飾り……………C2-30

支柱取付用アンカー……………L3-549

室内用電話ボックス……………L3-12

支圧板取付け用ダボ……………L1-0

室内用間仕切り…………………L5-010

支柱保護カバー…………………L2-169

指頭消毒器………………………J7-10

支柱用アンカー部材……………L3-549

＊＊竹刀………………………………E3-02

支柱用基礎ブロック……………L2-214
支柱溶接用アンカー……………L3-549

竹刀の側面切削用刃物…………K1-10
＊ しなとり機………………………K3-146

支柱用バンド……………………L2-169

歯肉用刷子………………………C4-142〜142A

支柱立設用

し尿発酵浄化槽…………………D5-45

基礎ブロック…………………L2-213〜214
＊ 七曜表……………………………F2-410

＊ シネカメラ用レンズ……………J3-31
＊ しの………………………………K1-00

＊ 七輪………………………………C6-443

篠

膝関節用サポーター……………B2-44

すだれ用篠…………………C1-59

漆器製タイル……………………L6-32

しの掛け…………………………K1-50

シックナー………………………K3-43

紙牌………………………………F4-20〜20BF

湿地用履帯片……………………G2-912

支払い機

七宝焼窯…………………………K0-40

現金自動支払い機…………J5-33

＊ 七宝焼用窯………………………K0-40
室

芝植機……………………………K3-120
＊＊芝刈り機…………………………K3-1430､K3-1430C､

衛星整備室…………………D5-60

K3-1430E

階段室………………………L3-44

芝刈り機付トラクター…………G2-231

組立暗室……………………L3-201

芝刈機の刃………………………K3-14391

組立温室……………………L3-30

芝刈機用かご……………………K3-14390

組立防音室…………………L3-201

芝刈機用芝収納バック…………K3-14390

更衣室……………………D5-60

芝刈機用車輪……………………G2-9110

サウナ室…………………D5-60

芝刈機用操作ハンドル…………K3-190

シャワー室………………D5-60

芝刈機用操作レバー……………K3-14390

洗面器付き浴室…………D5-60

芝刈機用タイヤ…………………G2-91191

便器付き浴室……………D5-60

芝刈機用ハンドル………………K3-14390
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〔シバ〕
物品の名称

〔シメ〕
意匠分類の記号

物品の名称

芝刈機用

意匠分類の記号

四方管継ぎ手……………………M2-413

ホイールキャップ……………G2-91193

四方ちょう形弁…………………M2-504

芝刈り作業車……………………G2-230

支保工……………………………L1-20

芝刈鋏……………………………K1-134

支保工

芝草刈機用車輪…………………G2-9110

土留用支保工………………L2-2120

芝草収集機………………………K3-140
芝収納バッグ……………………K3-14390

トンネル用支保工…………L2-122
＊＊支保工用調整梁…………………L1-222

芝スキー…………………………E3-40

支保工用

芝の根切り機……………………K3-111

調整梁支持金具………………L1-29

芝生、樹木植生用

支保工用

ブロック………………………L2-311

パイプサポートの

芝生育苗箱………………………K3-122

支承架台………………………L1-2219

芝生種子発芽帯…………………K3-150

支保工用

芝生穿孔機………………………K3-160

パイプサポートの

芝生の根切機用

梁固定具………………………L1-29

根切刃板………………………K3-110

支保梁……………………………L1-210

芝生鋏……………………………K1-133､K1-134

支保梁用連結金具………………L1-29

芝生保護材………………………L2-30

絞り

芝生保護用ネット………………L2-550

ニンニク絞り………………C6-340

芝生保護用鋲……………………L2-550

レモン絞り…………………C6-340

芝生保護用ブロック……………L2-30､L6-1420

絞り器

芝生保護用マット………………L2-30

果汁絞り器…………………C6-340

芝生保護用枠……………………K3-150､L2-30

洗濯物絞り器………………C3-61

芝生用下敷材……………………L2-30

ぞうきん絞り器……………C3-352

芝生用下敷物材…………………L2-30

絞り具

芝生用保護敷物…………………L2-30

包装用押出し

芝保護用マット…………………L2-30

チューブ絞り具…………F4-579

施肥播種機………………………K3-124

絞り巻き用ボビン………………K5-192

施肥播種器………………………K3-124

縞付角パイプ……………………L4-121

施肥播種器用散布管……………K3-131

締め

シフトレバー

帯締め………………………B2-193

自動車用

釘締め………………………K1-2422

シフトレバー……………G2-2932

伊達締め……………………B2-192

シフトレバーノブ

締固め棒

自動車用

地面締固め棒………………K3-3240

シフトレバー

締固め機

ノブ………………………G2-2932

地面振動締固め機…………K3-3242

＊ シブクレーン……………………G1-210

締付け環

紙幣入れ…………………………B4-1A､B4-1B

管継ぎ手用

B4-1C､B4-1D

締付け環…………………M2-4190

B4-1E

締付け具

紙幣計算機………………………J4-41

建築用パネ

＊＊紙幣計数機………………………J4-41

締付け具…………………K1-272

紙幣結束機………………………K0-62

コンクリート型枠

＊ 紙幣包装機………………………J4-42

締付け具…………………L1-321､L1-3231､

紙幣両替機………………………J5-31

L1-3233

紙片計数機………………………J4-41

石材加工用

紙片つり下げ具…………………F2-61

石材締付け具……………K1-270
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〔シメ〕
物品の名称

〔シャ〕
意匠分類の記号

物品の名称

締付ナット………………………M3-113

意匠分類の記号

車庫用支柱………………………L3-232

＊ 霜取り具…………………………C3-36

車庫用柱…………………………L4-111

シャーシ

車庫用庇…………………………L3-230A

自動車おもちゃ用

車庫用枠体………………………L3-232

シャーシ…………………E1-6319

車載スピーカー用

＊＊シャープペンシル………………F2-112〜112C

パネル…………………………H4-1391

シャープペンシル

車載スピーカー用

コンパス用

ホーンボックス………………H4-1390

シャープ

車載スピーカー用

ペンシル…………………F2-339

キャビネット…………………H4-1390

ボールペン付き

車載テーププレーヤー

シャープ

用保護カバー…………………H4-439

ペンシル…………………F2-112〜112C

車載電話機………………………H3-312

シャープペンシル付き

車載電話機用送受話器…………H3-312

ボールペン……………………F2-1130〜1130C

車載電話機用

＊ シャープペンシル付き

送受話器置台…………………H3-3190

ライター………………………B6-41

車載電話機用送話器……………H3-312

シャープペンシル用

車載電話器用増幅器……………H3-321

クリップ………………………F2-1192

車載電話用アンテナ……………H3-112

シャープペンシル用

車載無線機………………………H3-613

消しゴム………………………F2-1190

車載無線通信機用

シャープペンシル用

増幅器…………………………H3-22

消しゴムホルダー……………F2-1190

車載用アンテナ…………………H3-112

シャープペンシル用芯…………F2-1190

車載用アンテナ

＊ シャーレ…………………………K6-71

取付け金具……………………H3-19

シャーレ用円筒体………………K6-71

車載用アンテナの基台…………H3-19

＊＊シャウカステン…………………J7-360

車載アンテナの

遮音板……………………………L6-131〜131A

取付基台………………………H3-19

遮音ブロック……………………L6-130〜131A､

車載用音響増幅器………………H4-150A

L6-1321〜1321B

車載用音像形成器………………H4-160

＊＊しゃくし…………………………C6-211

車載用空気清浄機………………D4-350､D4-353

杓子

車載用空気清浄器………………D4-350､D4-353

鋳造機用杓子………………K7-59

車載用グラフィック

調理用杓子…………………C6-211

イコライザ……………………H4-163

＊ 尺八………………………………E4-40

車載用高所作業台………………G2-2900

煮繭機……………………………K5-17

車載用ストラップランプ

射撃訓練場………………………L3-10

付き空気清浄機………………D4-353

射撃ゲーム機……………………E2-30

車載用

＊ 射撃用標的………………………E3-040

スピーカーグリル……………H4-1391

車庫………………………………L3-230〜231

車載用

車庫

スピーカー取付台……………H4-1390

組立車庫……………………L3-230〜230A

車載用スピーカーの

遮光板

雨避カバー……………………H4-1390

道路用遮光板………………L2-532

車載用

車庫支柱取付基礎金具…………L3-232
シャーコネクタ…………………L4-120

スピーカーパネル……………H4-1391
＊ 車載用

＊ シャコ万力………………………K1-272

スピーカーボックス…………H4-131C〜131CA

車庫用緩衡材……………………L4-40
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〔シャ〕
物品の名称

〔シャ〕
意匠分類の記号

物品の名称

車載用スピーカー

意匠分類の記号

射出成形機用防熱筒……………K7-49

ボックスのダクト……………H4-1390

社章………………………………B3-13

車載用測位通信

車掌用いす………………………D2-1530

アンテナ………………………H3-112

写植機用印画紙

車載用チューナー………………H3-712A

収納マガジン…………………K0-239

車載用チューナー付

写植機用マガジン………………K0-239

増幅器…………………………H3-712A

写植機用文字盤枠………………K0-239

車載用チューナー付き

写植機用文字盤…………………K0-239

テーププレーヤー……………H4-4352A〜4352AA

写植用原稿用紙…………………F3-1111､F3-1133

車載用チューナー付

斜視乱視計器……………………J7-341

増幅器…………………………H3-712A

写真アルバム台紙………………F3-13212

車載用通信アンテナ……………H3-112

写真乾板…………………………J3-37

車載用通信機……………………H3-613

写真乾板ケース…………………J3-38

＊ 車載用

写真機おもちゃ…………………E1-655

テーププレーヤー……………H4-434B〜434BA

写真機用ケース…………………J3-38

車載用テレビアンテナ…………H3-112

写真機用現像機…………………J3-41

＊ 車載用電話器……………………H3-312

写真機用レンズ…………………J3-31

車載用電話器の

写真撮影用

コントローラー………………H3-312

スポットライト………………D3-621

＊ 車載用電話機本体………………H3-312

＊ 写真撮影用投光器………………D3-621

車載用トランシーバー…………H3-613

写真撮影用リモート

車載用トランシーバー

コントロール受信機…………J3-30

及びラジオ付

＊＊写真植字機………………………K0-230

テーププレーヤー……………H4-4350

＊ 写真植字機用

車載用マイクロホン……………H4-110A

印画紙収納マガジン…………K0-239

車載用無線機……………………H3-613

写真植字機用

＊ 車載用無線通信機………………H3-613

フィルム材……………………K0-239

車載用無線電話機………………H3-312

写真植字機用

車載用無線電話機本体…………H3-312
車載用ラジオ受信機……………H3-712A

マガジン………………………K0-239
＊ 写真植字機用

車載用ラジオ
チューナー……………………H3-712A

文字盤枠………………………K0-239
＊ 写真植字機用

車載用ラジオ付

文字盤…………………………K0-239

テーププレーヤー……………H4-4352A〜4352AA

写真製版面付機…………………K0-20

＊ 車載用ラジオ用

写真製版面付機用

チューナー……………………H3-712A

操作卓…………………………K0-20

車載用冷蔵庫……………………C6-51､G1-520A

＊ 写真整理用カード………………F3-1320

車載用冷凍機……………………K6-6

＊＊写真立て…………………………C2-17

車載冷凍冷蔵庫用
扉レバー………………………G1-5290

写真立用脚………………………C2-190
＊＊写真台紙…………………………F3-13211

車載冷凍冷蔵庫用扉……………G1-5290
捨糸捲取器………………………K5-20

写真彫刻用彫刻針………………K1-420
＊＊写真電送機………………………H3-520〜520B

＊＊射出成形機………………………K7-40

写真フィルム……………………J3-37

射出成形機用

写真フィルム用

金型の入子押え金具…………K1-69

カートリッジ…………………J3-37

＊ 射出成形機用射出孔……………K7-49

写真フィルム用

射出成形機用

マガジン………………………J3-37

スクリュー……………………K7-49

写真用暗箱………………………J3-40
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〔シャ〕
物品の名称

〔シャ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

写真用液温計……………………J1-22

シャッター………………………L5-30

写真用拡大焼付け器……………J3-41

シャッター

＊＊写真用乾燥機……………………J3-40

建物用シャッター…………L5-30

写真用距離計……………………J3-36

シャッター雨戸…………………L5-210

写真用クリップ…………………J3-40

シャッターカーテン……………L5-310

＊ 写真用現像機……………………J3-41

シャッター開閉機………………L5-39

写真用恒温槽……………………J3-40

シャッターガイド付

写真用さら………………………J3-40

引き戸用縦框…………………L5-12012

写真用自動現像機………………J3-41

シャッターケース………………L5-39

写真用閃光器……………………J3-34

シャッター収納ケース…………L5-39

＊ 写真用閃光電球…………………D3-1130

シャッター手動閉鎖機…………L5-39

写真用閃光発光器………………J3-34

シャッタースラット……………L5-311

写真用つや出し器………………J3-40

シャッタースラット材…………L5-311

写真用投影機……………………J3-50〜J3-52

シャッタースラット用

写真用引伸し機…………………J3-42

爪………………………………L5-39

＊＊写真用ビュアー…………………J3-50

シャッタースラット用

写真用フィルム…………………J3-37

連結具…………………………L5-39

写真用フィルム

シャッタースラット用

カートリッジ…………………J3-37

連結金具………………………L5-39

写真用

シャッター扉用

フィルムクリップ……………J3-40

ガイドレール材………………L5-321

写真用

シャッターの

フィルム現像機………………J3-41

パネル連結材…………………L5-311

写真用複写機……………………J3-41

シャッターパネル材……………L5-311

写真用複写スタンド……………J3-30

シャッター引下し棒……………K1-200

＊＊写真用プリンター………………J3-41

シャッター用緩衡爪……………L5-39

写真用焼付け機…………………J3-41

シャッター用

写真用焼き枠……………………J3-40

ガイドレール…………………L5-321

写真用露光計……………………J3-36

シャッター用

写真用露出計……………………J3-36

ガイドレール材………………L5-321

煮炊具用蓋………………………C5-4191

シャッター用ケース……………L5-39

遮水シート………………………L2-220

シャッター用座板………………L5-310

遮水マット………………………L2-210〜220

シャッター用軸受け……………L5-39

車体矯正用作業台………………G1-30

シャッター用

車体洗浄機………………………J0-1

スラット板……………………L5-311

しゃ断器

シャッター用中柱………………L5-321

油入しゃ断器………………H1-511〜511A

シャッター用中柱材……………L5-321

ガスしゃ断器………………H1-511〜511A

シャッター用柱…………………L5-321

気中しゃ断器………………H1-511〜511A

シャッター用柱材………………L5-321

真空しゃ断器………………H1-511〜511A

シャッター用水切り板…………L5-310

磁気しゃ断器………………H1-511〜511A

シャッター用レール……………L5-321

配線しゃ断器………………H1-514

シャッター用レール材…………L5-321

漏電しゃ断器………………H1-514

シャッター用連結金具…………L5-39

遮断弁……………………………M2-500

シャッター用連結桟……………L5-310

鯱型組合せ

シャッターレール

建材ブロック…………………L6-1420

消音材…………………………L5-1021

斜張橋用引張鋼材

シャッター連結金具……………L5-39

插通パイプ……………………L2-119
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〔シャ〕
物品の名称

〔シャ〕
意匠分類の記号

物品の名称

シャッターに用いる
シール器具……………………L5-320
シャツ……………………………B1-112〜113

意匠分類の記号

斜流送風機………………………K8-711
＊＊斜流ポンプ………………………K8-521
＊ 斜流ポンプ用案内板……………K8-591

シャツ

車両運搬用貨物自動車…………G2-220

アンダーシャツ……………B1-62〜62B

車両おもちゃ用

ティーシャツ………………B1-113

シャーシ………………………E1-6319

ポロシャツ…………………B1-113

車両おもちゃ用車輪……………E1-6319

ランニングシャツ…………B1-62B

車両おもちゃ用

ワイシャツ…………………B1-112

バンパー………………………E1-6319

シャツカフス……………………B1-920

車両空調用熱交換器……………K6-50A

＊ シャツ仕上折畳み機……………K5-20

車両計器用目盛板………………J1-92

シャツ仕上げ

車両計器用文字板………………J1-92

折りたたみ機…………………K5-20

車両固定用具……………………G1-04

＊ シャツブラウス…………………B1-112

車輌昇降用足場板………………G1-020

射的ゲーム器……………………E2-212

車両照明器具用レンズ…………D3-7191

シャトル

車両照明灯レンズ………………D3-7191

繊維機械シャトル…………K5-193

車両侵入阻止具…………………L3-5410

＊＊シャトルコック…………………E3-320
車道用防護柵……………………L3-530B

車両侵入阻止材…………………L3-5410
＊ 車両重量測定機…………………J1-210〜210B

車内用吊手………………………G2-19
遮熱板

車輌重量測定用載置台…………J1-211
＊ 車両スクラッププレス…………K0-50

湯沸し器用遮熱板…………D5-590

車輌整備用リフト………………G1-30

シャフト

車輌積載用道板用桁材…………G1-0291

ゴルフクラブ用

車両前照灯用

シャフト…………………E3-35290

放電ランプ……………………D3-120

内燃機関用クラン

車輌速度表示器…………………J1-311

クシャフト………………K8-291

車両吊手用座板…………………G2-19

シャベルおもちゃ………………E1-621

車両用吊環………………………G2-19

シャベルカーおもちゃ…………E1-6310

車両灯器レンズ…………………D3-7191

シャボン玉玩具…………………E1-25

車両灯具用レンズ………………D3-7191

＊ シャボン玉発生

車両灯具レンズ…………………D3-7191

おもちゃ………………………E1-25

車両搭載クレーン………………G1-210

シャボン玉発生器………………E1-25

車輌搭載用クレーン……………G1-210

シャボン玉吹き器………………E1-25

車両表示灯用レンズ……………D3-7191

シャボン玉用ストロー…………E1-25

車輌床用型材……………………G2-920

＊＊三味線……………………………E4-30

＊ 車両用あおり板材………………G2-922

三味線掛け………………………E4-39

車両用圧縮空気乾燥器…………K8-690

三味線ケース……………………E4-91

車両用アンテナ…………………H3-112

三味線胴掛け……………………E4-39

車両用アンテナカバー…………H3-19

三味線用かばん…………………E4-91

車両用アンテナ

＊ 三味線用ケース…………………E4-91

素子取付具……………………H3-19

三味線用スタンド………………E4-00

車両用アンテナ取付具…………H3-19

＊＊三味線用ばち……………………E4-39

車輌用アンテナ

斜面敷板…………………………L2-520
＊＊しゃもじ…………………………C6-212

取付金具………………………H3-19
＊ 車両用いす………………………D2-1530

しゃもじ入れ……………………C5-530B〜530E

車両用いすカバー………………D2-195

しゃもじ立て……………………C5-530B〜530E

車両用いす背もたれ……………D2-192

＊ 舎利入れ…………………………C7-120

車両用いすのテーブル…………D2-190
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〔シャ〕
物品の名称

