〔スー〕
物品の名称

〔スイ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

水耕栽培容器……………………K3-153
〔す〕

水耕栽培用球根容器……………K3-15690
水耕栽培用栽培板………………K3-153

スーツ……………………………B1-111

水耕栽培用栽培物

＊＊スーツケース……………………B4-1DA､B4-1F〜1FA

保持器…………………………K3-122

スーツケース用

水耕栽培用作物の

キャスター……………………M3-320

根の固定具……………………K3-153

スープ注出器……………………C6-61〜61C

水耕栽培用支持パネル…………K3-153

水圧時計…………………………J2-10

水耕栽培用水槽…………………K3-153

水圧プレス………………………K7-131

水耕栽培用定植パネル…………K3-120､K3-153

水圧ポンプ………………………K8-511､K8-513

水耕栽培用定植板………………K3-153

水位スイッチ……………………H1-556

水耕栽培用トレー………………K3-15690

水位調節器………………………L2-13

水耕栽培用の

＊ 水泳訓練具………………………E3-51

ロックウール保持台…………K3-153

水泳板……………………………E3-51

水耕栽培用の

水泳プール用

ロックウール保持具…………K3-15690

スタート台……………………L3-639

水耕栽培用プランター…………K3-122

水泳補助具………………………E3-51

水耕栽培用ベッド………………K3-152､K3-153

水泳帽……………………………B2-61

水耕栽培用ボックス……………K3-153

水泳用足ひれ……………………E3-53

水耕栽培用容器…………………K3-153

＊ 水泳用靴…………………………B5-23

水耕用フロート…………………K3-153

水泳用補助浮具…………………E3-51

吸込み口

水泳用練習板……………………E3-51

電気掃除機用

水泳練習器………………………E3-51

吸込み口……………………C3-419

水泳練習具………………………E3-51

ポンプ用吸込み口…………K8-592

西瓜栽培用敷板…………………K3-150

溶接ヒューム

垂架体

吸込み口…………………K7-1492

ガス洗浄用垂架体…………K6-41

水栽培球根保持板………………K3-120

水管用止水バンド

水産加工用作業槽………………K4-0

押え金具………………………L2-4190

水質改善具………………………K6-120

吸がら入れ………………………B6-30〜30E

水質改良具………………………K6-40

吸がら入れ付き屑入れ…………C3-370

＊ 水車おもちゃ……………………E1-24

水銀電球…………………………D3-122

＊ 水晶振動子………………………H1-430

＊＊水銀電池…………………………H1-81

＊＊水晶発振器………………………H1-430

＊＊水銀灯治療器……………………J7-55

水晶発振子………………………H1-430

水銀灯灯具………………………D3-4291

水晶発振子用ソケット…………H1-3444

＊ 水銀ランプ………………………D3-122

水深計測用ワイヤー

＊ 水耕栽培器………………………K3-153

巻取機…………………………G1-20

水耕栽培器用照明台……………K3-153
水耕栽培器用タンク……………K3-153

推進工法用ブロック……………L2-411C
＊ 水準器……………………………J1-610

水耕栽培器用定植盤……………K3-122
水耕栽培器用鉢…………………K3-1560A

水準器付巻尺……………………J1-111
＊＊水準儀……………………………J1-611

水耕栽培槽………………………K3-153

水上運動具………………………E3-52

水耕栽培装置用栽培槽…………K3-153

＊ 水上家屋…………………………L3-25

水耕栽培装置用栽培皿…………K3-153

水上基地…………………………L3-25

水耕栽培パネル…………………K3-153

＊＊水上スキー………………………E3-52

水耕栽培ベッド…………………K3-153

水上スキー板……………………E3-52

水耕栽培用育苗板………………K3-122

＊ 水上スクーター…………………G3-21､G3-3
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物品の名称

