〔セー〕
物品の名称

〔セイ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

ぎょうざ成形器……………C6-230
〔せ〕

魚肉練り製品

＊＊セーター…………………………B1-113

射出成形機…………………K7-40

加工用成形器……………K4-91
セーター袖仕上げ用

食肉加工用成形器…………K4-91

プレス台………………………K5-20

すし成形器…………………C6-233〜233A

セーター幅出し用

ズボン仕上げ用

プレス台………………………K5-20

整形機……………………K5-20

セーターボディ

成形コークス……………………M0-2

仕上げ用プレス台……………K5-20

成型砂糖…………………………A1-15〜15G

背当て

成型品自動取出機………………K0-020､K7-49

いす用背当て………………D2-196

成形品取り出し機………………K0-020､K0-020A

生化学分析機用冷凍器…………K6-79

整形用インプラント……………J7-70

製菓機……………………………K4-50

精穀機用昇降機…………………K4-19

製菓原料加工機…………………K4-50

＊ 精穀機用ローラー………………K4-19

＊ 製菓原料混合機…………………K4-40

整合器……………………………H3-13

＊ 製菓原料混合機用

整合器

かくはん羽根…………………K4-49

アンテナ用整合器…………H3-13

製菓原料混合機用

製砂機用打撃板…………………K3-491

攪拌羽根………………………K4-49

精算機……………………………J5-32

＊ 製菓原料注出ノズル……………K4-90

精算機

製菓材料絞り出し機……………K4-0

自動精算機…………………J5-32

製菓原料絞り出し機用

整材機用木材送り機……………K7-29

口金……………………………K4-90

綿材保持具………………………M2-6

＊ 製菓用オーブン…………………K4-71

＊ 星座観察器………………………F1-233

製菓用混合機の攪拌子…………K4-49

＊＊星座図……………………………F1-233

製菓用絞り口金…………………C6-230

星座早見器………………………F1-233

製菓用包餡機……………………K4-50

星座早見盤………………………F1-233

制御機

星座表……………………………F1-233

工作機械用

正座用腰掛け……………………D2-13〜13A

数値制御機………………H2-61〜61DAD

正座用座いす……………………D2-12

シーケンス制御器…………H2-61〜61DAD
点滴制御器…………………J7-40

正座用台…………………………D2-10
＊ 静止画ディスク記録

プログラム設定制御器…………H2-61〜61DAD

再生機…………………………H4-450

制御機器収納ボックス

静止画放送受信

の扉用蝶番……………………H2-594

アダプター……………………H3-722

制御卓

静止画用カメラ付

プロセス用制御卓…………H2-61〜61DAD

モニターテレビ

＊ 整経機……………………………K5-12

受像機…………………………H4-3450

成形器

製紙用紙巻取機…………………K0-1

アイスキャンデー

製紙用切断機……………………K0-1

成形器……………………C6-231

製紙用脱水機……………………K0-1

揚げ物用成形器……………C6-230

製紙用裁断機……………………K0-1

あぜ成形機…………………K3-110

清浄機

圧縮成形機…………………K7-40

空気清浄機…………………D4-34

押出し成形機………………K7-40

自動車用空気

おにぎり成型器……………C6-233〜233A

清浄機……………………D4-350

菓子成形器…………………C6-233〜233A

清浄作業台………………………K6-70､K6-74
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〔セイ〕
物品の名称