〔シャ〕
意匠分類の記号

物品の名称

車両用いすの肘かけ……………D2-194

意匠分類の記号

車両用スピーカー

車両用インストゥル

ボックス………………………H4-131C〜131CA

メントパネル…………………G2-2933

車輌用滑り止め装置の

車両用ウインド

滑り止め片……………………G2-9039

ワイパーブレード……………G2-2941

車両用スポットランプ…………D3-7110A

車両用運行記録計………………J1-311

車両用制動灯……………………D3-7111

車両用運転座席…………………D2-1530

車両用洗浄機……………………J0-1

車両用エアスポイラー…………G2-2953

車両用煽板材……………………G2-922

車輌用エンジン…………………K8-20

車両用前照灯……………………D3-7110

車両用オーバーヘッド

車両用前照灯レンズ……………D3-7191

コンソール……………………G2-2960

車両用前照灯の

車両用カウリング………………G2-2910

放電ランプ……………………D3-120

車両用鍵材………………………M3-223

車両用前照灯の

＊ 車両用傘立て……………………D1-35〜35B

ソケットカバー………………D3-7190

車輌用壁材………………………G2-920

車両用前照灯の

車両用キー………………………M3-233

ストーンガード………………D3-7190

車両用空気調和機………………D4-350

車両用前照灯カバー……………D3-7190

車両用グラフィック

車両用前照灯

イコライザー…………………H4-163

保護カバー……………………D3-7190

車両用計器取付盤………………G2-2933〜G2-2934

車両用走行情報表示器…………G2-2934

車両用計器盤……………………G2-2933

車両用走行速度調整器…………G2-292

車両用計器盤覆い………………G2-2933

車輌用操作盤……………………G2-2930

車両用交流発電機………………H2-110

車輌用操縦ハンドル……………G2-2931

車両用子供シート………………D2-14M

車輌用速度計……………………J1-311

車両用小物入れ…………………G2-2960

車両用体や………………………G2-91191

車両用コンソール………………G2-2960

車両用タイヤの防滑具…………G2-9030

車両用サイドミラー……………G2-901〜G2-901A

車両用タイヤホイール…………G2-9110

車輌用サンバイザー……………G2-29040

車両用タイヤ防滑具の

車両用座席取付台………………G2-2900

防滑体…………………………G2-9030

車両用シートカバー……………D2-195

車両用タイヤ防滑具……………G2-9030､G2-9039

車両用シートベルト

車両用タイヤ防滑具の

取付金具………………………G2-2943

緊張具…………………………G2-9039

車両用

車両用タイヤ防滑具の

シフトレバーノブ……………G2-2932

係止金具………………………G2-9039

車輌用遮光具……………………G2-29040

車両用タイヤ防滑具の

車両用車輪下敷体………………G2-2903

連結具…………………………G2-9039

車両用昇降足場板………………G1-0291

車両用タイヤ防滑具の

車両用照明灯……………………D3-7110A

連結固定金具…………………G2-9039

車両用照明灯レンズ……………D3-7191

車両用暖房器……………………D4-352

車両用自動変速機の

車両用チューナー付き

操作盤…………………………G2-2930

増幅機…………………………H3-712A

車両用自動変速機の

車両用吊手………………………G2-19

操作パネル……………………G2-2930

車両用吊手移動防止具…………G2-19

車両用情報表示器………………G2-2934

車両用吊輪………………………G2-19

車両用塵芥収容箱………………G2-2914

車両用吊環………………………G2-2960

車両用ステアリング

車両用テーブル…………………G2-19

ホイール………………………G2-2931

車両用

車輌用ストッパー………………G2-2902

テーププレーヤー……………H4-434B〜434BA
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〔シャ〕
物品の名称

〔シャ〕
意匠分類の記号

物品の名称

車両用テールランプ……………D3-7111

意匠分類の記号

車両用方向指示灯の

車両用天井板……………………G2-19

装飾具…………………………D3-7190

車両用ディスク

車両用補助シート………………D2-14M

ブレーキパッド………………G2-907

車両用

車両用

補助バックミラー……………G2-901

ディスクブレーキの

車両用補助ミラー………………G2-901

キャリパボディ………………G2-907

車両用窓ガラス保持具…………G2-2900

車両用デッキ材…………………L6-140

車両用

車両用電磁波
送受信アンテナ………………H3-112

窓ガラスホルダー……………G2-2900
＊ 車両用窓枠材……………………G2-920

車両用電動アンテナ……………H3-112

車両用

車両用電話器……………………H3-312

マフラーの装飾具……………G2-904

＊ 車両用搭載家屋…………………G2-611

車両用道板………………………G1-020

車両用導風板……………………G2-2953

車両用道板材……………………G1-0291

車両用泥よけ……………………G2-2951

車輌用ミラー……………………G2-901A

車両用
ナンバープレート……………G2-2952

車輌用無線通信機………………H3-613
＊ 車両用モール材…………………G2-921

車両用ナンバー

車両用油圧緩衡器………………K9-3

プレート取付枠………………G2-2952

車両用床板………………………L6-140

車両用荷台覆い板………………G2-2900

車両用床板材……………………L6-140

車輌用燃料流出防止弁…………K8-296

車両用

車両用乗込板……………………G1-020

ラジオチューナー……………H3-712A

車両用灰皿………………………B6-30B､G2-900

車両用

車両用発電機……………………H2-110

ラジオ用チューナー…………H3-712A

車両用速さ計……………………J1-311

車両用リヤー

車両用ハンドル…………………G2-19

コンビネーション

車両用バックミラー……………G2-901､G2-901A

ランプ…………………………D3-7111

車両用バンパー…………………G2-2911

車両用

＊ 車両用バンパー材………………G2-920

ルーフキャリアー……………G2-2954

車両用ヒーター…………………D4-352

車両用冷温蔵庫…………………C6-51

車両用肘掛け……………………D2-194

車両用

車両用表示灯レンズ……………D3-7191

冷却空気取入れ機……………G2-19

車両用フォグランプ……………D3-7110A

車両用

車両用フロント

レバー付ハンドル……………G2-3930

グリルカバー…………………G2-2910

車両用連結幌……………………G2-900

車両用
フロントバンパー……………G2-2911

車両用レンズガード……………D3-7190
＊ 車両用渡り板……………………G1-020

車両用ブリッジ…………………G1-020

車両用渡板材……………………G1-0291

車両用

車両用渡りブロック……………L2-520

ブレーキディスク……………G2-907

車両ルーフ用

車両用ブレーキランプ…………D3-7111

物品運搬具……………………G2-2954

車両用ヘッドランプ……………D3-7110

車両渡船…………………………G3-0

車両用ベンチレータ……………G2-2900

車両運搬用トレーラ……………G2-60

車両用ペダルカバー……………G2-2930

車両用

車両用

ディスクブレーキ……………G2-907

ホイールキャップ……………G2-91193

車両用

車両用方向指示灯………………D3-7110

ディスクブレーキの
キャリパボディ………………G2-907
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〔シャ〕
物品の名称

〔シュ〕
意匠分類の記号

物品の名称

車両用ドラムブレーキ…………G2-907

意匠分類の記号

シャワーヘッド

車両用ブレーキ

浴室用

ディスク用皿ばね……………G2-907

シャワーヘッド…………D5-35

車両用ホイール…………………G2-9111

シャワー囲い……………………D5-60

車輌用補助方向指示器…………G2-908

シャワー用斜流ポンプ…………K8-521

車輪

シャワー用
乳母車用車輪………………G2-9110

湯水混合水栓…………………M2-5313A

刈取り機用

シャワー用湯水混合栓…………M2-5313A

湿田車輪…………………K3-191

シャワールーム…………………D5-60

キャスター用車輪…………M3-329

＊＊シャンデリア……………………D3-311〜311B

耕うん機用

＊＊シャンデリアつり飾り…………D3-31912

湿田車輪…………………K3-191

＊ シャンデリアつり具……………D3-31923

自動車

シャンデリア

おもちゃ用車輪…………E1-6319

つり下げ保持具………………D3-31923

自動車用車輪………………G2-9111

＊ シャンデリア用アーム…………D3-31923

田植機用車輪………………K3-191

＊ シャンデリア用

車輪速センサー…………………H1-550

つり飾り………………………D3-31912

車輪釣合試験機…………………J1-510

シャンデリア用

車輪踏面研磨子…………………G2-19

つり飾り片……………………D3-31912

車輪踏面修正子…………………G2-19

シャンデリア用支持具…………D3-31923

車輪踏面清掃研磨子……………G2-19

シャンデリア用ビーズ…………D3-31912

車輪止め

シャンプー入れ…………………D1-232､D1-36〜

自動車用輪止め……………G2-2902

36A

車輪の

シャンプー皿……………………D1-36

スリップ防止用具……………G2-9030
車輪リム…………………………G2-91190

シャンプー台……………………D1-36
＊ シャンプーハット………………C4-110

斜路構成用ブロック……………L2-5211

シャンプー用面…………………C4-110

シャワー、洗面器付き

遮音壁ブロック…………………L6-130〜131A

壁埋込みパネル………………D5-69

試薬収納容器……………………K6-71

＊ シャワーおもちゃ………………E1-20
シャワー加熱器…………………D5-50

試薬容器…………………………K6-71
＊ 視野計……………………………J7-341

＊ シャワーキャップ………………B2-62

車載用積算計……………………J1-01

＊ シャワー室………………………D5-60

車載用

シャワー室用囲い………………D5-69

テレビジョン受像機…………H4-341､H4-343

シャワー室用すのこ……………D5-34

シャッター捲き輪………………L5-39

シャワー室用中扉………………L5-12100

車輌用煽り板材…………………G2-922

シャワー室用床…………………D5-69

車輌用尾灯………………………D3-7111

シャワー付き

車輌用ラジオ付

湯水混合水栓…………………M2-5313〜5313A

テーププレーヤー……………H4-4332A〜4352AA

シャワー付き

シュー

湯水混合栓……………………M2-5313〜5313A

自転車用

シャワーノズル…………………D5-35

ブレーキシュー…………G2-4954

シャワーノズル…………………D5-35

自転車用

シャワーハンガー付き

ブレーキシュー…………G2-907

湯水混合栓……………………M2-5313

鉄道車両用

＊＊シャワーヘッド…………………D5-35

ブレーキシュー…………G2-19
シュークリーム…………………A1-15
シュークリーム注入機…………K4-0
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物品の名称

〔シュ〕
意匠分類の記号

物品の名称

シューズ

意匠分類の記号

修正液塗布具……………………F2-1220

オーバーシューズ…………B5-921

集積回路試験料用容器…………G1-50

シューズケース…………………D2-570

集積回路試験試料用

シューズ用ハンガー……………D1-113

容器……………………………G1-50A

＊ 集音器……………………………H4-119

集積回路収納用ラック…………K0-03

集音機……………………………H4-119

集積回路製造用フォト

収穫機……………………………K3-1430

レジスト加熱硬化機…………K0-03

収穫機

集積回路ソケット用

キャベツ収穫機……………K3-140

検査具…………………………J1-511

じゃがいも収穫機…………K3-142

集積回路素子……………………H1-70

たまねぎ収穫機……………K3-142

集積回路素子テスト用

トマト収穫機………………K3-140
収穫用袋…………………………K3-100

ソケット………………………H1-3444
＊ 集積回路素子用

週刊誌自動販売機………………J5-100､J5-100A､

ソケット………………………H1-3444

J5-100B

集積回路素子用端子

臭気止め排水器…………………L2-451

熔接機…………………………K0-03

＊＊祝儀袋……………………………F3-13132

集積回路素子用引抜具…………K1-251

＊＊集魚灯……………………………D3-661

集積回路素子用放熱板…………H1-02

集魚灯用笠………………………D3-661

集積回路素子用

集魚灯用集光器…………………D3-661

防熱フィン……………………H1-02

＊ 集魚灯用電球……………………D3-1130

集積回路メモリ内臓

集魚鈴……………………………K2-30

カートリッジ…………………H4-410

集計用紙…………………………F3-1132

集草機……………………………K3-140

＊ 集合計器盤ボックス……………H2-591
集合盤

集中暗渠管………………………L2-411B
＊ 集団教育用分析機………………H5-0〜-0B

電力計器集合盤……………H2-63

集中桝用受け枠…………………L2-4390

集合桝……………………………L2-431A

集電器……………………………H1-360

習字指導用紙……………………F1-210

集電ぐつ…………………………G2-19

蹴上板……………………………L4-031

集電子……………………………H1-360

＊＊集じん機…………………………K7-91､K6-13

集電子

集塵機

トロリー集電子……………H1-360

工具研磨機用

集電ポール………………………G2-19

集塵機……………………K7-91

摺動軸受具………………………K9-10

脱硫集塵機………………K6-13

集熱板

集じん機用ろ過器………………K6-13

太陽熱利用

集水管……………………………L2-411〜411A

温水器用集熱板…………l3-619

集水管材…………………………L2-411〜411E

収納かご…………………………D2-581〜581C

集水器

収納キャビネット………………D2-511〜511L､

樋用集水器…………………L4-2321

D2-531〜531G

集水口具…………………………L2-450

収納キャビネット

集水溝ブロック…………………L2-412

音響機器収納

集水溝用ブロック………………L2-412〜412D

キャビネット……………D2-5321〜5321B

集水ます…………………………L2-412､L2-431B

事務用品収納

432B

キャビネット……………D2-533〜533BB

集水枡蓋…………………………L2-411A

テレビ収納

集水桝ブロック…………………L2-431B､L2-441B

キャビネット……………D2-5322

集水桝用盲蓋……………………L2-441B〜442

電子レンジ収納

集水路用ブロック………………L2-412A

キャビネット……………D2-5323
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意匠分類の記号

物品の名称

日用品収納

意匠分類の記号

収納棚付きエアー

キャビネット……………D2-531〜531G

コンディショナー……………D4-30

収納具

収納棚付きカウンター…………D2-02

コースター収納具…………C5-5120

収納棚付きカウンター

酒器収納具…………………C5-5120

テーブル………………………D2-02

たわし収納具………………C3-29

収納棚付計量米びつ……………C6-63

つり下げ

収納棚付き化粧鏡………………D2-634

衣服収納具………………D1-13

収納棚付き

レコード盤収納具…………H4-4191

洗面化粧鏡……………………D2-634

収納ケース

収納棚付き卓上鏡………………D2-631C

シャッター収納

収納棚付き机……………………D2-02

ケース……………………l5-39

収納棚付き厨房台………………D5-11

食品収納ケース……………C5-324〜324A

収納棚付きテーブル……………D2-02

タイプライタ用

収納棚付き流し台………………D5-11

活字収納ケース…………J4-19

収納棚用固定具…………………D2-920

テープマガジン

収納棚用棚板……………………D2-9141

収納ケース………………H4-4194

収納棚用ブラケット……………D2-9142

テープリール

収納棚用水切り棚………………D1-231C

収納ケース………………H4-4194

収納戸棚…………………………D2-510〜511K

ヘアカーラー

収納戸棚付き机…………………D2-02

収納ケース………………B7-339

収納箱

収納庫……………………………L3-220､L3-220A

遺骨収納箱…………………C7-120

D2-510〜511A

衣服収納箱…………………D2-571

収納庫

飲食用具収納箱……………C5-5121

自転車収納庫………………L3-231

大工道具収納箱……………K1-53

床下収納庫…………………D1-38

積算電力計用

収納庫付階段……………………L3-44

収納箱……………………H2-591

収納庫付き米びつ………………D2-5161

収納箱用取手……………………D2-9312〜9312D

収納庫用錠………………………D2-93130

収納袋

収納庫用枠材……………………L4-110

腰吊り用工具

収納棚……………………………D2-511〜511L

収納袋……………………K1-51

D2-514

収納ベッド………………………D2-210､D2-210B

収納棚

収納マガジン

衣服掛け付き

写真植字機用収納

収納棚……………………D2-03

マガジン…………………K0-239

押入収納棚…………………D2-512

収納容器

靴収納棚……………………D2-542

トイレットペー

計量米びつ付き

パー収納容器……………C4-250

収納棚……………………D2-5161

収納用スタンド

ステレオ付き

ドリル刃収納用

収納棚……………………D2-5160

スタンド…………………K1-50

机付き収納棚………………D2-02

収納用箱

テーブル付き

回路基板収納用箱…………H1-739

収納棚……………………D2-02

収納ワゴン………………………D2-42C

テレビ付き収納棚…………D2-5160

集排水用溝………………………L2-412

間仕切り収納棚……………D2-510

＊ 周波数変換器……………………H3-231

ラジオ付き収納棚…………D2-5160
収納棚付き衣服掛け台…………D2-03
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周波数変換器

意匠分類の記号

手動吸引ポンプ…………………K8-513

電源用周波数

＊ 手動くぎ打ち器…………………K1-2420

変換器……………………H2-20
＊ 周波数変換器付き

手動屈曲機………………………K1-241
＊ 手動計算具………………………F2-50

アンテナ………………………H3-110

＊＊手動ジャッキ……………………G1-32

厨房用壁掛け棚…………………D1-231

手動ジャッキの台………………G1-391

しゅうまい………………………A1-11

手動ジャッキ用

集卵装置用渡り網………………K3-220
集卵バスケット用

ハンドル………………………G1-391
＊＊手動掃除機………………………C3-312

バケット片……………………K3-220
＊ 修理点検灯………………………D3-660A〜660C

手動研ぎ器………………………K1-280
＊ 手動ねじ立て盤…………………K1-226

酒器………………………………C5-312
酒器受け台………………………C5-530〜530B

手動鋸の柄………………………K1-2190､K1-2193
＊＊手動パイプベンダー……………K1-241

C5-530D

手動パンチ………………………K1-225

酒器カバー………………………C5-511

手動物品つかみ具………………K1-220

＊ 酒器ケース………………………C5-5120

手動ベーンポンプ………………K8-512

酒器収納具………………………C5-5120

手動ポンプ………………………K8-513

＊＊酒器用受け台……………………C5-530〜530B

手動万力…………………………K1-271

C5-530D

手動油圧ジャッキ………………G1-32

酒器用ケース……………………C5-5120

手動油圧ポンプ…………………K8-513

手芸針……………………………C0-34

手動穴あけパンチ………………K1-225

＊ 手芸用板…………………………C0-30

手動用ジャッキ…………………G1-32

手芸用かぎ針……………………C0-34

手動リベッタ……………………K1-2420

手芸用刺しゅう枠………………C0-38

手動リベット打ち器……………K1-2420

手芸用織機………………………K5-132

朱肉入れ付印判入れ……………F2-7220

＊ 手芸用芯…………………………C0-30

朱肉入れ付印判立て……………F2-7220

手芸用鋏…………………………K1-111

朱肉入れ…………………………F2-2292

手芸用指ぬき……………………C0-37

シュノーケル……………………E3-53

手工具用柄………………………K3-169

シュノーケル

＊＊手術台……………………………J7-21

潜水用

＊＊手術用鋭匙………………………J7-41

シュノーケル……………E3-53

＊＊手術用鉗子………………………J7-41
手術用顕微鏡鏡体………………J3-19

酒杯………………………………C5-233
＊＊シュミーズ………………………B1-62〜62A

＊＊手術用鈎…………………………J7-41

修羅用枠…………………………G1-00

手術用鑷子………………………J7-41
＊＊手術用ナイフ……………………J7-41

狩猟服……………………………B1-115〜115A
＊ 狩猟用装弾ベルト………………E3-040

手術用剥離子……………………J7-41

＊ 狩猟用ナイフ……………………K1-110B

＊＊手術用はさみ……………………J7-41

＊ 浚渫機……………………………K3-3271

＊＊手術用ピンセット………………J7-41

ショーケース……………………F5-220〜220B

手術用メス………………………J7-41

ショーケース

取水口用スクリーン……………L2-4190

温蔵用

手動穴あけ工具…………………K1-225

ショーケース……………F5-230､232〜232A

手動往復圧縮機…………………K8-611

冷蔵用

手動回転真空ポンプ……………K8-50

ショーケース……………F230〜231A

手動カシメ機……………………K1-260

F5-231C〜231DB､

手動かみそり……………………B7-220

F5-231F

手動形鋼切断及び

ショーケース用上枠……………F5-2911

穴開け工具……………………K1-225

ショーケース用上枠材…………F5-2911
176

〔ショ〕
物品の名称

〔ショ〕
意匠分類の記号

物品の名称

ショーケース用温度計…………J1-22

意匠分類の記号

消火栓室用ふた…………………L2-441A〜441B

ショーケース用下枠……………F5-2912

＊ 消火栓ふた………………………L2-441〜441B

ショーケース用下枠……………F5-2912

＊ 消火栓保護箱……………………L2-432〜432B

ショーケース用支柱……………F5-2913

消火栓保護筺……………………L2-432〜432B

ショーケース用支柱材…………F5-2913

消火栓ボックス

ショーケース用

かさ上げ枠……………………L2-432B

照明器具………………………D3-60

消火栓ボックス

ショーケース用縦枠……………F5-2913

ブロック………………………L2-432B

ショーケース用縦枠材…………F5-2913

消火栓ボックス用蓋

ショーケース用レール…………F5-2914

受枠……………………………L2-441〜441B

ショーケース用

消火栓用鉄蓋の受枠……………L2-441〜441B

レール材………………………F5-2914
ショーツ…………………………B1-66

消火栓用蓋付枠…………………L2-441〜441B
＊ 消火バケツ………………………C3-351

ショーツ用ハンガー……………D1-111F

消火ホース用ノズル……………J6-31

＊＊ショール…………………………B3-34〜34B

消火用スプリンクラー

しょい子…………………………G1-01

ヘッド…………………………J6-31

背負子

消火用バケツ……………………C3-351

子守り用しょい子…………B2-03

消火用ポンプ……………………K8-50

笙…………………………………E4-40

しょうが収穫機…………………K3-142

床

ショウガ掘取機…………………K3-142
氷床…………………………L4-30

焼却器……………………………K0-52

消音器

焼却器

内燃機関用消音器…………K8-295

ごみ焼却器…………………K0-52

ボイラ用消音器……………K8-39

塵芥焼却機…………………K0-52

消音器付送風機…………………K8-70

焼却器用ロストル………………K0-59

消音箱付送風機…………………K8-711

焼却灰用クリーナ………………K6-13

消音パイプ………………………L2-4190

焼却物サイロ……………………K0-52

＊ 硝化機……………………………K6-3

焼却炉……………………………K0-52

＊＊消火器……………………………J6-31

焼却炉

昇華機……………………………K6-0

廃棄物焼却炉………………K0-52

消火器

焼却炉用排煙浄火子……………K0-59

石油ストーブ用

焼却炉用ロストル………………K0-59

対震消火器………………D4-290

焼却炉用枠体……………………K0-52

消火器収納ボックス……………J6-39
消火器取付用
ブラケット……………………J6-39

将棋の駒…………………………E2-22
＊＊将棋盤……………………………E2-211
＊＊将棋用こま………………………E2-22

消火器保持具……………………J6-39

小釘打込み用ポンチ……………K1-2422

消火器用ケース…………………J6-39

焼結機……………………………K6-0

消化器用収納容器………………J6-39

焼却炉用鋳型……………………K1-60

消火具

証券抹消器………………………F2-810

灰皿用消火具………………B6-39

衝撃機のたがね

ろうそく消火具……………D3-249

ホルダー………………………K1-39

＊＊消火栓……………………………J6-31

衝撃試験機………………………J1-512

消火栓室下段ブロック…………L2-432B

昇降運搬車………………………G2-55

消火栓室上部ブロック…………L2-432B､L2-441B

昇降機……………………………G1-05､G1-30

消火柱室中間ブロック…………L2-432B

昇降機付自動車…………………G2-230

消火栓室用

昇降機用アーム…………………G1-390

上部ブロック…………………L2-432B
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昇降機用案内レールの