〔スイ〕
意匠分類の記号

物品の名称

水上スクーター用

意匠分類の記号

水栓用ハンドル…………………M2-5911

カバー…………………………G3-90

水栓用ハンドル表示体…………M2-5910

水上飛機のフロート……………G4-2

水栓用パッキング………………M2-491

水上フロート……………………L2-631

水栓用表示キャップ……………M2-5910

水上面戸…………………………L4-2110

水栓用表示体……………………M2-5910

＊ 水性ガス発生炉…………………K6-3

水栓用弁体………………………M2-5912

＊ 水栓………………………………M2-530､M2-5311

水栓用弁板………………………M2-5912

水栓具用カバー…………………M2-5920

水槽………………………………L3-620､L3-630

水栓具用吐出管…………………M2-5310

水槽

水栓具用吐出口…………………M2-5310

観賞魚用水槽………………E0-1110

水栓具用ハンドル………………M2-5911

水洗便所用水槽……………D5-46

水栓具用

設置用水槽…………………L3-620

ハンドル表示蓋………………M2-5910

湯沸し器用水槽……………D5-590

水栓具用表示器…………………M2-5910

吹奏楽器

水栓具用表示キャップ…………M2-5910

鍵盤吹奏楽器………………E4-50

水栓具用表示体…………………M2-5910

吹奏楽器用パイプ継手…………E4-40

水栓具用表示板…………………M2-5910

水槽組立用固定具………………L3-6290

水栓具用表示蓋…………………M2-5910

水槽組立単位板…………………L3-6291

水洗トイレット用

水槽組立用補強金具……………L3-6290

洗浄水器………………………D5-490

吹奏鍵盤楽器用ケース…………E4-91

＊ 水栓取付座金……………………M2-5920

水槽の入水管用防波筒…………L3-6290

水栓取付用浄水器………………K6-121A

水槽ブロック……………………L3-620

水栓ハンドル用表示蓋…………M2-5910

水槽用架台………………………L3-6290

水栓ハンドル用表示板…………M2-5910

水槽用支柱座金…………………L3-6290

水栓ハンドル用レバー…………M2-5911

水槽用ステー固定具……………L3-6290

＊ 水栓柱……………………………M2-5920

水槽用単位体……………………L3-6291

水栓柱用キャップ………………M2-5920

水槽用単位板……………………L3-6291

水洗便器掃除用ブラシ…………C3-210

水槽用通気口……………………L3-6290

水洗便器用水槽…………………D5-46

水槽用継目補強具………………L3-6290

水洗便所用浄化槽………………D5-45

水槽用取付金具…………………L3-6290

水洗便所用水栓…………………M2-530〜5310

水槽用パネル……………………L3-6291

水洗便所用水洗レバー…………M2-5911

水槽用補強金具…………………L3-6290

＊＊水洗便所用水槽…………………D5-46

水槽用補強材……………………L3-6290

水栓弁体…………………………M2-5912

水槽用マンホール蓋……………L3-6290

水洗用温度調節ハンドル………M2-5911

水素計

水栓用コマ………………………M2-5912

硫化水素計…………………J1-523

＊ 水栓用コマ体……………………M2-5912
水栓用シャワー
引出し吐水口…………………M2-5310

水中運動服………………………B1-5
＊ 水中音波探知機…………………H0-21
＊＊水中花……………………………C2-4

水栓用蛇口………………………M2-5310

水中攪拌機………………………K6-20

水栓用接続管……………………M2-4113

水中構築物用

水栓用吐出管……………………M2-5310

基礎ブロック…………………L2-2241

水栓用吐水管……………………M2-5310

水中サンドポンプ用

水栓用吐水具……………………M2-5310

攪拌羽根………………………K8-591

水栓用吐水口……………………M2-5310

＊ 水中斜流ポンプ…………………K8-521

水栓用切換え把手………………M2-5911

水中照明器具……………………D3-63

水栓用逆止弁……………………M2-503

水中照明灯………………………D3-63

水栓用レバーハンドル…………M2-5911

＊ 水中銃……………………………E3-53
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物品の名称

〔スイ〕
意匠分類の記号

物品の名称

水中スクーター…………………G3-3

意匠分類の記号

カットアウト

水中スピーカー付き

スイッチ…………………H1-513

浴槽……………………………D5-311

近接スイッチ………………H1-553

水中設置用回転送風……………K8-70

光電スイッチ………………H1-554

水中送受波器……………………H0-20

シーソースイッチ…………H1-530B､H1-540B

水中テント………………………L2-60

タイムスイッチ……………H1-524

水中電動遠心ポンプ……………K8-522

多方向スイッチ……………H1-540

＊ 水中灯……………………………D3-63

超音波スイッチ……………H1-555

水中ナイフ………………………K1-110B

トグルスイッチ……………H1-540C

水中用柄…………………………K1-119

トリガスイッチ……………H1-540F

水中ナイフ用鞘…………………K1-52

ナイフスイッチ……………H1-522

水中覗き具………………………K2-00

フロートスイッチ…………H1-556

水中のぞき箱……………………K2-00

マイクロスイッチ…………H1-551

水中鋼製打込部材の

リミットスイッチ…………H1-552

防食カバー……………………L2-2129

レバースイッチ……………H1-540C

水中曝気機………………………K8-50

レベルスイッチ……………H1-556

水中ビデオ

ロータリースイッチ………H1-540D

撮影用ケース…………………H4-319

スイッチ付き

水中布施用杭ブロック…………L2-210

可変抵抗器……………………H1-422

水中ブルドーザー………………K3-3210

スイッチ付自転車用

水中ポンプ………………………K8-50､K8-521

シフトレバー…………………G2-2932

水中ポンプ

スイッチプレート………………H2-4240〜4240B

ケーシング……………………K8-592
水中ポンプ用

＊＊スイッチボックス………………H2-4230
＊ スイッチボックス

サンドドリル…………………K8-590

カバー…………………………H2-42390

水中ポンプ用制御器……………K8-50

スイッチ用磁石…………………H1-550

水中ポンプ用底板………………K8-592

スイッチ用送受波器

＊＊水中眼鏡…………………………E3-53

超音波スイッチ用

＊ 水中眼鏡おもちゃ………………E1-522

送受波器…………………H1-555

＊ 水中モーターポンプ……………K8-521

スイッチ用送波器

水中モートル……………………H2-120

超音波スイッチ用

水中照明器具……………………D3-63

送波器……………………H1-555

＊＊水中用ナイフ……………………K1-110B

スイッチ用つまみ………………H1-04

水中用ナイフの鞘………………K1-52

スイッチ用引紐…………………H1-590

水中用ビデオテープ

水底攪拌機………………………K3-3271

レコーダー付き

水底掘削用ショベル……………K3-3271

ビデオカメラ…………………H4-311

水底掘さく用ショベル…………K3-3271

水中用マイクロホン……………H4-110

＊ 水底土砂掘削機…………………K3-3271

水中翼船…………………………G3-0､G2-30

＊ 水底軟弱地盤用作業台…………L2-14

水中ライト………………………D3-63

＊＊水滴………………………………F1-312

垂直昇降はしご…………………L1-10

水田作業機用フロート…………K3-1259

スイッチ

水田車輪…………………………K3-191

足踏スイッチ………………H1-523

水田車輪取付用ラグ……………K3-191

圧力スイッチ………………H1-557

水田除草機………………………K3-127

押ボタンスイッチ…………H1-530A､

水田除草機用ローター…………K3-127

H1-540A〜540AA

水田水量調節器…………………L2-32

温度スイッチ………………H1-558

水田施肥機………………………K3-121
＊＊水田中耕除草機…………………K3-127
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〔スイ〕
物品の名称

〔スイ〕
意匠分類の記号

水田溝切り機……………………K3-110

物品の名称

＊＊吸飲み……………………………J7-10

水田用ゴミ取り具………………K3-161

炊飯釜

水田用除草機……………………K3-127
水田用堰…………………………L2-32

意匠分類の記号

学校給食用炊飯釜…………K4-72
＊＊炊飯器……………………………C5-4121〜4121CA

水田用施肥機……………………K3-121

炊飯機

水田用中耕除草機………………K3-127

業務用炊飯機………………K4-70

水田用排水堰……………………L2-32

炊飯器組込み用調理台…………D5-1202

水田用排水調節枡………………l2-431〜431B

炊飯器載置用ワゴン……………D2-42A

水田用溝切機……………………K3-110

炊飯器用カバー…………………C5-511

水田用流水量調整口枠…………L2-32

炊飯鍋……………………………C5-4110､

＊＊水筒………………………………C5-315〜315A
水筒

C5-4110C〜4110D
＊＊水盤………………………………C2-132

冷蔵庫用水筒…………………C5-315A

すいふくべ………………………J7-40

＊ 水筒おもちゃ……………………E1-430

すいふくべの弁…………………J7-40

＊ 水筒カバー………………………C5-511

＊ 水分計……………………………J1-35

水筒ケース………………………C5-511

＊ 水平器……………………………J1-610

＊ 吸取り紙…………………………F3-1110

水平器付墨壷……………………K1-05

水道加圧器………………………K8-50
水道管外面塗装用
マスク…………………………K0-39

水密盲蓋の防護治具……………L1-40
＊＊水門………………………………L2-13
＊＊水門扉……………………………L2-13

水道管用ジャッキ………………G1-31

水門用パッキング材……………L4-430

水道管用保温カバー……………M2-490

水陸両用作業車…………………K3-3240

水道蛇口…………………………M2-5310

水陸両用車………………………G2-0

水道蛇口用浄水器………………K6-121､K6-121A

水陸両用車用フロート…………G3-90

水道蛇口用
凍結防止カバー………………M2-5920

水陸両用自動車…………………G2-0
＊ 水流切換え器……………………M2-5921

水道蛇口用ろ過器………………L6-121､M2-5921

水流構成用

水道凍結防止具…………………M2-5920
水道の遠隔積算計

土留ブロック…………………L2-2240B
＊＊水量メーター……………………J1-322

受信部取付け用支柱…………L3-0

水量メーター用

＊ 水道メーター……………………J1-322

保温カバー……………………L2-433

水道メーター用

水力タービン……………………K8-10

保温カバー……………………L2-433

水冷エンジン用

水道用管継ぎ手…………………M2-4113

シリンダ………………………K8-291

水道用サドル付き

水路管……………………………L2-411〜411E

分水栓…………………………M2-530

水路畦畔用ブロック……………L2-311､L2-412C

水道用磁気処理具………………K6-40
水道用じゃ口

水路溝……………………………L2-412〜412D
＊＊水路構成用ブロック……………L2-411C〜412B､

切換えレバー…………………M2-5911

L2-412D〜413D

水道用浄水器……………………K6-121A

水路溝の嵩上げ用金具…………L2-4190

水道用接続管……………………M2-4113

水路溝用受台……………………L2-420

水道用地中弁室…………………L2-432A

水路溝用かさあげ枠……………L2-4190

水道用取手………………………M2-5911

水路溝用接続枠…………………L2-420〜421B

水道用ハンドル…………………M2-5911

水路溝用連結枠…………………L2-420〜421B

水道用バルブボックス…………L2-431A〜432B

水路底張り用ブロック…………L2-413

水道用バルブボックス…………L2-432A〜432B

水路側溝用ブロック……………L2-411〜412B､

水道用パッキン…………………M2-491

412D〜413B

水道用弁室………………………L2-432〜432B

水路内面被覆材…………………L2-4190
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〔スイ〕
物品の名称