小動物捕獲器……………………K3-130

取付金具………………………G1-69

消毒機

昇降機用バケット………………G1-190

食器消毒機…………………C6-70

＊ 昇降機用レール材………………G1-60

電話機用消毒器……………H3-3194

昇降作動機………………………G1-30

消毒器付きマイクロ

＊ 照合カード………………………F3-1122

ホンスタンド…………………H4-119

＊ 抄紙機……………………………K0-1

消毒用噴霧器……………………C0-20〜20B､

消臭剤入れ………………………C4-310

K3-131

消臭剤噴霧用容器………………C4-310
消臭剤容器………………………C4-310

照度計……………………………J1-34
＊ 床土調整用枠土機………………K3-112

証書ファイル……………………F3-231

焼鈍炉用インナー

＊ 抄紙用フォイル

カバー…………………………K0-490

プレート………………………K0-1
＊＊障子………………………………L5-1240

意匠分類の記号

焼鈍炉用内壁……………………K0-490
＊＊賞杯………………………………C2-160

＊＊障子紙……………………………L6-42､M1-2

消波型ブロック…………………L2-2241

消磁器

消波ケーソン……………………L2-2241

磁気テープ消磁器…………H4-492

消波堤用ケーソン………………L2-62

磁器ヘッド消磁器…………H4-492

消波根固め用ブロック…………L2-2241

＊ 小銃………………………………E3-041

消波用浮体………………………L2-62

照準望遠鏡………………………J3-11

消波用コンクリート

＊ 賞状用紙…………………………F3-1332
障子用コーナー継手……………L5-91

ブロック………………………L2-2241〜2242
＊＊消波用ブロック…………………L2-2241〜2242

＊ 障子用縦框材……………………L5-1241

L2-2244A､L2-62

＊ 障子用縦枠………………………L5-143J

消波用連設ブロック……………L2-2242

＊ 障子用縦枠材……………………L5-143J

賞牌………………………………C2-160

焼成イカの成形機………………K4-0
焼成窯用被熱物支持台…………K0-491
＊ 焼成炉用内壁取付け
アンカー………………………K0-490

商品運搬車………………………G2-230
＊ 商品券……………………………F3-1113
＊ 商品自動包装機…………………K0-60
＊ 商品陳列機………………………F5-211

消雪ノズル………………………M2-532

＊＊商品陳列ケース…………………F5-220〜220B

消雪バーナー……………………K8-40

＊＊商品陳列ケース用上枠…………F5-2911

消雪パイプブロック……………L2-541

＊ 商品陳列ケース用

消雪プール用ブロック…………L3-639

上枠材…………………………F5-2911

消雪用散水器……………………M2-532

＊＊商品陳列ケース用下枠…………F5-2912

消雪用散水具……………………M2-532

＊ 商品陳列ケース用

消雪用散水ノズル………………M2-532
消雪用水槽………………………L3-620

下枠材…………………………F5-2912
＊ 商品陳列ケース用

＊ 消息子……………………………J7-32

支柱材…………………………F5-2913

焦点鏡……………………………J1-610

＊ 商品陳列ケース用支柱…………F5-2913

床頭台……………………………D2-531〜531E

＊ 商品陳列ケース用

昇塔防止器………………………L2-169
昇塔防止具………………………L2-169

照明器具………………………D3-60
＊ 商品陳列ケース用

摺動具
建具用摺動具………………L5-93
小動物運搬箱用窓枠……………G1-59

縦枠材…………………………F5-2913
＊＊商品陳列ケース用縦枠…………F5-2913
＊ 商品陳列ケース用

＊ 小動物飼育鑑賞容器……………E0-110
小動物飼育小屋…………………E0-114

レール材………………………F5-2914
＊＊商品陳列ケース用

小動物飼育用篭…………………E0-110

レール材………………………F5-2914
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＊＊商品陳列台………………………F5-210〜210A､

意匠分類の記号

天井用照明器具……………D3-311〜313J

F5-210C

譜面台用照明器具…………D3-34

商品陳列台用支柱材……………D2-9111

噴水照明器具………………D3-63

商品陳列台用支柱………………D2-9111

プラグ付き

商品陳列台用棚板………………D2-9141

照明器具…………………D3-323

＊＊商品陳列棚………………………F5-210D

壁面じか付け

＊ 商品陳列棚用支柱材……………D2-9111〜9111B

照明器具…………………D3-321〜321J

＊ 商品陳列棚用支柱………………D2-9111〜9111B

壁面用照明器具……………D3-321〜323

商品陳列用台……………………F5-210〜210A

レコードプレヤー

F5-210C

用照明器具………………D3-34

商品販売台………………………F5-20

照明器具付き掛け鏡……………D2-633

商品引換券………………………F3-3421

照明器具付き鏡台………………D2-631

小便器……………………………D5-41

照明器具付き卓上鏡……………D2-635

小便器

照明器具付きついたて…………D2-04

取付け用小便器……………D5-41

照明器具付き机…………………D2-330〜330B

小便器フラッシュ

照明器具付きテレビジ

バルブ…………………………M2-533

ョン受像機用載置台…………D2-41A

小便器用マット…………………D5-44

照明器具付き電話機台…………H3-3192

消防車おもちゃ…………………E1-6310

照明器具付き

＊＊消防自動車………………………G2-230

取付け用湯沸し器……………D5-51

＊ 消防自動車おもちゃ……………E1-6310

照明器具付き水切り棚…………D1-231C

消防自動車用車体………………G2-230

照明器具付き

消防船……………………………G3-20

浴室天井板……………………D5-69

消防ホース乾燥塔………………L3-10

照明器具付き

消防ホース取付け用

ラジオ受信機…………………H3-7110

バンド…………………………M2-42

照明器具つり下げ用

消防ホース動力運搬車…………G2-221

アーム…………………………D3-31922

消防ホース箱……………………J6-39

照明器具つり下げ用

消防ホース用管接手……………M2-4113

接続具…………………………D3-31921

消防ホース用接手………………M2-4113〜4113B

照明器具取付け金具……………D3-31920

＊ 消防ホース用ノズル……………J6-31

照明器具取付け具………………D3-922

＊ 消防用帽子………………………B2-65

照明器具取付け台………………D3-922

照明器具

照明器具取付

音響機器用

ブッシング……………………H1-223

照明器具…………………D3-34

照明器具つり下げ金具…………D3-31920

歯科用照明器具……………D3-651

＊ 照明器具用移動台………………D3-923

ショーケース用

＊ 照明器具用回転自在器…………D3-910

照明器具…………………D3-60

＊ 照明器具用拡散透光板…………D3-392〜392B

寝台用照明器具……………D3-34
装飾用照明器具……………D3-61

照明器具用笠……………………D3-30
＊ 照明器具用笠カバー……………D3-921

棚付き机用

照明器具用飾り…………………D3-3190､D3-31911

照明器具…………………D3-34

照明器具用グローブ……………D3-312

天井埋込み

照明器具用コード

照明器具…………………D3-314〜314B

調節器…………………………H2-46

天井じか付け

照明器具用コード

照明器具…………………D3-313〜D3-313J
天井つり下げ
照明器具…………………D3-312〜312JB

調節具…………………………H2-46
＊ 照明器具用固定金具……………D3-922
＊ 照明器具用支持アーム…………D3-31921､D3-922
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照明器具用支持脚………………D3-923

照明付壁面パネル………………L4-320

照明器具用支持具………………D3-31921

照明灯付拡大鏡…………………J3-14

照明器具用スイッチ

照明灯用レンズ…………………D3-913

引紐係止具……………………H1-590

照明用拡散透光板………………D3-82

＊ 照明器具用ソケット

照明用グローブ…………………D3-312

カバー…………………………D3-910

照明用ハロゲン電球……………D3-100

照明器具用つり具………………D3-31921〜31922

＊ 照明用ルーバー…………………D3-810

照明器具用

＊ 照明用ルーバー材………………D3-812

つり下げ金具…………………D3-31921〜31922

＊ 照明用ルーバーリーフ…………D3-811

照明器具用つり下げ具…………D3-31921〜31922

＊ 照明ルーバー用つり具…………D3-819

照明器具用つり下げ紐…………D3-31922

しょう油差し……………………C5-310〜310FA

照明器具用透光板………………D3-392〜392B

しょう油注ぎ……………………C5-310〜310FA

＊ 照明器具用取付け金具…………D3-922

＊＊しょう油つぎ……………………C5-310〜310FA

＊ 照明器具用反射笠………………D3-911

少量液体用ろ過器………………K6-120

＊ 照明器具用反射板………………D3-911

少量ろ過用ろ過器………………K6-120

照明器具用保護カバー…………D3-912

鐘楼………………………………L3-10

照明器具用ルーバー……………D3-3910､D3-810

書架………………………………D2-511D

照明器具用
ルーバーリーフ………………D3-3911､D3-811
照明器付きエアー
コンディショナー……………D4-313

書画用具収納箱…………………F2-713
＊ 書画用パネル……………………F1-3250
＊ 食塩入れ…………………………C5-320〜320F
＊ 食塩電解槽………………………K6-3

照明器付きエアー

織機の緯糸フィーダ……………K5-190

コンディショナー……………D4-313

織機用給糸機……………………K5-160､K5-190

照明器付きつり戸棚……………D2-536

植栽用網枠………………………L2-30

照明器付手摺……………………L3-530

植栽用型枠………………………L2-221

照明具

織採用コンクリート

祭壇用照明具………………C7-142

ブロック………………………L2-2240

照明具付き掛け鏡………………D2-633

植字機

照明具付き壁掛け鏡……………D2-633

写真植字機…………………K0-230

照明具付き換気扇………………D4-51

食事用エプロン…………………B1-31〜31A

照明具付き収納棚………………D2-511

食酢注ぎ…………………………C5-310〜310FA

照明具付き扇風機………………D4-41E

植生踏板…………………………L2-30

照明具付き卓上鏡………………D2-635

植生土のう袋……………………L2-220､L2-61

＊ 照明具付きついたて……………D2-04

植生踏板…………………………L2-30､L6-1420

照明具付表示板…………………F5-10〜F5-10C

植生ブロック……………………L2-2244C

照明具付郵便ポスト……………L3-12

植生用網…………………………M1-103

照明具付き浴室用天井…………D5-69

植生用階段ブロック……………L2-2240

照明具用飾り……………………D3-3190

植生用くぎ………………………L2-220

照明具用スイッチ紐……………H1-590

植生用ネット……………………L2-220､L2-30

照明制御卓………………………H2-61B

植生用ブロック…………………K3-1560､L2-2244

照明付自動車用

L2-30

バックミラー…………………G2-901

植生用壁面構築用

照明付水耕栽培器………………K3-153

ブロック………………………L2-2240

照明付卓上水耕栽培器…………K3-153

植生擁壁用ブロック……………L2-2244C

照明付き卓立て鏡………………D2-635

食卓………………………………D2-310〜310E､

照明付きつり戸棚………………D2-536
照明付天井………………………L4-310

D2-32
＊＊食卓塩振り………………………C5-323〜323A

照明付き水切り棚………………D1-231C
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食卓用油差し……………………C5-310BA､

物品の名称

意匠分類の記号

＊ 食品刻み器用刃…………………C6-329

C5-310〜310FA

食品混合機用ボール……………K4-49

食卓用液体注ぎ…………………C5-310B､

食品ごみ入れ……………………C3-370

C5-310〜310FA

食品収納掛け棚…………………D1-231〜231D

食卓用かご………………………C5-220

食品収納ケース…………………C5-324〜324A

＊ 食卓用ごみ入れ…………………C5-0

食品収納箱………………………G1-50A

＊＊食卓用皿…………………………C5-210〜210J

食品収納容器……………………C5-320〜320F､

食卓用皿の柄……………………C5-2190

C5-324〜324A､

＊ 食卓用皿の飾り具………………C5-2190

G1-50A

＊ 食卓用皿のつり具………………C5-2190

食品真空冷却機…………………K4-0

食卓用塩ふり……………………C5-323

食品スライサー…………………C6-322､K4-30

食卓用食器カバー………………C5-511

食品成形器………………………K4-91

食卓用チーズ切り台……………C5-411〜411A

食品成形用型……………………C6-233

＊＊食卓用鉢…………………………C5-210〜210J

食品成型用金型…………………K4-91

＊ 食卓用鉢のふた…………………C5-3291

食品洗浄機………………………C6-70

食卓用フォーク…………………C6-113

食品洗浄器………………………C6-70

食卓用粉体ふり…………………C5-323

食品洗浄具つき容器……………C5-4540

食卓用マット……………………C1-6

＊ 食品洗浄容器……………………C5-4540

食卓用水差し……………………C5-310

＊ 食品陳列皿………………………F5-210

食卓用盛りかご…………………C5-220

＊ 食品陳列用仕切り板……………F5-2191

食卓用盛り器……………………C5-210

食品販売台………………………F5-20

＊＊しょく台…………………………D3-25〜25F

食品瓶詰め機……………………K0-61

燭台

食品包装機………………………K0-60

葬祭用燭台…………………C7-142

＊ 食品包装用フィルム

墓碑用燭台…………………C7-142
＊ 食鳥脱毛機用抜毛具……………K4-90

切断機…………………………F2-810
＊ 食品保温器………………………C5-430

食肉移動販売車…………………G2-230

食品保温盆………………………C5-432

食肉攪拌機………………………K4-40

食品保存容器……………………C5-320〜320F

＊ 食肉加工用成形器………………K4-91

食品保冷器………………………C5-430

食肉塩漬機………………………K4-0

食品蒸し機………………………K4-0

食肉截断機………………………K4-30

食品蒸し器………………………C5-4111､K4-70

食肉軟化機装填用刃……………K4-90

食品蒸し機用かご………………K4-90

＊ 食肉軟化機用替え刃……………K4-39

食品用攪拌機……………………K4-40

食肉用包装器……………………K0-60

＊ 食品用飾り具……………………A1-19

食肉類締付バンド………………C6-230

＊ 食品用かめ………………………C5-320〜320F

触媒………………………………K6-41

食品用容器………………………C5-0〜3291

触媒

食品用収納ケース………………C5-324〜324A

内燃機関用排気
ガス浄化用触媒…………K8-295

食品用生地練成機………………K4-40
＊ 食品用蓄熱具……………………C6-41

＊ 食パン……………………………A1-15〜15G

食品用チューブ立て……………C5-530〜530E

食品圧縮機………………………K4-0

食品用つぼ………………………C5-320〜320F

食品洗い機………………………C6-70

食品用びん受台…………………C5-530〜530E

食品運搬用ケース………………G1-50B

＊＊食品用ふた物……………………C5-320〜320F

食品運搬用容器…………………G1-50A
食品加工用鍋……………………K4-70

食品用ふた物の中仕切…………C5-3290
＊ 食品用のふた物のふた…………C5-3291

食品飾り具………………………A1-19
食品乾燥器………………………C6-72

食品用保温具……………………C6-41
＊＊食品用保存瓶……………………C5-320〜320F

＊ 食品刻み器………………………C6-320､K4-30

食品用保存容器…………………C5-320〜320F
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食品用保存容器のふた…………C5-3291
食品用保冷具……………………C6-41

意匠分類の記号

書状入れ…………………………F2-713
＊＊書籍………………………………F3-310

食品用盛りかご…………………C5-220

書籍ケース………………………F3-2921

食品用容器のふた………………C5-3291

書籍収納掛け棚…………………D1-231〜231B

食品冷却機………………………K6-6

書籍棚……………………………D2-511L

＊ 食品冷凍用型枠…………………K4-90

書籍展示棚………………………D2-511

植物育成機………………………K3-122
植物育成器………………………K3-1560

書籍用しおり……………………F3-3191
＊ 書籍用表紙………………………F3-2911

植物育成箱カバー………………K3-15691

食卓用油差し……………………C5-310〜310FA

植物育成用植生袋………………K3-120

書棚付き机………………………D2-332C､D2-332A

植物育成用容器…………………K3-122

書棚………………………………D2-511〜511L

植物栽培器………………………K3-122､K3-153

書棚

植物栽培槽………………………K3-122

机付き書棚…………………D2-513

植物栽培鉢用蓋…………………K3-15690

書棚、ロッカー付き机…………D2-02

植物栽培容器……………………K3-150､K3-1560

書棚付き机………………………D2-02､D2-332〜33

植物栽培用器具…………………K3-1560

書類分類カード…………………F3-1114

植物栽培用ケース………………K3-153

織機

植物栽培用

ジャガード織機……………K5-131

ベッドフレーム………………K3-151

人絹織機……………………K5-131

植物栽培用容器…………………K3-122､K3-1560

タオル織機…………………K5-131

植物栽培用容器の

タペット織機………………K5-131

通気板…………………………K3-122､K3-15690

ドビー織機…………………K5-131

植物細胞培養器…………………K6-71

帆布織機……………………K5-131

植物支え網………………………K3-151

綿織機………………………K5-131

植物支え枠………………………K3-151､L3-11

食器洗い器………………………C6-71〜71A

植物水耕栽培用基材……………K3-153

食器洗い機………………………C6-71〜71A

植物棚……………………………L3-11

食器洗い機付き流し台…………D5-1202

植物棚用屋根……………………L3-11

食器洗い機用

植物の支持具……………………K3-151
植物発芽器………………………K3-122

水切りざる……………………C6-79
＊ 食器おもちゃ……………………E1-410

植物培養器………………………K6-70

食器飾り具………………………C5-29

植物培養容器……………………K3-122､K3-150

食器カバー………………………C5-511

植物保護板………………………L2-30

＊＊食器乾燥機………………………C6-73

植物用支え枠……………………L3-11

食器乾燥器………………………C6-73

植物用支持杭……………………K3-151

食器乾燥器付き

植物用支柱………………………K3-150､L3-11

収納戸棚………………………D2-5160

植物用自動給水器………………K3-15690

食器乾燥機付き戸棚……………D2-5160

食物運搬手押車…………………G2-50

食器乾燥器付き流し台…………D5-1202

食物覆い…………………………C5-510

食器乾燥機付き

食物覆い用骨……………………C5-59

ワゴンテーブル………………C6-73

植物覆い用ろくろ………………C5-59

食器乾燥器付き

＊＊食用油つぎ………………………C5-310〜310FA

ワゴンテーブル………………C6-73

食用きのこ栽培用容器…………K3-123

食器乾燥機用食器カゴ…………C6-79

食用生クリーム製造機…………K4-51

食器乾燥機用水切り棚…………C6-79

食用油漉し機……………………K4-0

食器収納ケース…………………C5-5120

食用油漉し器……………………C5-314
食料保存処理機…………………K0-00
＊＊書見台……………………………F2-732

食器収納棚………………………D2-511〜511J
＊ 食器消毒機………………………C6-70
＊＊食器洗浄機………………………C6-71〜71A
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食器洗浄器………………………C6-71〜71A
＊ 食器洗浄機付き流し台…………D5-1202
食器洗浄機用温水機……………K8-31

物品の名称

意匠分類の記号

＊ ショベルおもちゃ………………E1-621
＊ ショベルカーおもちゃ…………E1-6310
＊ ショベル用柄……………………K3-169

＊ 食器洗浄機用

ショベル用匙……………………K3-169

水切りざる……………………C6-79
＊＊食器棚……………………………D2-511〜511L､

ショベル用握り柄………………K3-169
＊＊ショベルローダー………………K3-3210

D2-514

処理機

食器棚

スクラップ車両

テーブル付き

処理機……………………K0-50

食器棚……………………D2-513

厨かい処理機………………D5-192

食器棚用引手……………………D2-9312A

書類入れ袋………………………F2-7441

食器戸棚…………………………D2-511〜511K

書類かご…………………………F2-7120

＊ 食器はさみ具……………………C5-54

＊ 書類携帯具………………………F2-7441

＊ 食器保温器………………………C5-430〜430A

＊ 書類決裁箱………………………F2-7120

食器水切り容器…………………C5-455〜456､

書類細断機………………………F2-8120

C5-457A

書類細断機用刃…………………F2-8129

＊ 織機用おさ………………………K5-194

書類差し…………………………F2-73130

＊ 食器用飾り具……………………C5-29

書類収納キャビネット…………D2-533〜533BB

＊ 食器用飾り笹……………………C5-29

書類収納用筒……………………F2-7442

＊ 食器用飾り葉らん………………C5-29

＊ 書類製本機………………………F2-8341

＊ 織機用シャトル…………………K5-193

＊＊書類整理かご……………………F2-7120

織機用ドロッパー………………K5-190

書類整理皿………………………F2-7120

織機用ピッカー…………………K5-190
織機用ボビン……………………K5-192

書類整理棚………………………D2-511〜511L
＊＊書類整理箱………………………F2-7120

食器用水切りかご………………C5-455〜456

書類整理用ファイル……………F3-231

C5-457A

書類整理用トレー………………F2-7120

織機用木管………………………K5-190

書類立て…………………………F2-73130

ショックアブソーバ

書類とじ具………………………F2-620

自動二輪車用ショ

書類とじ込み用リング…………F2-620

ックアブソーバ…………G2-390

書類袋口用とじ具………………F2-620

ショックアブソーバー…………G2-2900､G2-390

書類袋……………………………F2-7441

＊ 食券自動販売機…………………J5-1020

書類袋

＊ 食券札……………………………F3-3413

携帯用書類袋………………F2-7441

ショッピングカート……………G2-52

書類保管キャビネット…………D2-533〜533BB

ショッピングカーの

書類保管庫………………………D2-533〜533AC

車体……………………………G2-59

ショルダーバッグ………………B4-1AB､B4-1BB､

食器洗い機付き流し台…………D5-1202

B4-1CB

＊ ショッピングカー
おもちゃ………………………E1-6316

消臭剤入れ………………………C4-310
＊ 商品陳列かご……………………F5-210E

書道用かばん……………………F2-741

消防ポンプ用台車………………G2-50〜G2-50A

＊ 書道用具携帯具…………………F2-741

紙葉類計数機……………………J4-41

書道用具携帯ケース……………F2-741

＊ 紙葉類結束機……………………K0-62

書道用具携帯バッグ……………F2-741

書画用水張具……………………F1-300

書道用具バッグ…………………F2-741

試料液体用保冷器………………K6-70

＊ 書道用下敷き……………………F2-121

資料置台付

＊＊ショベル…………………………K3-163､K3-32191
ショベル

テレビカメラ…………………H4-310
＊ 飼料用かくはん機………………K3-221

パワーショベル……………K3-3211

試料穀物乾燥機…………………K3-14810
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〔シリ〕
物品の名称

〔シン〕
意匠分類の記号

試料穀物乾燥機の

物品の名称

＊ 汁わん用ふた……………………C5-2191

試料収容箱……………………K3-14810

歯列矯正基板……………………J7-60

＊＊飼料裁断機………………………K3-221

白クマおもちゃ…………………E1-32AA

飼料裁断機の飼料送り

白ネギ栽培用ガード

ローラー………………………K3-221
飼料裁断機用切断刃……………K3-14391

意匠分類の記号

支持具…………………………K3-151
＊ シロホンおもちゃ………………E1-515

＊ 飼料裁断機用刃…………………K3-14391

芯

飼料截断機………………………K3-221

衣服用肩芯…………………B1-911

飼料截断機用切断刃……………K3-14391

襟芯…………………………B1-292

飼料選別機………………………K3-146

帯芯…………………………B2-190

飼料タンク………………………K3-1480

帯揚げ芯……………………B2-191

飼料タンク本体…………………K3-1480

カラー芯……………………B1-922

試料台……………………………K6-70〜K6-71

くつ用かかと芯……………B5-910

資料展示用画像入力機…………H4-30

くつ用土踏まず芯…………B5-910

飼料添加物挿入機………………K3-221

くつ用つま先芯……………B5-910

＊＊飼料粉砕機………………………K3-221

手芸用芯……………………C0-30

飼料籾米検定機…………………K3-146

石油ストーブ用

飼料用攪拌機……………………K3-221

燃焼芯……………………D4-291

飼料用截断機……………………K3-221

草履芯………………………B5-9120C

飼料用サイロ……………………K3-1480

草履の天芯…………………B5-9120C

飼料用タンク……………………K3-1480

灯芯…………………………D3-212

飼料用粉砕機……………………K3-221
＊ 視力計……………………………J7-341

包装用巻き芯………………F4-9114
＊ 信管………………………………J6-6

視力検査器………………………J7-341
視力測定器………………………J7-341

心機センサ………………………H1-550
＊ 鍼きゅう針………………………J7-53

視力測定車………………………G2-230
＊ 視力表用掛け台…………………J7-341

真空インタラプタ………………H1-519
＊ 真空開閉器………………………H1-511〜511A

シリングチャック………………K7-1912

＊＊真空管……………………………H1-740

シリンジ

＊ 真空管ソケット…………………H1-3443

歯科シリンジ………………J7-62

真空吸引機………………………K6-13

シリンダー

真空吸着工具……………………K1-30

エシリンダー………………K9-17

＊ 真空計……………………………J1-33

内燃機関用

＊＊真空遮断機………………………H1-511〜511A

シリンダー………………K8-291

真空成形機………………………K7-40

油圧シリンダー……………K9-17

真空断熱調理容器………………C5-40

シリンダー錠用鍵………………M3-223

真空注入機用注入器……………K0-00

シリンダーヘッド………………K8-291

真空凍結乾燥機…………………K0-41

シルク印刷機における

真空発生機………………………K9-0､K9-10､K8-5

印刷版ホルダー………………K0-229

真空噴射ポンプ…………………K8-50

＊ シルクスクリーン

真空包装機………………………K0-60

印刷機…………………………K0-220

真空ポンプ………………………K8-50

シルクスクリーン

真空ポンプ本体…………………K8-50

印刷機用スキージ……………K0-229

シンクロトロン……………………H0-10

シルクスクリーン

寝具用袋…………………………C1-0

印刷用製版器…………………K0-21

新建材取付け金物

シルクスクリーン

セット…………………………L4-329

プロセス用印刷枠……………K0-229

深耕機……………………………K3-110

＊ 汁わん……………………………C5-210〜210J

深孔ボール盤……………………K7-112
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〔シン〕
物品の名称

〔シン〕
意匠分類の記号

物品の名称

信号機

浸透排水管………………………L2-411､L2-411D､

交通信号機…………………J6-41

L2-412B

＊ 信号警報器付き
懐中電灯………………………D3-512

意匠分類の記号

振とう培養機……………………K6-70
＊ 芯研ぎ器…………………………F2-1230

＊ 信号警報機付き

芯取り器…………………………C6-313

手提電灯…………………………D3-522

振動乾燥機………………………K6-20

信号入力ペン……………………H5-925

振動杭打機………………………K3-322

＊ 信号用押しボタン………………H1-530A

＊＊振動計……………………………J1-43､J1-531

診察台……………………………J7-20

振動検知器………………………H1-550

診察用寝台………………………J7-20

振動混練機………………………K6-20

診察用机…………………………J7-360

振動子

伸縮糸入細巾織物地……………M1-621

水晶振動子…………………H1-430

＊ 伸縮管継ぎ手……………………M2-4111､M2-4113

振動センサー……………………H1-550

伸縮建具用ランナー……………L5-62

振動測定装置用

伸縮継手用止水樋材……………L4-231B

振動検出器……………………H1-550

伸縮門扉用キャスター
受具……………………………L3-5190

振動土篩分け機…………………K3-42
＊ 振動バレル研磨機………………K7-1162

伸縮門扉用支柱…………………L3-5190､L3-5410

振動バレル研磨機用

浸食防止用ブロック……………L2-2243

研磨槽…………………………K7-190

＊ 芯地接着機………………………K5-20

振動板

真珠養殖かご……………………K2-2

スピーカ用振動板…………H4-1390

新生児用寝台枠…………………J7-20
伸線機……………………………K7-130

振動篩用篩板……………………K3-490
＊＊振動ふるい分け機………………K3-146､K3-42

浸染機……………………………K5-151

振動篩分機………………………K3-42

伸線ダイス………………………K1-4032

振動横送りコンベア……………G1-10

浸染用布支持具…………………K5-150

心無し研削盤……………………K7-1160

深層施肥機………………………K3-121

進入禁止機………………………L3-530

深礎工用土留プレート…………L2-2121

進入灯用柱………………………L2-161

＊＊神像………………………………C7-17

＊ シンバル…………………………E4-20

親族系図表………………………F3-32

＊ 新聞………………………………F3-310

身体障害者用補助座席…………D2-150

＊ 新聞入れ…………………………D1-311〜311A

＊ 身体障害者用浴槽………………D5-310

新聞受け付き

＊ 身体鍛錬機………………………E3-010

郵便受け箱……………………D0-110

身体鍛錬具………………………E3-010

＊ 新聞受け箱………………………D0-110

寝台………………………………D2-210〜210E

＊＊新聞架……………………………D1-34

寝台掛け…………………………C1-12

新聞掛け…………………………D1-34

寝台用照明器具…………………D3-34

新聞掛け台………………………D1-34

寝台用照明具……………………D3-34

新聞収納箱………………………D1-33

寝台用側さく……………………D2-2190

新聞紙用狹持具…………………F2-625

寝台用ヘッドボード……………D2-2191〜2191B

新聞紙用はさみ具………………F2-625

寝台枠……………………………D2-210〜210B

＊ 新聞整理箱………………………D1-33

心出し棒
フライス盤

新聞綴り…………………………F2-625
＊ 新聞とじ具………………………F2-625

心出し棒…………………K7-193

新聞用保持棒……………………D1-34

診断用試験用具…………………K6-70

シンプル雪囲……………………L3-40

伸長具

芯棒

筆記具用伸長具……………F2-1194

トイレットペーパー

＊ 身長計……………………………J7-35

ホルダー芯棒……………C4-30
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〔シン〕
物品の名称

〔シン〕
意匠分類の記号

物品の名称

植物栽培用空気調和機…………D4-30

186

意匠分類の記号

〔ジー〕
物品の名称

〔ジキ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

＊ 磁気治療用磁気単位体…………J7-52
〔じ〕

＊ 磁気テープ………………………H4-410
磁気テープカセット……………H4-4192〜4192A

ジープおもちゃ…………………E1-6310

＊ 磁気テープ記憶機………………H5-31〜31A

次亜塩素ソーダ発生器…………K6-0

磁気テープ収納ケース…………H4-4194

＊＊ジアゾ複写機……………………J4-20

＊ 磁気テープ消磁器………………H4-492

＊ ジェットエンジン………………K8-20

＊ 磁気テープ複製機………………H4-430

＊ ジェットポンプ…………………K8-50

＊ 磁気テープ変換機………………H5-5

＊ 磁界説明器………………………F1-220

磁気テープマガジン……………H4-4192〜4192A

磁化活水器………………………K6-40

磁気テープマガジン

磁化活水器付吐水管……………K6-121A

収納ケース……………………H4-4194

磁化処理用ポット………………K6-120

磁気テープ用

＊＊地下足袋…………………………B5-4

インデックスカード…………F3-1114

＊ 地下足袋底………………………B5-9120E

磁気テープ用

地下足袋用周縁テープ…………B5-913

ヘッドイレーサー……………H4-492

じか付け用
スポットライト………………D3-620A

磁気テープ録画再生機…………H4-4520〜4523BB
＊ 磁気ディスク……………………H4-410

時間設定制御器…………………J2-0

磁気ディスク

＊ 時間割り表示器…………………F2-40

カートリッジ…………………H4-4195

自記圧力計………………………J1-46

磁気ディスクカメラ……………H4-312

自記圧力計用記録用紙…………F3-1131

磁気ディスク機

＊＊磁気カード………………………F3-1122

電子計算機用

磁気カード入れ…………………F2-7440
＊＊磁気カード読み取り機…………H5-440〜440B

磁気ディスク機…………H5-30〜30B
＊＊磁気ディスク記憶機……………H5-30〜30B

磁気開閉器………………………H1-511〜511A

磁気ディスク記憶機用

磁気回路素子……………………H1-70

スピンドルモーター…………H2-120

磁気活水器………………………K6-40

磁気ディスク記憶機用

＊ 磁気記録計………………………J1-46

電子素子付モータ……………H2-120

磁気記録再生機用キャ

磁気ディスク

プスタンモーター……………H2-120

スチルカメラ…………………H4-312

磁気記録計用ペン………………J1-91

磁気ディスクスチル

磁気駆動アーク熔接用
ヘッド…………………………K7-140

カメラ用グリップ……………H4-319
＊ 磁気ディスク内臓

＊＊磁気コンパス……………………J1-612
＊ 磁気シート………………………H4-410

カートリッジ…………………H4-4195
＊ 磁気ディスク用

磁気シートレコーダー…………H4-44

カートリッジ…………………H4-4195

磁気シート録音再生機…………H4-44

磁気ドラム機

磁気式エンコーダ………………H1-550

電子計算機用

＊ 磁気遮断器………………………H1-511

磁気ドラム機……………H5-30〜30B

磁器焼成用支持具………………K0-491

＊ 磁気ドラム記憶機………………H5-30〜30B

＊ 磁気スチルカメラ………………H4-312

磁気ドリルスタンド……………K1-3149

＊＊磁気選別機………………………K3-43､K6-121

磁気浮上搬送車…………………G2-0

磁器タイル用ドリル……………K1-4070A

磁気分光光度計…………………J1-521

磁気チャック……………………K7-1922

磁気ヘッド

＊ 磁気治療器………………………J7-52

テープレコーダー用

磁気治療器用誘導子……………J7-52

磁気ヘッド………………H4-493

磁気治療具………………………J7-52

磁気ヘッド収納容器……………G1-50A

磁気治療絆紐……………………J7-52

＊ 磁気ヘッド消磁器………………H4-492
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〔ジキ〕
物品の名称

〔ジテ〕
意匠分類の記号

自吸遠心ポンプ…………………K8-522

物品の名称

意匠分類の記号

＊ 磁石おもちゃ……………………E1-02

軸

磁石付き事務用
傘用軸………………………B3-892

クリップ………………………F2-6310

万年筆軸……………………F2-1149
軸受………………………………K9-1190

磁石付き止め具…………………F2-642
＊ 磁石付きばんそうこう…………J7-52

軸受具……………………………K9-110

磁石付きフック…………………D1-21A

軸受用スライダー………………K9-1190

磁石発電機の

軸受用プレート…………………K9-1190

点火信号発生器………………K8-292

軸継手……………………………K9-15

磁性工具…………………………K1-204

＊ 軸用止め輪の着脱具……………K1-250A

磁性体吸着器……………………K1-204

＊＊軸流圧縮機………………………K8-62

自走運搬車………………………G2-221

軸流サンドポンプ用

自走運搬台車……………………G2-221

ドリル…………………………K8-590

自走草刈機………………………K3-1430E

＊＊軸流送風機………………………K8-711

自走クレーン車…………………G2-230

＊ 軸流送風機用羽根車……………K8-711､K8-791

自走車走行レール………………G1-60

＊ 軸流送風機用保護枠……………K8-790

自走自動脱穀機…………………K3-144

軸流送風用羽根…………………K8-791

自走放水車………………………G2-230

軸流送風翼車……………………K8-790

実験台……………………………D2-30B

軸流ファン………………………K8-791

＊ 実験机……………………………D2-30B

＊＊軸流ポンプ………………………K8-521

実験動物飼育観察用

＊ 軸割り継ぎ手……………………K9-15

ケース…………………………K3-220

ジグソー

実験動物飼育器用

携帯用電動

保持枠…………………………K3-220

ジグソー…………………K1-3154

実験動物輸送用ゲージ…………G1-50

電動体取付け用

実験用かくはん機………………K6-20

携帯ジグソー……………K1-3154

実験用台…………………………D2-30B

＊ 字消し板…………………………F2-1220

実験用脱塩器……………………K6-3

字消し具…………………………F2-1220
事件発生報知灯…………………J6-30

実験用机…………………………D2-30B､D2-330A
＊ 実験用流し………………………D5-26

時刻表示器付き

実験用流し槽……………………D5-26

電気スタンド…………………D3-331

実験用ピペット…………………K6-72

＊ 時刻表示盤………………………H1-721

実験用薬液容器…………………K6-71

時刻表示板………………………H1-721

実演販売用ボックス……………L3-24

時刻表示部付
水耕栽培鉢……………………K3-153

実験用ピペット…………………K6-72
＊＊自転車……………………………G2-40

時刻表示用液晶表示器…………H1-721

自転車

事故自動車用移動車……………G2-60

三輪自転車…………………G2-40

＊ 時差早見具………………………F2-530

四輪自転車…………………G2-40

＊ 時差早見盤………………………F2-531

自転車アンテナ

自在かぎ…………………………D1-10

取付器具………………………H3-19

自在蝶番…………………………L5-64

自転車置台………………………L3-13

自在ドレン………………………L4-2321

自転車置場シェルター…………L3-231

樹脂製容器圧縮具………………K0-50

自転車置場の整理具……………L3-13

磁石

自転車置場の屋根………………L3-231
電磁石………………………H1-01

自転車おもちゃ…………………E1-6316

ドリルスタンド用

自転車ギャクランク……………G2-4952

電磁石……………………K1-3149

自転車組立車庫…………………L3-231

方位磁石……………………J1-612

自転車組立台……………………K1-55
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〔ジテ〕
物品の名称