〔スキ〕
意匠分類の記号

物品の名称

＊ 水路ブロック……………………L2-411､411E､

スカート

412〜413B

キュロット

水路溝用構成部材………………L2-412A

スカート…………………B1-122

＊ 水路用かさ上げ枠………………L2-4190

スカート検品用ボデー…………K5-21

水路用管…………………………L2-411〜411D

スカートジッパー付用

水路用管継ぎ手…………………M2-4113
水路用構築コンクリート

意匠分類の記号

ミシン…………………………K5-230B
＊＊スカートハンガー………………D1-111〜111F

ブロック………………………L2-412A
水路用コンクリート管…………L2-411C

＊＊スカーフ…………………………B3-34〜34B
＊ スカーフ止め……………………B3-33

水路用コンクリート

スカーフ用ハンガー……………D1-111AA､D1-111B

ブロック………………………L2-410〜413B

＊＊姿見………………………………D2-632

＊ 水路用支柱………………………L2-421〜421B

姿見付きついたて………………D2-04

水路用水門………………………L2-13

すき………………………………K3-160

水路用せきとめ材………………L2-32

鋤…………………………………K3-160

＊ 水路用側板ブロック……………L2-412A､

すき

L2-413〜413B
水路用底板受台…………………L2-420

馬耕用すき…………………K3-110
＊＊スキー……………………………E3-4110

＊ 水路用底板ブロック……………L2-413〜413B

スキー

水路用側溝ブロック……………L2-411E

芝スキー……………………E3-40

水路用土留

水上スキー…………………E3-52

コンクリート…………………L2-411

ローラースキー……………E3-40

水路用土留コンクリート

スキー板…………………………E3-4110

ブロック………………………L2-411E
水路用パッキング材……………L2-4190

スキーエッジ研磨具……………K1-283
＊＊スキー靴…………………………B5-210〜510A

水路用ブロック…………………L2-410〜411A

スキー靴収納棚…………………D2-542

L2-411C〜412A

スキー靴収納用

L2-412C､413B､421

ロッカー………………………D2-551

水路用ブロックの

スキー靴収納ラック……………D1-310

シール材………………………L2-4190

スキー靴止め金具………………E3-4119

＊ 水路用まくらブロック…………L2-420

スキー靴止金具用

水路用溝…………………………L2-411D､L2-412A
水路用落差ブロック……………L2-412D

ヒールプレート………………E3-4119
＊ スキー靴止め後金具……………E3-4119

水和膨張性分割材………………L2-20
スウェージングマシン…………K7-130

スキー靴止め前金具……………E3-4119
＊ スキー靴用中敷き………………B5-219

＊＊数学学習機………………………F1-222

スキー靴用

数学学習器………………………F1-222

ビンディンク…………………E3-4119

数字表示管………………………H1-721

＊＊スキーケース……………………E3-4119

＊ 数値制御複合工作機械…………K7-1101
数値制御施盤……………………K7-111

スキー結束バンド………………E3-4119
＊＊スキー締め具……………………E3-4119

数値制御中ぐり盤………………K7-113
着具
はさみ枢着具………………K1-139

スキー収納用ロッカー…………D2-551
＊＊スキーストック…………………E3-412
＊ スキーストック結束具…………E3-412

据付け湯沸し器…………………K8-31
据付用高さ調整台………………L4-3390

スキーストックの石突…………E3-412
＊ スキーストック用

据付け用電気温水器……………K8-31
据付け用噴水……………………L3-60

グリップ………………………E3-412
＊＊スキーストック用

＊＊スカート…………………………B1-122

リング…………………………E3-412
スキーズボン……………………B1-121
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〔スキ〕
物品の名称