〔ジテ〕
意匠分類の記号

物品の名称

自転車固定台……………………L3-13

自転車窓ガラス用

自転車載置台……………………L3-13

遮光板…………………………G2-29040

自転車車体………………………G2-4910

自転車用雨よけ…………………G2-490

自転車車輪用反射板……………G2-905
自転車収納具……………………L3-13

自転車用雨及び日よけ…………L3-231
＊＊自転車用雨よけ具………………G2-490

＊ 自転車収納庫……………………L3-231
自転車収納庫付

意匠分類の記号

自転車用雨天カバー……………G2-4931
＊ 自転車用大ギヤ…………………G2-4952

組立て車庫……………………L3-230A

自転車用置台……………………L3-13

自転車収納台……………………L3-13

自転車用回転反射器……………G2-905

自転車収納用スタンド…………L3-13

自転車用かご……………………G2-4940

自転車小児補助席用

自転車用かごの覆い具…………G2-4940

足乗せ具………………………G2-4942

自転車用かごのカバー…………G2-4940

自転車錠用取付金具……………G2-496

＊ 自転車用傘立て…………………G2-490

自転車錠用連結具………………G2-496

＊ 自転車用風切り…………………G2-904

自転車スポーク取付用

自転車用風よけ…………………G2-490

反射板…………………………G2-905

自転車用架台……………………L3-13

＊ 自転車タイヤ製造機……………K0-00

自転車用鞄入れ器………………G2-4940

自転車駐車台……………………L3-13

自転車用ガード付き

自転車用駐車台…………………L3-13
自転車駐車機……………………L3-13

ギャクランク…………………G2-4952
＊＊自転車用キャリパー

＊ 自転車陳列台……………………F5-210
＊ 自転車取付け電灯………………D3-521〜521B

ブレーキ………………………G2-4954
＊ 自転車用キャリパー

自転車取付け用
手提電灯………………………D3-521A
自転車の傘立て用

ブレーキケーブル……………G2-4955
＊＊自転車用キャリヤー……………G2-4941
＊＊自転車用ギヤクランク…………G2-4952

固定具…………………………G2-490

自転車用ギヤーカバー…………G2-4914､G2-4952

自転車の外装変速機用

自転車用ギヤーケース…………G2-4952

ガード…………………………G2-4951

自転車用ギヤー装飾板…………G2-4950

自転車のサドル…………………G2-4930

自転車用ギヤカバー……………G2-4952

二輪車の荷篭……………………G2-4940

自転車用ギヤカバー付

自転車の荷台……………………G2-4941

ギヤクランク…………………G2-4952

自転車のハンドル

自転車用

レバー用スリーブ……………G2-4955

大ギヤクランク………………G2-4952

自転車の婦人用サドル…………G2-4930

自転車用空気ポンプ……………K8-611

自転車のフレーム………………G2-4910

自転車用組立車庫………………L3-231

自転車のブレーキ

＊＊自転車用クランク………………G2-4952

操作用グリップ………………G2-4954

自転車用

自転車の補助車輪………………G2-9110

クランクシャフト……………G2-4952

自転車の前のホーク……………G2-4910

自転車用

自転車ハンドル用

クランクピンカバー…………G2-4950

グリップ………………………G2-4921
自転車ブレーキ

自転車用グリップ………………G2-4921
＊＊自転車用警音器…………………G2-906

レバー用カバー………………G2-4955
自転車変速機用操作

自転車用警報器…………………G2-906
＊ 自転車用

レバー…………………………G2-4955

コースターハブ………………G2-4911

自転車ペタルクランク…………G2-4950

自転車用後部反射器……………G2-905

自転車前変速機用直付

自転車用子供同乗器……………G2-4942

台座……………………………G2-4951

自転車用小荷物収納具…………G2-4941
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〔ジテ〕
物品の名称

〔ジテ〕
意匠分類の記号

物品の名称

自転車用小物入れ………………G2-4940

自転車用ダブルブレーキ

＊ 自転車用載置台…………………L3-13

レバー…………………………G2-4955

自転車用

自動車用チェーン………………K9-13

サイドスタンド………………G2-4915

自転車用チェーン

自転車用作業スタンド…………K1-55
＊＊自転車用サドル…………………G2-4930

意匠分類の記号

カバー…………………………G2-4914
＊＊自転車用チェーン

＊＊自転車用サドルカバー…………G2-4922､G2-4931

ケース…………………………G2-4914

自転車用サドルポスト…………G2-4930

自転車用チェンカバー…………G2-4914

自転車用シートピラー…………G2-4930

自転車用チェンケース…………G2-490､G2-4914

自転車用車体……………………G2-4910

自転車用チューブ………………G2-91190

自転車用車体フレーム…………G2-4910

自転車用駐車機…………………L3-13

自転車用車輪……………………G2-9110

自転車用テールランプ…………D3-7121

自転車用収納枠台………………L3-13

自転車用テールランプ

＊ 自転車用小児補助席……………G2-4942

ガード…………………………G2-490

自転車用照明発電機

自転車用ディスク

のカバー………………………G2-490

ブレーキ本体…………………G2-4954

＊＊自転車用錠………………………G2-496

自転車用ディスク

自転車用錠前……………………G2-496

ブレーキ………………………G2-4954

自転車用スイッチ付

自転車用時計付

電池ケース……………………G2-490

ハンドルポスト………………G2-4920

＊＊自転車用スタンド………………G2-4915､L3-13
自転車用
スピードメーター……………J1-311

自転車用トレーラー……………G2-60
＊ 自転車用ドレスガード…………G2-4912
＊＊自転車用泥よけ…………………G2-4913

自動車用スプロケット

自転車用泥よけ

ホイール………………………G2-4952

取付金具………………………G2-490

自動車用スポーク………………G2-91190

自転車用荷掛け…………………G2-4940

自転車用前証明灯付

＊ 自転車用荷かご…………………G2-4940

風防……………………………G2-490

自転車用荷かごカバー…………G2-4940

＊＊自転車用前照灯…………………D3-7120

自転車用荷かご取付板…………G2-490

自転車用全天候カバー…………G2-4931

自転車用荷台……………………G2-4941

＊ 自転車用走行距離計……………J1-311

自転車用荷台の補助具…………G2-4941

自転車用操作レバー……………G2-4955

＊ 自転車用荷箱……………………G2-4940

自転車用側灯……………………D3-7120

自転車用荷物入れ………………G2-4940

自転車用速度切換器

自転車用荷物かご………………G2-4940

カバー…………………………G2-4955

自転車用歯車ナットの

自転車用速度計…………………J1-311

取付け取り外し工具…………K1-250A

自転車用速度計

自転車用旗立て金具……………G2-490

センサー………………………G2-490

自転車用発電機…………………G2-490

自転車用速度計の

自転車用発電機カバー…………G2-490

取付具…………………………G2-490

自転車用発電機付き

＊＊自転車用タイヤ…………………G2-91192

前照灯…………………………D3-7120A

＊＊自転車用ダイナモ………………G2-490

自転車用発電機の

自転車用ダイナモ

駆動ローラ……………………G2-490

カバー…………………………G2-490

自転車用発電機の

＊ 自転車用ダイナモ付き

取付具…………………………G2-490

前照灯…………………………D3-7120A

自転車用発電機の

自転車用ダイナモの

泥よけ…………………………G2-490

保護カバー……………………G2-490
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〔ジテ〕
物品の名称

〔ジテ〕
意匠分類の記号

自転車用発電機の

物品の名称
＊＊自転車用

泥除け…………………………G2-490

ブレーキレバー………………G2-4955､G2-907

＊ 自転車用ハブ……………………G2-4911
自転車用ハブ軸支持

意匠分類の記号

自転車用ヘッドマーク…………G2-490
＊ 自転車用変速機…………………G2-4951

金具……………………………G2-4911

自転車用変速機

自転車用速さ計…………………J1-311

操作レバー……………………G2-4955

＊ 自転車用反射器…………………G2-905

自転車用変速機レバー…………G2-4955

自転車用反射鏡…………………G2-905

自転車用変速

自転車用反射板…………………G2-905
＊＊自転車用ハンドル………………G2-4920

操作レバー……………………G2-4955
＊ 自転車用変速レバー……………G2-4955

＊ 自転車用

自転車用

ハンドルカバー………………G2-4922
＊ 自転車用

変速レバーケース……………G2-4955
＊ 自転車用変速レバー

ハンドルグリップ……………G2-4921

ボックス………………………G2-4955

自転車用
ハンドルシステム………………G2-4920

自転車用ベル……………………G2-906
＊＊自転車用ペダル…………………G2-4953

自転車用ハンドルバー…………G2-490､G2-4920

自転車用ペダル取付具…………G2-4953

＊ 自転車用

自転車用ペダルの

ハンドルポスト………………G2-4920

サイドブレート………………G2-4953

自転車用バスケット……………G2-4940

自転車用ホイール………………G2-9110､G2-91190

自転車用バスケット

自転車用ホイールナット

取付金具………………………G2-490

締め付け具……………………K1-250

＊＊自転車用尾灯……………………D3-7121

自転車用ホイールナット

自転車用風防……………………G2-490

締付具…………………………K1-250

自転車用フラップ………………G2-4913

＊ 自転車用方向指示器……………G2-490､G2-908

自転車用フリーホイール

自転車用方向指示器付き

の取外具………………………K1-250
自転車用フリーホイール

前照灯…………………………D3-7120
＊ 自転車用方向指示灯……………D3-7120

の取外し具……………………K1-250

自転車用保管パレット…………L3-13

＊＊自転車用フレーム………………G2-4910

自転車用補助車輪………………G2-9110

自転車用フレーム材……………G2-920

自転車用前籠……………………G2-4940

自転車用フレーム巻き…………G2-490

自転車用前ギヤ変換器…………G2-4952

自転車用

自転車用前荷台…………………G2-4941

フロントキャリア……………G2-4940

＊ 自転車用前変速機………………G2-4951

自転車用

自転車用前変速機の

フロントホーク………………G2-490
自転車用フロントホーク

取付金具………………………G2-4950
＊＊自転車用前ホーク………………G2-4910

の継管…………………………G2-4910

自転車用モール

自転車用ブザー…………………G2-906

取付金具………………………G2-900

自転車用ブレーキ………………G2-4954

自転車用幼児補助席……………G2-4942

自転車用

自転車用ラック…………………L3-13

ブレーキカバー………………G2-4954

自転車用ランプ…………………D3-7120

自転車用ブレーキゴム…………G2-4954

自転車用ランプ掛け……………G2-490

＊＊自転車用

自転車用ランプブザー…………G2-906

ブレーキシュー………………G2-4954

自転車用リフレクター…………G2-905

自転車用ブレーキドラム

自転車用リム……………………G2-490､G2-91190

付きハブ………………………G2-4911

自転車用リム材…………………G2-920
自転車用リムブラシ……………G2-490
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〔ジテ〕
物品の名称

〔ジド〕
意匠分類の記号

物品の名称

自転車用リング錠………………G2-496

意匠分類の記号

自動車エンジンオイル用

自転車用レインコート…………B1-110

ろ過器…………………………K9-23

自転車用かさ立て………………G2-490

自動車エンジンの

自転車用チューブ………………G2-91190

オイルレベルゲージ…………K8-290

自転車用発電ランプ……………D3-7120A

自動車エンジン用

自動空き罐つぶし機……………K0-50

点火器…………………………K8-292

自動いか釣機……………………K2-00

自動車エンジン用

自動上包包装機…………………K0-60

燃料濾過器……………………K9-23

自動餌供給機……………………K3-222

自動車エンジン用

自動応答記録器付

排気管…………………………K8-295

無線電話機……………………H3-30

自動車エンジン用

自動折畳扉用召合せ框…………L5-1221

排気ガス浄化タンク…………K8-295

＊＊自動改札機………………………J5-40

自動車エンジン用

自動貸出し機

ファン…………………………K8-290

傘自動貸出し機……………J5-20

自動車置場………………………L3-230A

靴自動貸出し機……………J5-20

＊＊自動車おもちゃ…………………E1-6310

パチンコ玉

＊ 自動車おもちゃ用

自動貸出し機……………J5-21

シャーシ………………………E1-6319

＊＊自動かんな盤……………………K7-22

＊ 自動車おもちゃ用車輪…………E1-6319

自動給紙機用紙捌き機…………K0-1

自動車おもちゃ用

自動草刈り機の刃………………K3-14391
自動靴みがき機…………………C3-11

タイヤ…………………………E1-6319
＊ 自動車おもちゃ用

自動組立機………………………K0-020､K0-03

バンパー………………………E1-6319

自動現金取扱機…………………J5-33

自動車おもちゃ用

自動梱包機………………………K0-62

レール…………………………E1-6361

自動魚釣機………………………K2-00

自動車及び自動二輪車

自動作図機………………………H5-451

用ハンドルカバー……………G2-4922

自動三輪車………………………G2-20､G2-30〜30D

自動車飾板固着具………………G2-2900

自動三輪車用キャリア…………G2-3951

自動車創板の

自動三輪車用フレーム…………G2-390

固定用クリップ………………G2-900

自動止水栓………………………M2-530

自動車カバーの収容袋…………G2-2901

自動車……………………………G2-210〜210A

自動車玩具………………………E1-6310

自動車

自動車ギアノブカバー…………G2-2960

構内牽引自動車……………G2-221

自動車空調用

子供用自動車………………E2-521

温度調節器……………………D4-350

ゴルフ用乗用

自動車空調用熱交換器…………K6-50､K6-50A

自動車……………………G2-213

自動車

消防自動車…………………G2-230

クラッチディスク……………K9-16

乗用自動車…………………G2-210

自動車計器用表示板……………G2-2930､G2-2933

雪上自動車…………………G2-233

自動車警報器……………………G2-906

自動車いす用

自動車牽引用

ヘッドレスト…………………D2-190

トレーラー……………………G2-60

自動車用窓ガラス昇降

自動車サイド窓ガラス用

操作器…………………………G2-2906

遮光シート……………………G2-29040

自動車運転状態表示盤…………G2-2934

自動車座席のひじ掛け…………G2-2960

＊ 自動車運転席用いす……………D2-1531

自動車座席用敷物………………D2-195

＊ 自動車運転席用腰掛け…………D2-1531

自動車シートベルト……………G2-2943
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物品の名称

〔ジド〕
意匠分類の記号

物品の名称

自動車シートベルト

意匠分類の記号

自動車タイヤ防滑具用

固定具…………………………G2-2943

芯部材…………………………G2-9039

自動車シートベルトの

自動車タイヤ

カバー…………………………G2-293

防滑チェーン…………………G2-9030

自動車シート用

自動車タイヤ防滑

背もたれカバー………………D2-195

チェーン用掛け止め

自動車室内用テーブル…………G2-2960

バンド…………………………G2-9039

自動車室内用

自動車タイヤ防滑

バックミラー…………………G2-901

チェーン用掛止

＊ 自動車車体

バンド…………………………G2-9039

装飾用シール…………………F3-412

自動車タイヤ防滑

自動車車輪用

チェーンの緊張具用

バルブ押し具…………………K1-2010

フック…………………………G2-9039

自動車修整用の

自動車タイヤ用

自動車固定台…………………K1-2010

スパイクピン…………………G2-91190

自動車修理作業用寝台…………K1-55

自動車タイヤ用滑止具…………G2-9030

自動車自力脱出用

自動車タイヤ用

ウインチ………………………G1-20

デプスゲージ…………………J1-120

自動車ステアリング

自動車タイヤ用防滑具…………G2-9030､G2-9039

ホイール………………………G2-2931

自動車タイヤ用レンチ…………K1-2324

自動車整備用

自動車ディスクブレ

作業工具台……………………K1-50

ーキ用パッド…………………G2-907

自動車整備用昇降機……………G1-30

自動車電話機……………………H3-312

＊ 自動車整備用リフト……………G1-30

自動車電話機本体………………H3-312

自動車整備用リフトの

自動車灯具用レンズ……………D3-7191､D3-913

車体支持アーム………………G1-390

自動車搭載家屋…………………G2-611

自動車整備用リフトの

自動車塗装用

部品……………………………K1-2010

ドアマスクシート……………K0-39

自動車背もたれシート…………D2-195

自動車扉開閉用

自動車前照灯用雨よけ…………D3-7190

軸受支持金具…………………G2-2906

＊ 自動車前照灯用カバー…………D3-7190

自動車扉開閉用

＊ 自動車前照灯用

スプリングロッド……………G2-2906

ストーンガード………………D3-7190

自動車扉用ハンドル……………G2-2960

＊ 自動車前照灯用

自動車ドア解錠工具……………K1-2010

ソケットカバー………………D3-7190

自動車ドア開閉用

自動車前照灯用

リンク継手……………………G2-2906

保護カバー……………………D3-7190

自動車ドア用

＊ 自動車前照灯用レンズ…………D3-7191

インサイドハンドル…………G2-2960

自動車前部の

自動車ドア用ハンドル…………G2-2960

保護カバー……………………G2-2901

自動車ドア用

自動車走行テスト

プロテクター…………………G2-2955

トラック用タイル……………L6-1420

自動車ナンバー

自動車走行テスト用

プレート取付枠………………G2-2952

トラック………………………L2-51

自動車ナンバー

自動車阻止用棚柱………………L3-5410

プレート用台座………………G2-2952

自動車タイヤ……………………G2-91191

自動車荷台用

自動車タイヤ滑止め具…………G2-9039

荷物収納ボックス……………G2-2954

自動車タイヤ防滑具……………G2-9039
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〔ジド〕
意匠分類の記号

物品の名称

自動車荷台用

意匠分類の記号

自動車のバックミラー…………G2-901

荷物取付具……………………G2-2954

自動車の防霜用

自動車荷台用物取付具…………G2-2954

ゴムシート……………………G2-2901

自動車荷台用枠…………………G2-2900

自動車の窓ガラスの

自動車二輪車用

霜取り具………………………G2-2941

熱交換器………………………K8-296

自動車の窓ガラス用

自動車のアームレスト…………G2-2960

周縁モール……………………G2-921

自動車の悪路脱出器……………G2-2903

自動車の盲域視認器……………G2-901

自動車のウインド

自動車排気ガス浄化器…………K8-295

ワイパーブレード……………G2-2941

自動車板金修理用当金…………K1-2010

自動車のサイドミラー…………G2-901

自動車板金用ハンマー…………K1-24210

自動車のサイドミラー

自動車バンパー…………………G2-2911

用バイザー……………………G2-901

自動車日よけ等の

自動車のサイドミラー

取付金具………………………G2-2900

用ミラー………………………G2-901

自動車部品保管用容器…………G1-50A〜50B

自動車用

自動車部品用載置台……………G1-50

座席カバーシート……………D2-195

自動車ブレーキ表示灯

自動車のシートベルト

付き方向指示灯………………D3-7111

用反射具………………………G2-2943

自動車ブレーキ用

自動車のシフトレバー

オイルタンク…………………G2-292

のカバー………………………G2-2960

自動車ブレーキ用コン

自動車の車間距離

ビネーションバルブ…………G2-907

表示器…………………………G2-2934

自動車変速機用

自動車のタイヤチェー

油圧制御電磁弁………………K9-18

ン取付用補助台………………G2-9039

自動車変速用

自動車のタイヤ防滑具…………G2-9039

インジケータ…………………G2-2934

自動車のタイヤ防滑

自動車用ペダルカバー…………G2-2930

チェーン………………………G2-9030

自動車ホイール…………………G2-9111

自動車のタイヤ防滑

自動車ホイール用ハブ…………G2-91190

チェーン取付け板……………G2-9039

自動車ホイール用

自動車のタイヤ防滑チ

防塵カバー……………………G2-91190

ェーン取付けバンド…………G2-9039

自動車ホイール

自動車のタイヤ防滑用

ロックナット…………………M3-113

スパイクピン…………………G2-9039

自動車保管用ラック……………L3-13

自動車の

自動車用

トランクカバー………………G2-2901

ボディーカバー………………G2-2901

自動車のドアーモール…………G2-921

自動車マット洗浄機……………J0-1

自動車のドアスイッチ

自動車窓ガラス保持具…………G2-2900

用カバー………………………G2-2960

自動車窓ガラス用

自動車のドアの取手……………G2-2950

霜よけシート…………………G2-2901

自動車のドア保護具……………G2-921

自動車窓ガラス用

自動車の泥よけ…………………G2-900

霜除シート……………………G2-2901

自動車のナンバー

自動車用窓ガラス

プレート用台板………………G2-2952

遮光板…………………………G2-29040

自動車のハンド

自動車窓ガラス用

ブレーキグリップ……………G2-2930

遮光板…………………………G2-29040

自動車の

自動車窓ガラス用

ハンドルカバー………………G2-2962

遮蔽板…………………………G2-29040
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〔ジド〕
物品の名称

〔ジド〕
意匠分類の記号

物品の名称

自動車窓用風よけ………………G2-904

自動車用飲料容器

自動車窓用遮光板………………G2-29040

保持具…………………………G2-2960

自動車窓用モールデ

自動車用ウィンド

ィングの取付具………………G2-921

ウォッシャタンク……………G2-2941

自動車窓用

自動車用ウィンド

モールディング………………G2-921
自動車窓枠モール用

ウォッシャノズル……………G2-2941
＊＊自動車用ウィンド

固定具…………………………G2-2900
自動車窓枠用緩衡材……………G2-920

意匠分類の記号

ワイパー………………………G2-2941
＊ 自動車ウィンド

自動車ミラー……………………G2-901

ワイパー洗浄水噴射

自動車屋根用荷台………………G2-2954

ノズル…………………………G2-2941

自動車屋根用荷台の

自動車用運転状態

荷物支持台……………………G2-2954
自動車用アース金具……………G2-2900

表示盤…………………………G2-2934
＊ 自動車用

自動車用アームレスト…………G2-2960
自動車用アウトサイド

エアークリーナー……………D4-353
＊ 自動車用エアーコン

バックミラー…………………G2-901､G2-901A

ディショナー表示板…………G2-2934

自動車用アウトサイド

自動車用エアーコン

ミラー…………………………G2-901､G2-901A
自動車用アクセル

ディショナー…………………D4-351
＊ 自動車用

ペダル調節器…………………G2-2930

エアースポイラー……………G2-2953

自動車用アクセル

自動車用エアー

ペダルパッド…………………G2-2930

スポイラー取付具……………G2-2900

＊ 自動車用悪路脱出器……………G2-2903

自動車用エアコン

自動車用悪路脱出具……………G2-2903

ディショナー表示板…………G2-2934

自動車用雨よけ具………………G2-29041

自動車用遠隔操作盤……………G2-2930

自動車用安全ベルトの

自動車用エンジン………………K8-20

バックル本体…………………G2-2943

自動車用エンジン

自動車用アンテナ………………H3-112

オイル交換機…………………K9-240

自動車用アンテナ

自動車用エンジン

支持具…………………………H3-19

オイルフィルター……………K9-23

自動車用アンテナ付

自動車用エンジンキー…………M3-223

リアガラス……………………G2-2912

自動車用エンジンの

自動車用アンテナ

ヘッドカバー…………………K8-290

取付具…………………………H3-19､G2-2900

自動車用エンジンの

自動車用アンテナの

ロッカーカバー………………K8-290

取付台…………………………H3-19

自動車用エンジン

自転車用アンテナの

フード…………………………G2-2910

取付金具………………………H3-19

自動車用エンジン

自動車用いす……………………D2-1530〜1531

ヘッドカバー…………………K8-290

自動車用

自動車用エンジン用

インジケーター………………G2-2934

カバー…………………………K8-296

＊＊自動車用インストル

自動車用エンジン

メントパネル…………………G2-2933

ルームカバー…………………G2-2900

自動車用インストル

自動車用エンジン

メントパネル枠体……………G2-2933

冷却ファン……………………K8-296

自動車用インナードア

自動車用オートワイ

ーハンドルグリップ…………G2-2960

パー用雨滴感知器………………G2-2950
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〔ジド〕
物品の名称

〔ジド〕
意匠分類の記号

物品の名称

＊ 自動車用オーバーヘッド

自動車用

コンソール……………………G2-2961

クラッチディスク……………K9-16

自動車用オイル

自動車用クランク………………K8-291

クリーナー……………………K9-23

自動車用グラフィック

自動車用オイル交換器…………K9-241

イコライザー…………………H4-163

自動車用オイル取替

自動車用グリル…………………G2-2913

時期表示器……………………G2-2934
自動車用オイル

意匠分類の記号

自動車用ケーブルノブ…………G2-4955
＊＊自動車用警音器…………………G2-906

リザーバ………………………K8-294

自動車用計器……………………G2-2933〜2934

自動車用屋上荷台………………G2-2954

自動車用計器付計器盤…………G2-2933

自動車用カーテン

自動車用計器取付盤……………G2-2933

レールの端留め具……………G2-2900

自動車用計器取付枠……………G2-2933

自動車用回転計…………………J1-311

自動車用計器板…………………G2-2933

自動車用鍵………………………M3-223

自動車用計器盤…………………G2-2933〜2934

自動車用傘収納ケース…………G2-2960

自動車用計器盤取付枠…………G2-2933

自動車用傘立て…………………D1-35､D1-35B

自動車用計器パネル……………G2-2933

自動車用飾り板…………………G2-904

自動車用計器表示板……………G2-2933

自動車用飾板固着具……………G2-2900

自動車用警光器付き

自動車用飾り具…………………G2-904

警音機…………………………G2-906

自動車用風きり…………………G2-2953､G2-904

自動車用警告灯取付具…………G2-2950

自動車用カバー…………………G2-2901

自動車用警告表示板……………G2-2934

自動車用缶ホルダー……………G2-2960

自動車用警笛発生器……………G2-906

自動車用ガラス周縁

自動車用警笛ボタン……………G2-2930

モール…………………………G2-921

自動車用警報器…………………G2-906

自動車用ガラス修復器…………K1-2010

自動車用警報発音器

自動車用ガラス修復器

収納箱…………………………G2-900

の補修液注入器………………K1-00､K1-2010

自動車用牽引ロープ……………G1-00

自動車用キー……………………M3-223

自動車用

自動車用キャリア………………G2-2954

コーナーランプ………………D3-7110

自動車用キャリパー

自動車用コーナー

ブレーキ本体…………………G2-4954

ランプ付き前照灯……………D3-7110

自動車用吸用盤付鏡……………G2-901

自動車用

自動車用金庫……………………D2-561

コーナリングランプ…………D3-7110

＊＊自動車用クーラー………………D4-351

自動車用工具整理箱……………K1-53

＊ 自動車用空気清浄機……………D4-350､D4-353

自動車用後視鏡…………………G2-901

自動車用空気清浄器……………D4-350､D4-353

自動車用後写鏡…………………G2-901

自動車用空気清浄器

自動車用後側面

吹き出し口……………………D4-359

窓ガラス………………………G2-2912

自動車用空気整流器……………G2-2953

自動車用後退警音器……………G2-906

自動車用空気整流体……………G2-2953

自動車用後退灯…………………D3-7111

自動車用空気整流板……………G2-2953

自動車用後部

自動車用空気調節機……………D4-350､D4-351

確認ミラー……………………G2-901〜901A

自動車用空気調節器……………D4-350､D4-351

自動車用後部警報器……………G2-906

自動車用空気調節器

自動車用後方確認

吹き出し口……………………D4-359

レンズ板………………………G2-900

自動車用空気調和機……………D4-350､D4-351

自動車用交流発電機……………H2-110

自動車用空気流量

自動車用国旗取付金具…………G2-2900

調整器…………………………K8-295
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物品の名称

〔ジド〕
意匠分類の記号

物品の名称

自動車用子供安全
シート…………………………D2-14M

自動車用シートベルト…………G2-2943
＊ 自動車用シートベルト

自動車用子供いす………………D2-14M

取付け金具……………………G2-2943

自動車用子供シート……………D2-14M

自動車用シートベルト

自動車用子供補助

取付具…………………………G2-2943

シート…………………………D2-14M

自動車用シートベルト

自動車用小物入れ………………G2-2960

取付案内具……………………G2-2943

＊＊自動車用コンソール……………G2-2960〜2961

自動車用シートベルト

自動車用コンソール

の肩当て………………………G2-2943

ボックス………………………G2-2960〜2961

自動車用シートベルト

自動車用コントロール

のガイドレール………………G2-920

スイッチ………………………G2-2930

自動車用シートベルト

＊ 自動車用コントロール

の駆動用ガス発生器…………G2-2940

ポール…………………………G2-2942

自動車用シートベルト

＊ 自動車用ごみ箱…………………C3-370〜370C
自動車用サイドコン

の係止員………………………G2-2943
＊ 自動車用シートベルト

ビネーションランプ…………D3-7110
自動車用サイド

の調節金具……………………B9-140A､G2-2943
＊ 自動車用シートベルト

スポイラー……………………G2-2953

のバックル……………………B9-130､B9-130C

自動車用サイドターン

自動車用シートベルト

ライト…………………………D3-7110

巻取具…………………………G2-2943

＊＊自動車用サイド

自動車用シートベルト

バイザー………………………G2-29041

用パッド………………………G2-2940

自動車用サイド

自動車用

バイザー取付け具……………G2-2900
自動車用サイド

意匠分類の記号

シガーライター………………G2-2960
＊ 自動車用識別標示灯……………F5-11

バイザーの取付材……………G2-920

自動車用室内照明具……………D3-7110

自動車用サイド

自動車用室内照明灯……………D3-7110

ブレーキバー…………………G2-2930

自動車用室内電灯………………D3-7110

＊＊自動車用サイドミラー…………G2-901〜901A

自動車用室内灯…………………D3-7110

自動車用サイドミラー

自動車用室内灯付

カバー…………………………G2-900

ルームミラー…………………G2-901

自動車用サイドミラー

自動車用室内ベンチ

の鏡……………………………G2-901

レータ吹き出し口……………D4-359

自動車用サイドランプ…………D3-7110

自動車用室内ライト……………D3-7110

＊＊自動車用サンバイザー…………G2-29040

自動車用

自動車用サンバイザー

シフトスイッチ………………G2-2930

の掛止具………………………G2-2900

自動車用

自動車用座席……………………D2-1531
自動車用座席

シフトノブカバー……………G2-2960
＊＊自動車用シフトレバー…………G2-2932

アームレスト…………………D2-194

自動車用シフトレバー

自動車用座席カバー……………D2-195

カバー…………………………G2-2960

自動車用座席の肘掛け…………D2-194

自動車用シフトレバー

自動車用座席補助防具…………G2-2940
＊＊自動車用シート…………………D2-1530､D2-1531

グリップ………………………G2-2932
＊ 自動車用シフトレバー

自動車用シートカバー…………D2-195

ノブ……………………………G2-2932

自動車用シート

自動車用遮光板…………………G2-29040

ヘッドレスト…………………D2-190

自動車用車体おおい……………G2-2901
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〔ジド〕
意匠分類の記号
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＊ 自動車用車体カバー……………G2-2901

自動車用ステアリング

自動車用車幅灯…………………G2-2942
自動車用車輪運搬車……………G2-50

ハンドル………………………G2-2930
＊＊自動車用ステアリング

＊＊自動車用車輪……………………G2-9111
自動車用車輪運搬車……………G2-50A〜50B

ホイール………………………G2-2931
＊ 自動車用ステアリング

自動車用車輪止具………………G2-2902

ホイールカバー………………G2-2962

＊ 自動車用車輪止め………………G2-2902､L2-5210

自動車用

自動車用車輪ホイール…………G2-9111

ストップランプ………………D3-7111

自動車用車輪防滑敷板…………G2-2900

自動車用ストップラ

自動車用車輪リム………………G2-9111〜91190

ンプ付スポイラー……………G2-2953

自転車用

自動車用

シューズボックス……………D2-570

ストライプテープ……………G2-904

自動車用収納箱…………………D2-570

自動車用スナップピン

自動車用手動ジャッキ…………G1-32

取りはずし工具………………K1-2010

自動車用消音器…………………G2-902

自動車用スピーカー

自動車用衝撃吸収器……………G2-2911

カバー…………………………H4-1391

自動車用昇降足場板……………G1-020

自動車用スピーカー

自動車用消臭器…………………D4-353

グリル…………………………H4-1391

自動車用ショック

自動車用スピーカー

アブソーバー…………………G2-2900

取付台…………………………H4-1390

自動車用照明灯…………………D3-7110〜7110A

自動車用スピーカー

自動車用照明灯コン

パネル…………………………H4-1391

トロールスイッチ……………G2-2930

自動車用スピーカー

自動車用飾板保持具……………G2-904

ボックス………………………H4-131C〜131CA

車両用ショック

自動車用スピード

アブソーバー…………………G2-292

警報器…………………………G2-2940

自動車用

自動車用スプリング

シリンダーヘッド……………K8-291

交換着脱具……………………K1-2010

自動車用シリンダー

自動車用滑止具…………………G2-9030

ヘッドカバー…………………K8-291

自動車用滑り止め

自動車用磁気コンパス…………J1-612

チェーン………………………G2-9030

＊＊自動車用錠………………………M3-223､G2-2905
自動車用状態表示盤……………G2-2933

自動車用スポイラー……………G2-2953
＊ 自動車用

自動車用蒸発燃料ガス

スポットランプ………………D3-7110A

制御弁…………………………K8-294
自動車用情報表示器……………G2-2934

自動車用静電気防止具…………G2-2900
＊ 自動車用制動灯…………………D3-7111

自動車用垂直昇降機……………G1-30

自動車用制動灯付き

自動車スイッチ

リアスポイラー………………G2-2953

操作盤…………………………G2-2930

自動車用雪路脱出

自動車用スイッチ付き

補助具…………………………G2-2903

ドア内取手……………………G2-2960

自動車用洗浄機…………………J0-1

＊ 自動車用
スキーキャリヤー……………G2-2954

意匠分類の記号

自動車用洗滌機の本体…………J0-1
＊＊自動車用前照灯…………………D3-7110〜7110A

自動車用スキーハンガー

自動車用前照灯カバー

の支持脚………………………G2-2954

支持板…………………………D3-7190

自動車用ステアリング

自動車用前照灯カバー…………D3-7190

錠………………………………G2-2905

自動車用前照灯
取付け枠………………………D3-7190
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自動車用前照灯レンズ…………D3-7191

意匠分類の記号

自動車用タイヤ止め

自動車用前側面

ブロック………………………L2-5210

窓ガラス………………………G2-2912

自動車用タイヤの防滑

自動車用走行案内器の

ネット…………………………G2-9030

操作盤…………………………G2-2930

自動車用

＊ 自動車用走行距離計……………J1-311

タイヤホール…………………G2-9111

自動車用走行情報

自動車用タイヤ防滑具…………G2-9039

計算機…………………………G2-2934

自動車用太陽電池………………H1-83

自動車用走行情報

自動車用

表示器…………………………G2-2934

ダッシュボード………………G2-2933

自動車走行速度

自動車用暖房機…………………D4-352

調整器…………………………G2-292

自動車用

自動車用

チェンジレバー………………G2-2932

走行方位指示器………………G2-2934

自動車用

自動車用操作盤…………………G2-2930､G2-2960

チェンジレバーノブ…………G2-2932

自動車用装飾金具………………G2-904

自動車用駐車機…………………L3-230

＊ 自動車用装飾具…………………G2-904､G2-29040

自動車用テーブル………………G2-2900

自動車用装飾板…………………G2-904

自動車用

自動車用操縦機器の

テーププレーヤー……………H4-434B〜434BA

前面パネル……………………G2-2960

自動車用テールランプ…………D3-7111､G2-2960

自動車用操縦状態

自動車用停止表示灯……………D3-7111

表示盤…………………………G2-2933

自動車用テールライト…………D3-7111

自動車用速度計…………………J1-311

自動車用テレビ受像機

自動車用側面反射器……………G2-905

付バックミラー………………G2-901

自動車用走行距離計……………J1-311

自動車用テレビ付

自動車用外取手…………………G2-2950

バックミラー…………………G2-901

自動車用増幅器…………………H4-1504A

自動車用点火器…………………K8-292

自動車用ターボ

自動車用点火コイル……………K8-292

チャージャーカバー…………K8-290
自動車用ターン

自動車用点検表示器……………G2-2934
＊ 自動車用ディスクブレ

シグナルランプ………………D3-7110

ーキピストン押開具…………K1-2010

＊＊自動車用タイヤ…………………G2-91191

自動車用

自動車用タイヤ

ディスクブレーキ……………G2-907

滑り止め………………………G2-2903

自動車用ディスク

自動車用タイヤ滑止具…………G2-9030

ブレーキパッド………………G2-907

自動車用

自動車用ディスク

タイヤチェーン………………G2-9030

ブレーキキャリパー…………G2-907

自動車用タイヤ

自動車用

チェーン取付具………………G2-9039
自動車用タイヤ

ディスクホイール……………G2-9111
＊ 自動車用デフレクター…………G2-2953

チェーン取付台………………G2-9039

自動車デフレクター……………G2-2953

自動車用タイヤ

自動車用電線止具………………H2-4260

チェーンの係止具……………G2-9039

自動車用電動ジャッキ…………G1-31

自動車用タイヤ

自動車用電波受信器付

チェーンバンド………………G2-9039

バックミラー…………………G2-901

自動車用タイヤチェ

自動車用電波受信器……………G2-901

ーンの取付補助具……………G2-9039

自動車用電話機…………………H3-312
自動車用電話機本体……………H3-312
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自動車用搭載家屋………………G2-611