〔スジ〕
意匠分類の記号

物品の名称

スキー背負用具…………………G1-01

意匠分類の記号

スクリュー圧縮機………………K8-60

＊ スキー流れ止め具………………E3-4119

スクリュー圧縮機本体…………K8-60

スキー用上衣……………………B1-115〜115A

スクリューコンベア用

スキー用エッジ…………………E3-4119

排出駆動基台…………………G1-10

スキー用エッジ材………………E3-4119

＊＊スクリューコンベヤー…………G1-10

スキー用ゴーグル………………B3-60A

スクレーパ

スキー用ジャケット……………B1-115〜115A

左スクレーパ………………K1-04

スキー用手袋……………………B2-51〜51B

被牽引スクレーパ…………K3-3240

スキー用保護カバー……………E3-4119

モーター

スキー用リフトの座席…………G1-4

スクレーパ………………K3-3240

スキー板ワックス

スクレーパ………………………K1-04

塗布機…………………………E3-410

スクロール真空ポンプ…………K8-50

スキーリフト用乗具……………G1-4

スクロールチャック……………K7-1921

＊ スキーリフト用搬器……………G1-4

スケート

スキー練習機……………………E3-410

三輪スケート………………E2-523

抄き機

四輪スケート………………E2-523

海苔抄き機…………………K4-6
隙間閉寒板………………………L4-410

ローラースケート…………E3-40
＊＊スケート靴………………………B5-220

＊ 隙間防止調整框…………………L5-12016

スケート靴用のエッジ…………B5-229

＊ 隙間防止調整框材………………L5-12016
＊＊すきやきなべ……………………C5-4110CA､
C5-4110D

スケジュール用紙………………F3-1132
＊ スケッチバッグ…………………F2-741
＊＊スケッチブック…………………F3-211

スクーター………………………G2-30

すげ笠……………………………B2-64

スクーター

スコープ

水上スクーター……………G3-3

測定用

＊＊スクーターおもちゃ……………E1-6316

オシロスコープ…………J1-47

スクーター用荷かご……………G2-3950

ドアスコープ………………L5-66

スクーター用風防………………G2-391

ライフルスコープ…………E3-041

すくい縫用ミシン………………K5-230B

スコアシート

スクライバー

ゴルフ用

製図用

スコアシート……………F3-1134

スクライバー……………F2-330

ボーリング用

スクラップ車両処理機…………K0-50

スコアシート……………F3-1134

＊＊スクラップブック………………F3-220

＊＊スコアボード……………………F5-10〜10C

＊ スクラッププレス………………K0-50

＊ スコップ…………………………K3-163

スクリーン
映写用スクリーン…………J3-70

＊ スコップおもちゃ………………E1-621
＊ スコップ用柄……………………K3-169

スクリーン印刷機………………K0-220

＊＊すごろく…………………………E2-210

スクリーン印刷用版枠…………K0-239

双六………………………………E2-210

スクリーン付

すごろく盤………………………E2-210

スライド映写機………………J3-72

＊＊すし………………………………A1-10

スクリーン付き整理棚…………D2-5160､D2-5321
スクリーン付
テレビジョン投射機…………H4-342

寿司………………………………A1-10
＊ すしおけ…………………………C5-210〜210J
＊ すし容器…………………………C5-210〜210J

スクリーンボックス用
型材……………………………L5-510
スクリュー

すし用すだれ……………………C6-230
＊＊すし用成形器……………………C6-233
＊＊筋交い……………………………L4-192

船舶用スクリュー…………G3-91
218

〔スジ〕
物品の名称

〔スチ〕
意匠分類の記号

物品の名称

筋交い

意匠分類の記号

自動二輪車用

足場用筋交い………………L1-115

スタンド…………………G2-392

建物用筋交い………………L4-192

電気スタンド………………D3-332〜332E

筋かい止め金具…………………L4-191A

時計付き

筋かい用接続金具………………L4-191A､L4-192

蛍光灯スタンド…………D3-331

＊ 筋交い用ボルト…………………L4-193

時計付き

筋違用引張り金具………………L4-190､L4-193

電気スタンド……………D3-331

すじ蒔き用溝形成板……………K3-124

ドリル刃収納用

すす吹き機………………………K8-39

スタンド…………………K1-50

鈴…………………………………E1-513

ヘアーアイロン用

鈴

スタンド…………………B7-3492
卓鈴…………………………C2-0

ヘアードライヤー用

土鈴…………………………E1-513

スタンド…………………B7-3492

風鈴…………………………C2-31

ラジオ付き電気

振鈴…………………………E4-20

スタンド…………………D3-331

＊＊鈴おもちゃ………………………E1-513

＊ スタンド灰皿……………………B6-30A

＊ スズメおどし……………………K3-130

＊＊スタンプ…………………………F2-222

雀おどし具………………………K3-130

スタンプ

＊＊すずり……………………………F1-311

カウンター付き

＊＊すずり箱…………………………F2-713

スタンプ…………………F2-220

＊ 裾よけ……………………………B1-64

事務用スタンプ……………F2-222

スターター………………………K8-293
スターター

タイムスタンプ……………J4-3
＊＊スタンプ台………………………F2-2291

内燃機関用

スタンプパッド…………………F2-2291

スターター………………K8-293

スタンプミル……………………K3-41

スターティング
ブロック………………………E3-1

スタンプ用ケース………………F2-7221
＊＊すだれ……………………………C1-52

スタート合図用

すだれ

ピストル………………………E3-00

包装すだれ…………………F4-11

＊ スタイラス………………………H4-42930

すだれ掛け具……………………D1-21A

スタッド…………………………M3-124
スタッド

スダレ付網戸……………………L5-1250
＊ すだれ用篠………………………C1-59

溶植スタッド………………M3-124

スチームアイロン………………C3-810

スタッド用キャップ……………M3-193

スチームクリーナー……………J0-1

スラブ梁用型枠止め具…………L1-330

スチームサウナ付き

スタンド

シャワー室……………………D5-60

インクスタンド……………F2-125

スチーム付きヘアー

鉛筆削り付き

アイロン………………………B7-341

蛍光灯スタンド…………D3-331
楽器スタンド………………E4-90

スチームトラップ………………M2-541
＊ スチームバス……………………D5-3140

蛍光灯スタンド……………D3-332〜332E

スチームバス用

携帯用電動ドリルの
スタンド…………………K1-3149

蒸気発生器……………………D5-3149
＊ スチームバス用

コーヒーサイホン用

スチーム発生器………………D5-3149

スタンド…………………C5-319

スチームヒーター………………D4-316

コピースタンド……………F2-732
自転車用スタンド…………G2-4915

スチーム美髪器…………………B7-200
＊ スチールギター…………………E4-30
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〔スチ〕
物品の名称

〔スナ〕
意匠分類の記号

物品の名称

スチールセグメント用

意匠分類の記号

ストーブ用

継手鋼材………………………L2-12191
スツール…………………………D2-10､D2-13〜13A

オイルタンク…………………D4-292
＊＊ストーブ用ガード………………D4-290

＊ ステーケーブル

ストーブ用吸排気筒……………D4-0

係留用金具……………………L2-119
＊＊ステープラー……………………F2-8321〜
8321A､K1-34
ステープラー

ストーブ用台……………………D4-290
＊＊ストーブ用燃焼筒………………D4-290
＊ ストーブ用火格子………………D4-191
＊ ストーブ用火床…………………D4-191