意匠分類の記号

自動車用ドアミラー

自動車用盗難防止機……………G2-2940

カバー…………………………G2-901

自動車用扉装飾具………………G2-2950

自動車用ドアランプ……………D3-7110

自動車用扉の内張り……………G2-2960

自動車用ドアロック……………G2-2906

自動車用扉の

自動車用ドアロック

開扉表示器……………………G2-2934

装置のストライカー…………G2-2606

＊ 自動車用扉縁金具………………G2-2955

自動車用導風器…………………G2-2953

自動車用トランク………………G2-2960
自動車用トランクの錠…………G2-2905

自動車用導風板…………………G2-2953
＊＊自動車用泥よけ…………………G2-2910､

自動車用

G2-2950〜2951

トランクリッド………………G2-2910

自動車用泥除け…………………G2-2951

自動車用ドアー…………………G2-2910

自動車用泥よけ取付具…………G2-2951

自動車用ドアー

自動車用泥除取付具……………G2-2951

インサイドハンドル…………G2-2960

＊＊自動車用内燃機関………………K8-20

自動車用ドアー

自動車用内燃機関

グリップ………………………G2-2950､G2-2960

保護カバー……………………K8-290

自動車用ドアー外取手…………G2-2950

自動車用

自動車用ドアーの

ナンバーフレーム……………G2-2952

内張り…………………………G2-2960

自動車用ナンバー

自動車用

プレート取付け枠……………G2-2952

ドアーハンドル………………G2-2950､G2-2960

自動車用ナンバー

自動車用ドアーミラー…………G2-901､G2-901A

プレートカバー………………G2-2950

自動車用ドアーロック

自動車用ナンバー

装置のストライカー…………G2-206

プレート取付板………………G2-2952

自動車用ドア

自動車用ナンバー

アームレスト…………………G2-2960

プレート保護枠………………G2-2952

自動車用ドア

自動車用ナンバー

インサイドハンドル…………G2-2960

プレート取付具………………G2-2952

＊ 自動車用ドア内取手……………G2-2960

自動車用ナンバー

自動車用ドア内把手……………G2-2960

プレートフレーム……………G2-2952

自動車用ドア内張り……………G2-2960

自動車用荷籠……………………G2-3950

自動車用ドアエッジ

自動車用荷台……………………G2-2954

保護モール……………………G2-921

自動車用荷台の取付具…………G2-2954

＊ 自動車用ドア外把手……………G2-2950

自動車用荷台フレーム

自動車用ドア灯…………………D3-7110

取付具…………………………G2-2954

自動車用ドアトリム……………G2-2960

自動車用

自動車用ドアの内張……………G2-2960

ぬかるみ脱出板………………G2-2903

自動車用ドアの内貼り…………G2-2960

自動車用熱交換器………………K8-296

自動車用ドアハンドル…………G2-2910､G2-2950､

自動車用燃料タンク……………K8-294

G2-2960

自動車用燃料ポンプ

自動車用ドア表面

コントローラ…………………K8-294

保護カバー……………………G2-2955

自動車用燃料ポンプ……………K8-294

自動車用ドアヒンジ……………G2-2906

自動車の点検

自動車用ドア

整備機器収納箱………………K1-50

プロテクター…………………G2-2955

自動車用排気管…………………K8-295

＊ 自動車用ドア保護具……………G2-2955､G2-904

自動車用排気ガス

自動車用ドアミラー……………G2-901､G2-901A

清浄器…………………………G2-900
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自動車用

意匠分類の記号

自動車用標識灯…………………F5-11､G2-2942

排気マニホールド……………K8-295

自動車用表示灯…………………F5-11､G2-2942

自動車用灰皿……………………B6-30B､G2-2960､

自動車用日よけ…………………G2-29040､G2-2900

G2-900

自動車用日よけ板………………G2-29040

自動車用ハイマウント

自動車用日除器取付具…………G2-2900

ストップランプ………………D3-7111

自動車用日除け具………………G2-29040

＊＊自動車用ハブキャップ…………G2-91193
自動車用ハブキャップ

自動車用日除け布………………G2-29040
＊＊自動車用尾灯……………………D3-7111

付車輪リム……………………G2-9111
自動車用速さ計…………………J1-311

自動車用フェンダー……………G2-2910
＊ 自動車用

自動車用反射器…………………G2-905
自動車用ハンド

フェンダーミラー……………G2-901〜901A
＊ 自動車用フォグランプ…………D3-7110〜7110A

ブレーキレバー………………G2-907

自動車用

自動車用ハンド

蓋付小物入れトレイ…………G2-2960

ブレーキノブ…………………G2-2930

自動車用フットレスト…………G2-2960

自動車用ハンドブレーキ

自動車用

レバーのカバー………………G2-2960

フライホイール………………K8-290

自動車用ハンドル………………G2-2931

自動車用

自動車用ハンドル

フロアーマット………………C1-33

カバー…………………………G2-2962

自動車用

自動車用バーハンドル…………G2-2930

フロアーマット固定具………G2-2900

自動車用

自動車用フロントエ

バックアップランプ……………D3-7111

アースポイラー………………G2-2953

＊＊自動車用バックミラー…………G2-901

自動車用

自動車用

フロントグリル………………G2-2913

バッテリー充電器……………H2-212

自動車用フロントコン

自動車用バッテリー

ビネーションランプ…………D3-7110

端子みがき具…………………K1-2010

自動車用フロントサ

＊＊自動車用バンパー………………G2-2911

イドマーカーランプ…………D3-7110

自動車用

自動車用

バンパーカバー………………G2-2911

フロントシート………………D2-1531

自動車用

自動車用

バンパーガード………………G2-2911

フロントスポイラー…………G2-2953

自動車用

自動車用フロント

バンパーグリル………………G2-2911

ターンランプ…………………D3-7110

自動車用バンパー材……………G2-920

自動車用

自動車用

フロントバンパー……………G2-2911

バンパー補強部材……………G2-2911

自動車用

＊ 自動車用

フロントランプ………………D3-7110

バンパー保護具………………G2-2911､G2-904

自動車用

自動車用バンパガード…………G2-2911

フロントグリル………………G2-2913

自動車用バンパ材………………G2-920

自動車用ブーツ付

＊＊自動車用ヒーター………………D4-352

シフトレバーノブ……………G2-2932

自動車用

自動車用ブラインド……………G2-2900

ヒーターの操作盤……………G2-2933

自動車用ブレーキ………………G2-907

自動車用ヒューズ………………H1-591

自動車用

自動車用

ブレーキキャリパー…………G2-907

ヒューズリンク………………H1-591
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＊＊自動車用

自動車用

ブレーキシュー………………G2-907

ホイールナット………………M3-113

＊＊自動車用

自動車用ホイール

ブレーキディスク……………G2-907
自動車用ブレーキ

ナット締付具…………………K1-250
＊ 自動車用

ドラム付ハブ…………………G2-4911

ホイールリング………………G2-91193

自動車用

自動車用

ブレーキハンドル……………G2-2930

ホイルキャップ………………G2-91193

自動車用ブレーキ

自動車用

ペダルパッド…………………G2-2930
自動車用

ホイルナットレンチ…………K1-2320
＊ 自動車用芳香器…………………C4-310

ブレーキホース………………G2-907
自動車用

意匠分類の記号

自動車用方向指示器……………G2-908
＊ 自動車用方向指示灯……………D3-7110

ブレーキランプ………………D3-7111

自動車用補助制動灯……………D3-7111

自動車用

自動車用補助前照灯……………D3-7110〜7110A

ブレーキレバー………………G2-2930

自動車用ボデーカバー…………G2-2901

自動車用プラグ…………………K8-292

自動車用ボディーカバ

自動車用プラグ整備具…………K1-2010

ー収納袋………………………G2-2900

自動車用ヘッドカバー…………G2-2901

自動車用ボディカバー…………G2-2901

自動車用ヘッドライト…………D3-7110

自動車用ボンネット……………G2-2910

自動車用

自動車用

ヘッドライトカバー…………D3-7190

ボンネットカバー……………G2-2901

自動車用ヘッドレスト…………D2-190

自動車用摩擦クラッチ…………K9-16

自動車用

自動車用マット…………………C1-33

変速位置表示板………………G2-2934
自動車用ベビーシート…………D2-14M

自動車用マッドガード…………G2-2951
＊ 自動車用マップランプ…………D3-7110

自動車用ベンチレータ…………G2-2900

自動車用窓開閉機………………G2-2960

自動車用ベンチレータ

自動車用窓開閉用取手…………G2-2960

吹き出し口……………………D4-359
自動車用ペダルカバー…………G2-2930

自動車用窓カバー………………G2-2901
＊ 自動車用窓ガラス………………G2-2912

自動車用ペダル…………………G2-2930

自動車用

自動車用ペダルパッド…………G2-2930

窓ガラスカバー………………G2-2901

自動車用ホーン…………………G2-906

自動車用

自動車用ホイール………………G2-9111

窓ガラス昇降器………………G2-2900

自動車用

自動車用窓ガラス

ホイールカバー………………G2-91193

昇降用ハンドル………………G2-2960

自動車用ホイール

自動車用

カバー固定リング……………G2-91190

窓ガラスの縁留め具…………G2-921

自動車用ホイール

自動車用

カバー取付板…………………G2-91190

窓ガラスハンドル……………G2-2912

＊＊自動車用

自動車用窓ガラス板……………G2-2912

ホイールキャップ……………G2-91193

自動車用窓自動開閉器…………G2-2906､G2-2960

自動車用ホイール

自動車用窓枠……………………G2-2900､G2-2910

キャップ取付器………………G2-91190

自動車用窓枠材…………………G2-920

自動車用ホイール

自動車用

キャップ取付板………………G2-91193
＊ 自動車用

窓枠のパッキング材…………G2-920
＊＊自動車用マフラー………………G2-902

ホイールスペーサー…………G2-91190

自動車用丸ハンドル……………G2-2931
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自動車用

意匠分類の記号

自動車用ルーフパネル…………G2-2910

右側確認ミラー………………G2-901

自動車用

自動車用ミラー…………………G2-901

ルーム補助ミラー……………G2-901

自動車ミラー付き

自動車用ルームミラー…………G2-901

ルームランプ…………………D3-7110

自動車用ルームミラー

自動車ミラーホルダー…………G2-901

取付具…………………………G2-900

自動車用

自動車用ルームランプ…………D3-710〜7110

ミラーワイパー………………G2-2941

自動車用レーダ波探知

自動車用無線通信機……………H3-613

機付バックミラー……………G2-901

自動車用

自動車用冷温蔵庫………………C6-51

メーターパネル………………G2-2933

自動車用

自動車用眼鏡ホルダー…………G2-2960

冷却ファンモータ……………K8-296

自動車用モール係止具…………G2-900

自動車用冷却ファン……………K8-296

自動車用モップ…………………C3-342

自動車用冷臓庫…………………C6-51

自動車用屋根……………………G2-2910

自動車用

＊ 自動車用床敷きマット…………C1-33

レバースイッチ………………G2-2930､G2-2932

自動車用床敷物…………………C1-33

自動車用レンズガード…………D3-7190

自動車用雪掻き具………………K3-160

自動車用ワイパー………………G2-2941

自動車用幼児いす………………D2-14M

自動車用

自動車用幼児シート……………D2-14M

ワイパーブレード……………G2-2941

自動車用幼児保護いす…………D2-14M

自動車用ワイパ駆動機…………G2-2941

自動車用ライター………………G2-2960

自動車ルーフ用

自動車用ライトカバー…………D3-7190

太陽電池………………………H1-83

＊＊自動車用

自動車冷暖房用

ラジエーターグリル…………G2-2913

吹き出しグリル………………D4-359

自動車用ラジオ付

自動車冷房機用圧縮器…………K8-01

テーププレーヤー……………H4-4352A〜4352AA

自動車扉縁金具…………………G2-2955

自動車用

自動車のハンドブレー

ラジオ用チューナー…………H3-712A

キレバー………………………G2-2930

自動車用ランプ付き

自動車用サンルーフ……………G2-2950

空気清浄機……………………D4-353

自動車用

自動車用

シートベルトカバー…………G2-2943

リアースポイラー……………G2-2953

自動車用

自動車用

シートベルト巻取器…………G2-2943

リアーバンパー………………G2-2911

自動車用ステアリング

自動車用

ハンドルコラム………………G2-2930

リアスポイラー………………G2-2953

自動車用ステアリング

自動車用リアバンパー…………G2-2911

ハンドル………………………G2-2931

自動車用リフレクター…………G2-905

自動車用

＊＊自転車用リム……………………G2-9111､G2-91190

ステアリングボックス………G2-2930

＊ 自動車用リヤーコンビ

自動車用

ネーションランプ……………D3-7111

スピーカボックス……………H4-131C〜131CA

自動車用ルーフキャリ

自動車用ドアの内張り…………G2-2960

アの枠材………………………G2-920

自動商品価格計算用カ

＊＊自動車用

ウンター付自動袋詰

ルーフキャリヤー……………G2-2954

機………………………………K0-60

自動車用ルーフキャリ

自動商品販売機…………………J5-12

ヤーの脚金具…………………G2-2954

自動商品焼付機…………………K4-70
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自動織機…………………………K5-131

自動二輪車用

自動錠剤包装機…………………K0-60

後部カバー……………………G2-390

自動水栓…………………………M2-530

自動二輪車用

＊ 自動制御弁………………………M2-500

サイドカバー…………………G2-390

＊ 自動精算機………………………J5-32

自動二輪車用

自動製図機用スタンド…………D2-41C

サイドキャリヤー……………G2-3951

自動製図機用テーブル…………D2-41B

自動二輪車用

＊＊自動製図機………………………H5-451

サイドスタンド………………G2-392

自動設定減圧弁…………………M2-500

自動二輪車用

自動洗浄弁………………………M2-533

サイドボックス………………G2-3950

自動旋盤…………………………K7-111

自動二輪車用

自動旋盤用数値制御盤…………H2-61〜61DAD
自動操船機………………………G3-92

意匠分類の記号

サイドミラー…………………G2-901
＊＊自動車二輪用サドル……………G2-394

自動操舵機………………………G3-92

自動二輪車用

自動玉縁縫機……………………K5-20

サドルカバー…………………G2-394

＊ 自動点滅器………………………H1-562

＊ 自動二輪車用シート……………G2-394

＊＊自動電圧調整器…………………H2-220

＊ 自動二輪車用

自動電気泳動機…………………K6-70

車体カバー……………………G2-390

自動倒起堰………………………L2-32

自動二輪車用車輪………………G2-9110

自動塗装機………………………K0-32
自動塗装機本体…………………K0-30

自動二輪車用消音器……………G2-30D
＊＊自動二輪車用

自動扉における扉吊り

ショックアブソーバ…………G2-390

ガイド取付

自動二輪車用

ブラケット……………………L5-90

スイッチ付ハンドル…………G2-3930

自動扉……………………………L5-12100

自動二輪車用

自動ドライバ用
ビスチャック…………………K1-39

スイングアーム………………G2-30D
＊ 自動二輪車用スタンド…………G2-392

自動煮熟機………………………K4-70
＊ 自動二輪車………………………G2-30〜30D

自動二輪車用スポーク…………G2-91190
＊＊自動二輪車用前照灯……………D3-710

自動二輪車整備用
リフト…………………………G1-30

自動二輪車用速度計……………J1-311
＊＊自動二輪車用タイヤ……………G2-91192

自動二輪車の座席………………G2-394

自動二輪車用

自動二輪車

テールボックス………………G2-3950

ブレーキキャリパー…………G2-907

自動二輪車用

自動二輪車用足覆い……………G2-390

ディスクブレーキ……………G2-907

自動二輪車用雨よけ具…………G2-391

＊ 自動二輪車用内燃機関…………K8-20

自動二輪車用エンジン…………K8-20

＊ 自動二輪車用荷かご……………G2-3950

自動二輪車用

＊ 自動二輪車用荷台………………G2-3951

エンジンガード………………G2-390

＊ 自動二輪車用荷箱………………G2-3950

自動二輪車用

自動二輪車用荷物入……………G3-3950

回転速度計……………………G2-390
自動二輪車用かご………………G2-3950

自動二輪車用熱交換器…………K8-296
＊＊自動二輪車用

自動二輪車用風よけ……………G2-391

燃料タンク……………………G2-396

自動二輪車用緩衡器……………G2-390

自動二輪車用

＊ 自動二輪車用

燃料タンクキャップ…………K8-294

キックアーム…………………G2-390

自動二輪車用の

自動二輪用キャリヤー…………G2-3951

リヤトランク…………………G2-3950

自動二輪車用警音器……………G2-906

自動二輪車用速さ計……………J1-311
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自動二輪車用反射器……………G2-905

意匠分類の記号

自動二輪車用リヤーコ

＊ 自動二輪車用ハンドル…………G2-3930

ンビネーションライ

＊ 自動二輪車用

ト………………………………D3-710

ハンドルカバー………………G2-3932

自動二輪車用リム………………G2-91190

＊ 自動二輪車用

自動二輪車用

ハンドルグリップ……………G2-3931

リヤーホーク…………………G2-390

自動二輪車用

自動二輪車用レバー付

ハンドルレバー………………G2-3930

ハンドルカバー………………G2-3931

自動二輪車用ハンドル

自動二輪用ヘルメット…………B2-65

レバーガード…………………G2-3932

自動縫いしろ割り用

＊＊自動二輪車用

プレス機………………………K5-20

バックミラー…………………G2-901

自動ねじ締め機…………………K0-00､K0-020､

＊＊自動二輪車用尾灯………………D3-710

K0-029

自動二輪車用

自動ねじ締め機…………………K1-3140､K1-330､

尾灯レンズ……………………D3-7191

K1-331

＊＊自動二輪車用風防………………G2-391

自動ねじ締機用

自動二輪車用フレーム…………G2-390

ビスチャック…………………K1-39､K0-00

自動二輪車用

自動排水弁………………………M2-500

フレームカバー………………G2-390

自動販売機

自動二輪車用

食券自動販売機……………J5-1020

フロントカバー………………G2-390

乗車券自動発売機…………J5-1021

自動二輪車用フロント

入場券自動発売機…………J5-1021

カウリングマスク……………G2-391

自動搬送車………………………G2-0

自動二輪車用

自動搬送台車……………………G2-0

フロントフェンダー…………G2-30D

自動ハンダ付け機………………K0-020B

自動二輪車用

自動半田付機……………………K7-140

フロントフォーク……………G2-390

自動半導体封止機………………K0-03

＊＊自動二輪車用ブレーキ…………G2-907

自動販売機………………………J5-12

自動二輪車用

自動販売機

ブレーキキャリパー…………G2-907

飲料自動販売機……………J5-11〜11B

自動二輪車用

おみくじ

ブレーキシュー………………G2-907

自動販売機………………J5-103

自動二輪車用

ガス定量

ブレーキディスク……………G2-907

自動販売機………………J5-101

自動二輪車用ブレーキ

切手自動販売機……………J5-1020

ランプカバー…………………D3-7190

コーヒー

自動二輪車用

自動販売機………………J5-11〜11B

ブレーキレバー………………G2-3930

雑誌自動販売機……………J5-100〜100C

自動二輪車用ホイール…………G2-9110

洗浄水自動販売機…………J5-101

自動二輪車用

たばこ自動販売機…………J5-13〜13B

方向指示器……………………D3-710

電気自動販売機……………J5-101

自動二輪車用前ホーク…………G2-390

富くじ自動販売機…………J5-103

＊＊自動二輪車用マフラー…………G2-902

容器入り飲料

自動二輪車用ミラー……………G2-901

自動販売機………………J5-12､J5-12B

自動二輪車用

冷凍食品

ライトカバー…………………G2-390
自動二輪車用

自動販売機………………J5-100〜100CA
＊＊自動販売機用

ラジエータ……………………K8-296

貨幣計数機……………………J5-91
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＊ 自動販売機用

意匠分類の記号

事務所用

貨幣判別機……………………J5-91
自動販売機用

収納キャビネット……………D2-533〜533BB
＊ 事務机……………………………D2-330〜330G

硬化選別計数機………………J5-91

事務用穴あけ器…………………F2-8221

自動販売機用

事務用いす………………………D2-14C〜14CA

硬化選別機……………………J5-91

＊ 事務用印刷器……………………F2-212

自動販売機用

事務用押し切り切断機…………F2-8211

釣銭補給機……………………J5-90

事務用

＊ 自動販売機用屋根………………J5-19

オフセット印刷機……………K0-220

自動販売機用

事務用オフセット

容器回収器……………………C3-370

印刷機用製版機………………K0-21

自動ひもかけ結束機……………K0-62

事務用カード差し………………F2-73130

自動袋詰機………………………K0-61

事務用カード刺し………………F2-73130

自動部品供給機…………………K0-01

事務用カードボックス…………F2-7121

自動部品組立機用

事務用回転いす…………………D2-14CA

制御機…………………………H2-61〜61DAD

＊ 事務用開封機……………………F2-8131

自動縫製機………………………K5-230B

事務用カッター…………………K1-124

自動縫製機用

事務用

プログラム機…………………K5-20

ペーパーカッター……………F2-8211

自動縫製ミシン…………………K5-230B

事務用ペーパーカッ

＊ 自動ボタン付け機………………K5-20

ターの刃………………………F2-8219

自動輸液用回転ポンプ…………K8-512

事務用紙筒………………………F2-7442

自動溶接機………………………K7-140

事務用紙ばさみ板………………F2-7443

自動溶接機

事務用キャビネット……………D2-533〜533BB

走行板用取外し金具…………K7-1410

事務用挾持具……………………F2-630

自動溶接機用走行板……………K7-1490

＊＊事務用クリップ…………………F2-632

自動溶接機用

＊ 事務用クリップ入れ……………F2-7231

走行レール……………………K7-1490
自動用電話機

＊ 事務用結束具……………………F2-621
＊ 事務用刻印器……………………F2-2250

送受話器置台…………………H3-3190

＊ 事務用小物入れ…………………F2-7231

＊ 自動四輪車………………………G2-210､

事務用コレーター………………F2-8340

G2-212､G2-30

事務用裁断器の刃………………F2-8219

自動四輪車用ハンドル…………G2-3930

事務用書類入れ…………………F2-7441

自動リズム発生器………………E4-01

事務用書類袋……………………F2-7441

自動車用日除け…………………G2-29040

事務用定規………………………F2-310〜310A

地ならし器………………………K3-160

事務用スタンプ…………………F2-222

地盤展圧用ランマ………………K3-3242

事務用ステープラー……………F2-8321〜8321A

＊＊ジブクレーン……………………G1-210

事務用ステープラー

＊＊ジベル……………………………M3-122

ハサミ付き事務用

事務機器部品

ステープラー……………F2-8320

運搬用容器……………………G1-50A

事務用ステープラー付

事務機器用

事務用品整理皿………F2-7230

組立て作業室…………………L3-201

事務用整理皿……………………F2-7232

事務機器用載置台………………D2-41B

事務用整理箱……………………F2-7120

事務機器用スタンド……………D2-41B

＊＊事務用せん………………………F3-1130

事務機器用ワゴン………………D2-42

＊ 事務用丁合機……………………F2-8340

事務所用キャビネット…………D2-533〜533BB

事務用机…………………………D2-330〜330A
＊ 事務用筒…………………………F2-7442
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事務用つり掛け具………………F2-61

意匠分類の記号

地面破砕機………………………K3-41

＊ 事務用つり下げ具………………F2-61

ジャイロコンパス………………J1-612

事務用電動カッター……………F2-8212

ジャガード機矢金用

事務用電動

金網枠…………………………K5-190

ステープラー…………………F2-8322

蛇籠………………………………L2-61

＊ 事務用電動穿孔機………………F2-8222
＊＊事務用電動パンチ………………F2-8222

蛇篭………………………………L2-61
＊ ジャガード織機…………………K5-131

事務用とじ具……………………F2-623

じゃが芋植付機…………………K3-124

事務用綴込金具…………………F2-623

じゃがいも収穫機………………K3-142

＊ 事務用とじ針……………………F2-622

尺

＊ 事務用とじひも…………………F2-621

曲り尺………………………F2-314

＊ 事務用止め具……………………F2-640

計算尺………………………F2-52

事務用止めピン…………………F2-641

測量用函尺…………………J1-610

＊ 事務用なつ印器…………………F2-222

杓子

事務用のり入れ…………………F2-7231

穴杓子………………………C6-211

事務用鋏…………………………K1-130､K1-132
＊ 事務用はさみ具…………………F2-630
事務用はとめ……………………M3-00

飯杓子………………………C6-212
＊ 蛇口………………………………M2-5310〜5311
＊ 蛇口開閉用ペダル………………M2-5920

＊＊事務用パンチ……………………F2-8221

蛇口カバー………………………M2-5920

事務用パンチ付き

蛇口整流器………………………M2-5921

綴込金具………………………F2-623

蛇口操作ハンドル………………M2-5911

事務用パンチの受底……………F2-8229

蛇口取手…………………………M2-5911

事務用パンチの

蛇口用キャップ…………………M2-5910

紙あたりゲージ………………F2-8229

蛇口用磁化活水器………………K6-121A

＊ 事務用品キャビネット…………D2-533〜533BB

蛇口用整流器……………………M2-5921

＊ 事務用品携帯具…………………F2-740

蛇口用つまみ……………………M2-5911

事務用品収納

蛇口用ハンドル…………………M2-5911

キャビネット…………………D2-531､533〜
533BB

蛇口用レバーハンドル…………M2-5911
＊＊ジャケット………………………B1-111

＊ 事務用品整理皿…………………F2-7232

ジャケット

事務用品整理皿

ネガフィルム

事務用ステープラー

ジャケット………………F3-1322

付き事務用品整

ジャッキ…………………………G1-30､G1-32

理皿………………………F2-7230

ジャッキ

事務用品整理棚…………………D2-533〜533BB

手動ジャッキ………………G1-32

事務用品保管

動力ジャッキ………………G1-31

キャビネット…………………D2-511､
D2-533〜533BB
＊＊事務用ピン………………………F2-641

ジャッキ付柱……………………L4-111
＊ ジャッキハンドル………………G1-391
＊ ジャック…………………………H1-3425〜3425A

事務用ピンセット………………F2-00

蛇の目がさ………………………B3-82

＊ 事務用封かん機…………………F2-831

ジャム入れ………………………C5-320〜320F

＊ 事務用封かん具…………………F2-620

砂利製造機用刃…………………K3-491

事務用間仕切り…………………D2-620

＊＊ジャングルジム…………………E2-534

＊ 事務用指サック…………………F2-01

＊＊ジャンパー………………………B1-115〜115A

＊ 事務用ラミネーター……………F2-811

＊＊ジューサー………………………C6-342

事務用ルレット…………………F2-810

＊＊ジュースミキサー………………C6-341

＊ 地面締め固め棒…………………K3-3240

銃

＊ 地面振動締め固め機……………K3-3242

ガス銃………………………E3-041
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空気銃………………………E3-041

意匠分類の記号

充電器

小銃…………………………E3-041､J6-6

乾電池用充電器……………H2-212

水中銃………………………E3-53

電気かみそり用

猟銃…………………………E3-041

充電器……………………B7-2392

重液選別機………………………K3-43

電気歯ブラシ用

＊＊銃おもちゃ………………………E1-6810

充電器……………………C4-26

＊ 銃おもちゃ用銃床………………E1-68191

ヘアーアイロン用

＊ 銃おもちゃ用弾丸………………E1-68190

充電器……………………B7-3492

＊ 銃おもちゃ用薬きょう…………E1-68190

充電器付

銃玩具……………………………E1-6810

電動歯ブラシ用台………C4-26

銃玩具用弾倉……………………E1-68191

＊ 充電器付き

什器移動用台車…………………G2-50､G2-50A､

歯ブラシ立て…………………C4-26

G2-50B

充電路接近注意表示機…………L2-169

銃口保護具………………………E3-041､J6-6

＊ 十能………………………………D4-190

重合機……………………………K6-3

＊＊重箱………………………………C5-320〜320F

重合試験器………………………K6-70

重油燃焼機………………………K8-43

縦葦屋根用カバー………………L4-2110

＊＊重油バーナー……………………K8-43

銃床………………………………E3-041

＊ 重量計……………………………J1-210〜210B

＊ 住所録……………………………F3-212

＊ 重量計用上皿……………………J1-219

住所録付メモ用紙………………F3-1130

＊ 重量計用重量検出台……………J1-211

住宅用火災警報監視盤…………J6-32

重量計用分銅……………………J1-219

住宅用組立屋根…………………L4-210

重量計用目盛板…………………J1-92

住宅用スポットライト…………D3-620A

重量計量表示器用

住宅用出窓………………………L5-1261

荷物載置台……………………J1-211

＊ 住宅用配電支柱…………………H2-50

重量物移動機……………………G1-00

住宅用分電盤……………………H2-53

重量物移動具……………………G2-50B

＊＊じゅうたん………………………C1-31

重量物運搬用コロ………………G1-00

じゅうたん押え…………………L4-414

重量物起伏具……………………G1-20

じゅうたん押え材………………L4-414

重量物懸吊環……………………G1-05

じゅうたん押え材………………L4-414

重量物持上用てこ………………G1-00

＊ じゅうたんカッター……………K1-120

＊ 16ミリ映画映写機………………J3-72

＊ じゅうたん

＊ 16ミリ映画撮影機………………J3-71

カッター用刃…………………K1-129

16ミリカメラ……………………J3-20C

じゅうたん地……………………M1-110〜110K

＊ 樹幹保護板………………………K3-150

じゅうたん掃除機………………C3-312

受光器

じゅうたん用止め具……………C1-390

光電スイッチ用

銃弾………………………………E3-040､J6-6

受光器……………………H1-554

充てん機…………………………K0-61

受光素子…………………………H1-71

充塡材

樹根覆い…………………………L2-5510

網戸用充塡材………………L5-1254

＊ 樹根カバー………………………L2-5510

階段ノンスリップ

＊ 樹根ガード盤……………………L2-5510

用充塡材…………………L4-422

樹脂加工用カッター……………K1-421

建物用充塡材………………L4-40

樹脂材用フライス盤……………K7-114

充塡物

樹脂注入器用のノズル…………K1-00

気液接触用充塡物…………K6-41B､K6-41､K6-41A
充塡包装機………………………K0-61

樹脂モールド電動機……………H2-120
受信機

＊＊充電器……………………………H2-212

オメガ受信機………………H3-620
携帯電鈴用受信器…………H3-60
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〔ジュ〕
物品の名称

〔ジョ〕
意匠分類の記号

携帯用ラジオ

物品の名称

意匠分類の記号

＊ 重量計用目盛り板………………J1-92

受信機……………………H3-710A〜710AA

十六むさし………………………E2-210

時計付ラジオ

受話器載置台……………………H3-3190

受信機……………………H3-7111

巡回菓子販売

ファクシミリ

自動車の車体…………………G2-2900

受信機……………………H3-522

循環機

無線通信用受信機…………H3-612

室内空気循環機……………D4-42

ラジオ受信機………………H3-710〜710AA

巡視船……………………………G3-20

ロラン受信機………………H3-620

巡視路用ステップ………………L2-221

受信盤

＊ 純水製造機………………………K6-40

火災報知設備用
受信盤……………………J6-32

＊ 樹幹用薬液注入器………………K3-150
＊＊ジョークラッシャー……………K3-41

防災用受信盤………………J6-32

ジョークラッシャー用

受水槽のパネル…………………L3-6290〜6291

歯板……………………………K3-491

受水槽用通気口…………………L2-4390

ジョイント

受水槽用濾過容器………………K6-129

カーテンレール

受水槽用枠体……………………L3-6290

ジョイント………………L5-590

＊＊数珠………………………………C7-10

ユニバーサル

＊ 数珠掛け…………………………C7-10
＊ 受電盤……………………………H2-51〜52
受波器

ジョイント………………K9-15
＊ ジョイントボックス……………H1-333
＊＊錠…………………………………M3-220

超音波スイッチ用

錠

受波器……………………H1-555

雨戸用錠……………………L5-6331〜6331A

じゅばん

家具用錠……………………D2-93130

長じゅばん…………………B1-21

家具用キャッチ錠…………D2-93130A

肌じゅばん…………………B1-22

家具用マグネット

半じゅばん…………………B1-22

キャッチ錠………………D2-93130A

樹皮削取用ナイフ………………K3-160

金庫用ダイヤル錠…………D2-5691

寿命計算器付

クレセント錠………………L5-6332

電磁接触器……………………H1-62

玄関用錠……………………L5-6331〜6331A

＊ 樹木枝支具………………………K3-150〜151

自転車用錠…………………G2-496

樹木枝吊り具……………………K3-151

自転車用錠…………………G2-2905

樹木支え支柱用連結具…………K3-151

建具用

樹木支持具………………………K3-151

クレセント錠……………L5-6332

樹木根囲いブロック……………L2-5211

建具用引寄せ

樹木の枝吊掛具…………………K3-151

ハンドル錠………………L5-6333

樹木の根元保護板………………L2-5510

南京錠………………………M3-221

樹木の保護板……………………L2-5510

日記用錠……………………F3-290

樹木の保護蓋……………………L2-5510

配電盤用錠…………………H2-593

樹木保護敷板……………………L2-5510

引出し用錠…………………D2-93130

樹木用支え具……………………K3-151

引戸用錠……………………L5-6331〜6331A

＊ 樹木用支柱………………………K3-151

筆入れ用錠…………………F2-7429

樹木用補強枠……………………K3-150

便所用表示錠………………L5-6331〜6331A

樹木用保護器……………………L2-5510

門扉用錠……………………L3-5191

樹木用保護柵……………………K3-151

ローラー

樹木用保護盤……………………L2-5510

キャッチ錠………………M3-222

樹木用雪囲………………………K3-150

ロッカー用錠………………D2-93130､D2-93139

樹木用雪囲い器…………………K3-150

錠穴座金…………………………D2-93139､L5-634
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〔ジョ〕
物品の名称

〔ジョ〕
意匠分類の記号

物品の名称

上衣

意匠分類の記号

蒸散剤蒸散用容器………………C4-310､C4-3220A
運動用上衣…………………B1-115〜115A

＊ 条材引き抜き機…………………K7-120

作業用上衣…………………B1-115〜115A

＊ 上肢展伸器………………………J7-40

浄化器付き浴槽…………………D5-311

＊＊乗車券自動販売機………………J5-1021

浄化子

浄水機……………………………K6-120

ごみ焼却炉用

浄水器……………………………K6-10､K6-120〜121A

煙浄化子…………………K0-59

浄水器カートリッジ……………K6-129

＊ 上下肢訓練具……………………J7-70

浄水器用

＊＊浄化槽……………………………D5-45

カートリッジケース…………K6-129

浄化槽用攪拌翼…………………K6-29

浄水器用

蒸気オルガン……………………E4-51

カートリッジ容器……………K6-129

蒸気オルガン用発音器…………E4-51

浄水器用フィルター……………K6-129

＊ 蒸気機関…………………………K8-10

浄水器用フィルター

蒸気機関用ボイラー……………K8-30

カートリッジ…………………K6-129

＊ 蒸気タービン……………………K8-10

浄水器用

＊ 蒸気タービン発電機……………H2-110

フィルターケース……………K6-129

＊ 蒸気治療浴機……………………J7-56

浄水器用容器……………………K6-121A

＊＊蒸気トラップ……………………M2-541

浄水器用濾過

蒸気発生機………………………K6-0

カートリッジ…………………K6-129

蒸気発生器………………………D4-331

浄水器用ろ過体…………………K6-129

＊ 蒸気ボイラー……………………K8-31

上水道防錆剤用容器……………K6-121

蒸気滅菌器………………………K6-70

上水道用地中弁室………………L2-432〜432B

乗客コンベア用
ハンドレール…………………G1-1290

上水道用弁室枠…………………L2-432A
＊＊上水道用ろ過機…………………K6-120

乗客用乗降設備…………………l3-13

醸造用圧搾機の濾板……………K4-90

定規

醸造用濾過機……………………K4-0
左官用定規…………………K1-05

＊ 醸造用ろ過機のろ板……………K4-90

三角定規……………………F2-311

＊＊上蔟器……………………………K3-21

事務用定規…………………F2-310〜310B

錠付

製図用定規…………………F2-310〜310B

シャッタースラット…………L5-311

雲形定規……………………F2-313

錠用鍵材…………………………M3-223

丁定規………………………F2-312

蒸発器……………………………K6-0

大工用留定規………………K1-05

蒸発器パネル……………………L3-619

モルタル定規………………L4-431

茸培養瓶…………………………K3-122

定規材

乗馬服……………………………B1-115〜115A

モルタル定規材……………L4-431

乗馬遊動遊戯具…………………E2-520

定規付き製図版…………………F2-351

乗馬揺動遊戯具…………………E2-520

定規付卓上電子計算機…………J4-54

乗馬用むち………………………E3-00

定規付き断ちバサミ……………K1-132

乗馬用むちの柄…………………E3-00

上下開閉戸………………………L3-50

定盤………………………………K7-194

上下水道管用

定盤

防水カバー……………………M2-490

けがき用定盤………………K7-194

上下継ぎ作業服…………………B1-13

塗装用定盤…………………K0-31

じょうご…………………………C6-217
じょうご
調理用じょうご……………C6-217

板金用定盤…………………K7-194
＊ 常備灯……………………………D3-511〜511D
＊ 常備灯取付け台…………………D3-519

樋じょうご…………………L4-2321

常備灯ホルダー…………………D3-519

＊＊状差し……………………………F2-734
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物品の名称

情報記憶カード用

意匠分類の記号

乗用農業作業機の

集積回路素子…………………H1-70

計器盤…………………………G2-2933

情報記録ディスク

乗用遊戯具………………………E2-520

運搬用容器……………………G1-50

蒸溜機……………………………K6-0

情報記録媒体収納容器…………G1-50
情報サービス

蒸練器……………………………K4-70
＊＊じょうろ…………………………K3-155

端末ボックス…………………L3-12

＊ じょうろ用はす口………………K3-155

乗用刈取り機……………………K3-1430

＊ じょうろおもちゃ………………E1-23

乗用草刈機………………………K3-1430

除加湿器付き

乗用耕運機用

空気清浄機……………………D4-34A

耕深表示具……………………G2-2934

除去器

乗用作業機用ステア

静電除去器…………………H2-32

リングホイール………………G2-2931

帯電除去器…………………H2-32

乗用三輪車………………………G2-20

＊＊除湿機……………………………D4-332〜332B

乗用芝刈機………………………K3-1430

＊ 除湿器……………………………D4-332〜332B

乗用芝刈機の

除湿機付空気圧縮機……………K8-60

芝収納バック…………………K3-14390

除振台……………………………K9-3

乗用芝刈機用

除塵取水機………………………L2-4190

シューター……………………K3-14390

除塵用フィルター………………K6-13

乗用芝刈機用

女性用排尿補助器………………C4-28

フロアーマット………………K3-14390

＊ 除雪機……………………………K3-328

乗用芝刈機用

除雪機の

ホイールキャップ……………G2-91193

シューターガイド……………K3-329

乗用車……………………………G2-210

除雪機の雪落とし棒……………K3-329

乗用車おもちゃ…………………E1-6310

除雪機用回転羽根………………K3-328

乗用車後部貨物室用扉…………G2-2910

除雪機用回転板…………………K3-329

乗用車用ディスク

除雪機用カバー…………………G2-2901

ブレーキパッド………………G2-907

除雪機用

乗用車用幼児シート……………D2-14M

シューターガイド……………K3-329

＊＊乗用自動車………………………G2-0､G2-210〜210A

除雪機用操作パネル……………K3-328､K3-390

G2-212〜213

除雪機用燃料オーバー

乗用自動車おもちゃ……………E1-6310

フローガイド…………………K3-329

乗用自動車用

除雪機用バケット………………K3-32191

トランクリッド………………G2-2910

除雪機用

乗用自動車用尾灯………………D3-7111

バッテリーカバー……………K3-329

乗用自動車用

除雪機用雪落し具………………K3-163

フロントフェンダー…………G2-2910

除雪機用

乗用自動車用

ロアーハンドル………………K3-329

リヤフェンダー………………G2-2910

＊ 除雪具……………………………K3-160

乗用田植機………………………K3-1250

除雪シート………………………L2-541

乗用農業作業機の

＊ 除雪車……………………………G2-11､G2-233

アクセルグリップ……………K3-190

除雪用具…………………………K3-160

乗用農業作業機の

除草・土均し用具………………K3-161

変速レバー……………………K3-190

除草機……………………………K3-127

乗用農業作業機用

除草器……………………………K3-160

シート…………………………K3-190

除草機

乗用農業作業機の

水田用除草機………………K3-127

操作レバー……………………K3-190

中耕除草機…………………K3-127
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畑用除草機…………………K3-127

人体感知報知器…………………H0-20

除草具……………………………K3-160

人力車……………………………G2-50

除草刃……………………………K3-14391
除草フォーク……………………K3-160
＊ ジョッキ…………………………C5-231 231E
地雷………………………………J6-6
磁力線治療器……………………J7-52
塵埃吸引ガン……………………K6-13
＊ じんかい車………………………G2-230
塵芥収集車………………………G2-230
塵芥収集車用荷箱………………G2-2900､G2-2910､
G2-2914
＊ じんかい焼却機…………………K0-52
塵芥焼却炉………………………K0-52
塵芥貯留排出機…………………K0-50
塵芥車……………………………G2-230
ジンギスカン鍋…………………C5-4110B
＊ 人絹織機…………………………K5-131
人工アワビ礁……………………L2-642
＊ 人工衛星…………………………G4-0
＊＊人工魚礁…………………………L2-641〜642
人工魚礁
自然石ブロック………………L2-642
人工魚礁付
根固めブロック………………L2-2241
＊＊人工魚礁用ブロック……………L2-2242､
L2-640〜642
＊ 人工肛門用ベルト………………J7-10
人工歯……………………………J7-60
人工歯咬合部用金具……………J7-60
人工芝……………………………M1-3M
人工芝生地………………………M1-3M
＊＊人工心肺機………………………J7-46
人工腎臓…………………………J7-46
人工腎臓用血液透析器…………J7-46
人工腎臓用透析液
供給器…………………………J7-46
人工炭……………………………M0-2
人工藻礁用ブロック……………L2-642
人工造雪機………………………K3-300
＊ 人工透析機………………………J7-46
人工透析用透析ケース…………J7-46
人孔蓋……………………………L2-441A
人工雪噴出機……………………K3-300
＊ 人体解剖図………………………F1-210
人体図模型図版…………………F1-210
人体吊上げ装置用
ハンモック……………………G1-00
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