事務用
ステープラー……………F2-8321〜8321A

ストーブ用保護ガード…………D4-290
＊ ストール…………………………B3-34〜34B

事務用電動

ストッキング

ステープラー……………F2-8322

パンティ

はさみ付き事務用

ストッキング……………B1-67

ステープラー……………F2-8320

ストック…………………………E3-412

＊ ステープラー付き

ストック

事務用品整理皿………………F2-7230

スキー用ストック…………E3-412

＊ ステープル打込み器……………K1-2420､K1-34

ストッパー

＊ ステープルリムーバー…………F2-83291

引戸用ストッパー…………L5-95

ステアリングホイール…………G2-2931

ストッパー付き

ステアリングホイール

キャスター……………………M3-320

自動車用ステアリ

ストッパー付き

ングホイール………………G2-2931
＊ ステッカー………………………F3-344

ハンガー………………………D1-111AA
＊＊ストップウォッチ………………J2-6

ステッキ…………………………B3-84

ストップランプ付自動

ステップ材………………………L2-221

車用バックミラー……………G2-901〜G2-901A

ステップボルトカバー…………L2-169

ストップリング

＊ ステップモーター………………H2-120

プライヤー……………………K1-222

＊ すててこ…………………………B1-67

ストリップコイル

＊ ステレオおもちゃ………………E1-645

焼鈍炉用床板…………………K0-490

ステレオカートリッジ

ストレート瓦用雪止具…………L4-2192

用増幅器………………………H4-150

ストレート止水栓………………M2-530

ステレオ付き収納棚……………D2-5160

ストロー…………………………C6-13

＊ ステレオ付き整理棚……………D2-5160

ストロー

＊ ステレオ付きテレビ

飲料用ストロー………………C6-13

受像機…………………………H4-3450
ストーカー………………………K8-39

ストローカッター………………K1-420
＊ ストロー立て……………………C5-534

ストーブ…………………………D4-20

ストロボ…………………………J3-34

ストーブ

ストロボ付きカメラ……………J3-20〜20C

ガスストーブ………………D4-22

ストロボ付き35ミリ

石炭ストーブ………………D4-20

カメラ…………………………J3-20〜20C

石油ストーブ………………D4-23〜23D

ストロボ用ガイド

電気ストーブ………………D4-21

ナンバー可変器………………J3-30

練炭ストーブ………………D4-20

砂地整地機………………………K3-3240

ストーブガード…………………D4-290

スナップ

＊ ストーブ転倒防止

衣服用スナップ……………B9-112

ガード…………………………D4-290

かばん用スナップ…………B9-112

ストーブ用安全ガード…………D4-290

靴用スナップ………………B9-112
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〔スナ〕
物品の名称

〔スプ〕
意匠分類の記号

物品の名称

＊ スナップリング

意匠分類の記号

スピーカー付き映像、

プライヤー……………………K1-250A

音響機器用収納棚……………D2-5160

＊ 砂時計……………………………J2-11

D2-5321B

砂篩機……………………………K3-42

スピーカー付き座いす…………D2-12

砂利用再洗機……………………K3-41

スピーカー付き机………………D2-330

すね当て

＊ スピーカー付きテレビ

運動用すね当て……………B2-44

受像機用台……………………H4-130

＊ スノーシェード…………………L2-541

スピーカー付き

スノーシェルター………………L2-541

テレビ台………………………D2-5160

スノーダンプ用車輪付

スピーカー付き電気

取付金具………………………K3-169

座いす…………………………D2-12

スノーバギー……………………G2-233

スピーカー付き

スノーモービル…………………G2-233
スノーモービル用

マイクロホン…………………H4-110､H4-133
＊＊スピーカーボックス……………H4-B0〜132CA

無限軌道帯……………………G2-912

スピーカーボックス

すのこ

置台……………………………D2-41〜41C

そばせいろう用

スピーカーボックス用

すのこ……………………C5-229

載置台…………………………D2-41〜41C

流し台用すのこ……………D5-193

スピーカーボックス用

浴室用すのこ………………D5-34

スタンド………………………H4-1390､

すのこ材…………………………L6-141

D2-41〜41C

巣箱………………………………K3-220

スピーカーボックス用

スパークプラグ用

前面パネル……………………H4-1391

プライヤー……………………K1-222

スピーカーボックス用

スパイクタイヤの

台………………………………D2-41〜41C

スパイクピン…………………G2-91190
スパイク鋲用レンチ……………K1-2320

スピーカー用置台………………D2-41〜41C
＊ スピーカー用

＊＊スパイラル分級機………………K3-42

キャビネット…………………H4-1392

＊ スパゲッティ……………………A1-14

＊ スピーカー用振動板……………H4-1390

＊ スパチュラ………………………C6-214

スピーカー用スタンド…………H4-1390､

スパッタリング装置用

D2-41〜41C

ターゲット……………………K0-03

スピーカー用取付金具…………H4-1390

＊ スパッツ…………………………B2-44

スピーカー用ネット……………H4-1391

＊＊スパナ……………………………K1-2320､K1-2321
スパナ

＊ スピーカー用パネル……………H4-1391
＊＊スピーカー用ホーン……………H4-1390

片口スパナ…………………K1-2321

スピンドル

両口スパナ…………………K1-2321

繊維機スピンドル…………K5-190

スパナ掛け………………………K1-50

スプール

スパンドレル……………………L6-10〜10B

釣り用

＊＊スピーカー………………………H4-130〜132CA

リールスプール…………K2-591

＊ スピーカー置台…………………D2-41〜41D

スプーン…………………………C6-112〜112G

スピーカー及びモニ

スプーン

ターテレビ付電話機…………H4-3450

飲食用スプーン……………C6-112〜112G

スピーカーグリル………………H4-1391

飲食用フォーク

スピーカースタンド……………D2-41A､D2-41C

スプーン…………………C6-110

スピーカー付きいす……………D2-41C､D2-150

カクテルスプーン…………C6-15
計量スプーン………………J1-251
調理用スプーン……………C6-211
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〔スプ〕
物品の名称

〔スラ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

＊ スプーン受け……………………C5-533

スポーツウオール………………L3-50

＊ スプーン置き……………………C5-533

スポーツカー……………………G2-210

＊ スプーンおもちゃ………………E1-410
スプリンクラー…………………M2-532

スポーツカーおもちゃ…………E1-6315
＊＊スポイト…………………………K6-72

スプリンクラー台座……………L2-214

スポイト付き墨汁入れ…………F1-310

スプリンクラー取付

スポットクーラー用

チャンネル固定具……………L4-3190

吹き出し口……………………D4-390

＊ スプリンクラーヘッド…………M2-532

スポット溶接機…………………K7-140､K7-1490､

スプリンクラー用

K7-1491

止水栓…………………………M2-530

スポット溶接機用ガン…………K7-140

スプリング着脱具………………K1-250

スポット溶接機用

スプレー缶ガス抜き具…………K1-225

電極接続金具…………………K7-1490

スプレー缶の穴あけ具…………K1-00

スポット溶接機用万力…………K1-271

スプレーブース…………………K0-31

スポット溶接用ガン……………K7-1491

滑り具

スポット溶接用電極……………K7-1410､K7-1490

戸滑り具………………………L5-93

＊＊スポットライト…………………D3-620〜620B

＊＊滑り台……………………………E2-533

スポットライト用笠……………D3-620A

＊ 滑り出し窓用上枠………………L5-1511

スポットライト用

＊ 滑り出し窓用上枠材……………L5-1511

フレネルレンズ………………D3-913

＊ 滑り出し窓用下枠………………L5-1512

スポンジ置き……………………D1-36

＊ 滑り出し窓用下枠材……………L5-1512

スポンジたわし…………………C3-220

＊ 滑り出し窓用縦枠………………L5-1513

＊ スマートボール機………………E2-30

＊ 滑り出し窓用縦枠材……………L5-1513

＊ 墨…………………………………F2-117

滑止め具

墨当て具

靴用滑止め具………………B5-920

建物用隅当て具……………L4-491

物干し用滑止め具…………C3-79

角当て材…………………………L4-4120

滑止め金具

隅板がわら………………………L6-110

靴滑止め金具………………B5-914

隅鬼瓦……………………………L6-115

滑り止めピンチコック…………D1-119

＊＊炭かご……………………………D4-190

滑止め用敷板……………………L6-1420

隅角用間知ブロック……………L2-2244AA

＊＊スペーサー………………………L1-431〜432､

隅木樋曲り………………………L4-2322D

L2-2129､L2-221
スペーサー
送電線用

墨すい器…………………………F1-310
＊ 墨すり機…………………………F1-310
＊＊隅棚………………………………D2-511､D2-511J

スペーサー………………H2-443

墨付定規…………………………K1-05

自動車用ホイール

墨つぼ……………………………K1-05

スペーサー………………G2-91190

墨つぼ用糸通し棒………………K1-00

鉄骨用スペーサー…………L1-432

隅戸棚……………………………D2-511J

配筋用スペーサー…………K1-431A

隅巴瓦……………………………L6-115

間仕切り用パネル

隅柱の注脚固定金具……………L4-191A

スペーサー………………L5-0111

隅棟瓦……………………………L6-113

スペーサー材

すみ焼きテーブル………………D2-30C

間仕切り用パネル

墨用型材…………………………L4-4120

スペーサー材……………L5-0111
スペアケース付

相撲用マワシ……………………B1-120
＊＊スライサー………………………C6-322､K4-30

トイレットペーパー

スライサーナイフ………………K1-420

ホルダー………………………C4-250
スポーク用反射器………………G2-905
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〔スラ〕
物品の名称

〔スラ〕
意匠分類の記号

スライダー

物品の名称
＊ スライドファスナー用

衣服用スライド
ファスナーの

下止め具………………………B9-11490
＊＊スライドファスナー用

スライダー………………B9-11491
スライドファスナー用

スライダー……………………B9-11491
＊＊スライドファスナー用

スライダー………………B9-11491

スライダー引手………………B9-11492

スライダー用保持板……………L5-62

スライドファスナー用

＊＊スライディングドア……………L5-010

スライダー本体………………B9-11491

＊ スライディングドア

スライドファスナー用

用框……………………………L5-0121
＊ スライディングドア用

チェーン………………………B9-11490
＊ スライドファスナー用

框材……………………………L5-0121

テープ…………………………B9-11490

＊ スライディングドア用

スライドファスナー用テープ

ハンガーレール………………L5-50､L5-511

衣服スライド

スライディングドア用

ファスナー用

パッキング材…………………L5-1021

テープ……………………B9-11490

＊＊スライディングドア用

スライドファスナー用

パネル…………………………L5-0122

止金取付具……………………K1-220

スライディングドア用

スライドファスナー用

レール金具の
カバー用………………………L5-100

意匠分類の記号

止め具…………………………B9-11490
＊＊スライドフィルム用

スライディングドア用

台紙……………………………F3-13210

レール金具……………………L5-50

スライドブロックの

スライディングドア用

保持板…………………………L5-62

ローラー………………………L5-62

スライド

スライディングドア……………L5-010

プロジェクター………………J3-51

＊＊スライド映写機…………………J3-51

スライドベアリング用

スライド写真用台紙……………F3-13210

外側板…………………………L5-62

スライド書棚……………………D2-511､D2-515

スライドベアリング用

＊ スライドスイッチ………………H1-540E

保持板…………………………L5-62

スライドスイッチ用

スライドボリューム

つまみ…………………………H1-04

操作取手………………………H1-04

スライド棚………………………D2-511

スラックスの裾上げ台…………K5-21

スライド板付き机………………D2-330

スラックスハンガー……………D1-111AB

スライドビューアー……………J3-50

スラッシュ製造機………………K4-51

＊＊スライドファスナー……………B9-1140

スラット

スライドファスナー

シャッター

衣服用スライド

スラット…………………L5-311

ファスナー………………B9-1140

スラット材

スライドファスナー取付

シャッター

け用ミシンの布押え…………K5-2392

スラット材………………L5-311

スライドファスナーの

スラブ開口部用

止金具取付機…………………K0-00

コンクリート型枠……………L1-3130

スライドファスナーの

スラブ型枠下ばき材の

封止具…………………………B9-11490

仮支持具………………………L1-2192

＊ スライドファスナー用

スラブサポート用

上止め具………………………B9-11490

押さえ金具……………………L1-2219
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〔スラ〕
物品の名称

〔ズロ〕
意匠分類の記号

スラブ下コンクリート

物品の名称

＊ スローアウェイバイト…………K1-405

型枠吊下用補助具……………L1-319

スローアウェイバイト

スラブ上への立ち上げ
配管線保護具…………………L2-430

用チップ………………………K1-406
＊＊スローアウェイバイト

スラブ等のパイプ

用超硬チップ…………………K1-406

穴塞ぎ用具……………………L1-30
スラブの貫通孔形成用

スロットマシン…………………E2-30
＊＊スロットマシン

用具……………………………L1-30
スラブのスリーブ穴

ゲーム機………………………E2-30
＊ 座り机……………………………D2-331

作成用具………………………L1-30

隧道コンクリート壁用

スラブ引きセパレータ
ーの取付具……………………L1-3237
スラブ表面仕上げ用

意匠分類の記号

漏水防止材……………………L4-430
＊＊ずきん……………………………B2-61
＊ 図形説明具………………………F1-220

天端表示具……………………L1-40

図形読取機付

スラブポット……………………L1-431

自動製図機……………………H5-451

スラブ用鉄筋の支持具…………L1-431

＊ 厨子………………………………C7-161

スリーブ

＊ 厨子用欄間………………………C7-1691

圧着スリーブ………………H1-311

＊ 図表読取り具……………………F2-00

電気接続スリーブ…………H1-311

＊＊ズボン……………………………B1-121

スリーブ受け……………………L1-30

ズボン

スリーブ抜き具…………………K1-250

運動用ズボン………………B1-121

すり切り板………………………C6-210

半ズボン……………………B1-121

＊ すりこぎ…………………………C6-351

＊ ズボン仕上用整形機……………K5-20

スリット材支持具………………L4-430

＊＊ズボン下…………………………B1-67

スリット材保持具………………L4-430

＊＊ズボンつり………………………B2-30

＊＊スリッパ…………………………B5-8〜8A
スリッパ

＊ ズボンつり止め金具……………B9-12A〜12B
＊ ズボンつり用調節金具…………B9-140A

電気スリッパ………………D4-16

ズボンの尻割具…………………K5-21

スリッパ掛け……………………D1-312〜312B
スリッパ収納棚…………………D2-542

ズボンハンガー…………………D1-111〜111F
＊＊ズボンプレッサー………………C3-83

スリッパ収納箱…………………D1-312

ズボンプレッサー付

スリッパ製造用金型……………K1-60

アイロン台……………………C3-83

スリッパ整理具…………………D1-312〜312B

ズボン用腰裏……………………B1-910

＊ スリッパソックス………………B2-43､B2-43B

ズボン用内ポケット……………B1-910

＊ スリッパ底………………………B5-9120

ずみ

＊＊スリッパ立て……………………D1-312〜312B

まゆずみ……………………B7-5

スリッパつり具…………………D1-113

図面作成機………………………H5-451

スリッパバンド…………………B5-591

画面作成機用机…………………D2-41B

スリッパ用ハンガー……………D1-113

図面収納器………………………F2-711

＊ スリッパラック…………………D1-312〜312B

図面収納具………………………F2-711

＊＊スリップ…………………………B1-63
＊ スリッパ台………………………B5-9120B

図面収納用筒……………………F2-7442
＊＊図面保管キャビネット…………F2-711

＊＊すり鉢……………………………C5-4531

図面保管庫………………………F2-711

スレート瓦用雪止具……………L4-2192

図面ホルダー……………………F2-732

スレートがわら…………………L6-111

図面用キャビネット……………F2-711

スレート止め金具………………L4-390

＊ 図面用筒…………………………F2-7442

スレート留金フック……………L4-2191

＊ ズロース…………………………B1-66

スレート用止金具………………L4-2191
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