〔セイ〕
意匠分類の記号

物品の名称

清浄室内作業用
つなぎ服………………………B1-13

意匠分類の記号

清掃用遠心ポンプ………………K8-522
＊＊清掃用ブラシ……………………C3-210

製水器……………………………K6-121､K6-40

清掃用ブラシ入れ………………C3-29

制水弁室用蓋……………………L2-441〜441B

＊ 清掃用ポリッシャー……………C3-212

制水弁筐…………………………L2-432〜432B

清掃ロボット……………………K0-020

＊ 制水弁ふた………………………L2-441〜441B

製造機

制水弁保護箱……………………L2-432〜432B

菓子パン製造機……………K4-50

制水弁保護筐保護環……………L2-432A

紙巻きたばこ

＊＊制水弁用弁箱……………………L2-432〜432B

製造機……………………K0-00

＊＊製図機……………………………F2-34

ギョウザ製造機……………K4-0

製図機

業務用アイス

自動製図機…………………H5-451

クリーム製造機…………K4-52

＊ 製図機用操作器…………………F2-34

魚肉練り製品

製図機用ヘッド…………………F2-34

製造機……………………K4-0

製図コンパス用

くつ製造機…………………K0-00

シャープペンシル……………F2-339

小麦粉製造機………………K4-11

＊＊製図台……………………………F2-350〜350A

自転車タイヤ

製図机……………………………F2-350

製造機……………………K0-00

＊＊製図板……………………………F2-351

純水製造機…………………K6-40

製図用画線器……………………F2-330

即席麺製造機………………K4-52

製図用雲形定規…………………F2-313

ハム製造機…………………K4-0

＊ 製図用具ケース…………………F2-7430

マヨネーズ製造器…………C6-330

製図用コンパス…………………F2-331

まんじゅう製造機…………K4-50

製図用コンパス入れ……………F2-7430

ヨーグルト製造器…………C5-431

＊ 製図用定規………………………F2-310〜310B

綿菓子製造器………………C6-30

＊ 製図用定規ケース………………F2-7431

生体検査用材の保冷器…………K6-70

＊ 製図用スクライバー……………F2-330

整体ベルト………………………J7-70

製図用台…………………………F2-350

整地機用運搬台…………………K3-1190

製図用机…………………………F2-350

整地具……………………………K3-161

製図用丁定規……………………F2-312

整地板

製図用テンプレート……………F2-310B

動力耕うん機用

製図用デバイダー………………F2-331
製図用透写台……………………F2-352

整地板……………………K3-1190
＊ 製茶機……………………………K4-0

製図用分度器……………………F2-32

製茶機用の葉浚い………………K4-90

製図用ペン………………………F2-1100

製茶用煙筒ボイラー……………K8-30

清掃具……………………………C3-0〜429
清掃具

製茶用乾燥機……………………K3-14810
＊ 製茶用ボイラー…………………K8-31

歯間清掃具…………………C4-140

整地ローラー……………………K3-1190

排水管清掃具………………C3-10
清掃具運搬車……………………G2-230

製鉄用転炉………………………K0-40
＊ 製鉄用溶解炉……………………K0-40

清掃口

静電気ショック防止

建物取付け用

プレート………………………H2-32

清掃口……………………L3-40

静電気除去器……………………G2-2950､H2-32

清掃車……………………………G2-230
清掃車のインストル

静電気除去用電極………………H2-32
＊ 静電除去器………………………H2-32

メントパネル…………………G2-2933

静電塗装機………………………K0-30

清掃船……………………………G3-20

静電塗装機本体…………………K0-32

＊ 清掃用柄付きブラシ……………C3-210

静電塗装機用ヘッド……………K0-39
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〔セイ〕
物品の名称

〔セイ〕
意匠分類の記号

物品の名称

整髪用こて………………………B7-341
製版機用
エッチング処理機……………K0-21

精米選別機………………………K4-10
＊＊精米麦機…………………………K4-10
＊ 精米麦機用ホッパー……………K4-19

製版機用定着機…………………K0-21

精密機器組立用

製版用カメラ……………………J3-20

空気清浄室……………………K6-13

精麦機……………………………K4-10

精密機器組立用

製パン機…………………………K4-50

清浄作業台……………………K0-00

製パン機

精密測定機器用除振台…………J1-94

家庭用製パン機……………C6-4310

精密測定用投影機………………J1-13

製パン製菓用オーブン…………K4-71
＊ 製パン用回転窯…………………K4-71
製パン用ガスオーブン…………K4-71

意匠分類の記号

精密鋳造機………………………K7-50
＊ 精密中ぐり盤……………………K7-113
＊＊製めん機…………………………K4-52

＊＊製氷機……………………………C6-52

製麺機

製氷器付飲料供給機……………C6-61〜61C

家庭用製めん機……………C6-331

＊＊製氷皿……………………………C6-233〜233A

業務用製麺機………………K4-52

製氷皿の蓋………………………C6-239

＊＊製めん用混合機…………………K4-40

＊ 製氷皿仕切り枠…………………C6-239

製麺原料混合機…………………K4-40

製氷容器…………………………C6-233〜233A

＊＊西洋かみそり……………………B7-223

製品運搬用カバー材……………G1-59

西洋かみそり用

＊ 製品自動取出し機………………K0-020〜K0-020B
整備具

ホルダー………………………B7-223
＊ 整理かご…………………………D2-581〜581C

喫煙用

整理かご

パイプ整備具……………B6-190

書類整理かご………………F2-7120

＊＊製粉機……………………………K4-11

整理かご付き

＊ 製本機……………………………K0-24

小物掛け台……………………D2-03

製本機

整理具

書類製本機…………………F2-8341

スリッパ整理具……………D1-312〜312B

＊＊製本つづり機……………………K0-24

整理皿

製本の自動表紙

事務用ステープラ

くるみ機………………………K0-24

ー付事務用品

製本用穴あけ機…………………K0-24

整理皿……………………F2-7230

製本機用紙締め機………………K0-24

事務用品整理皿……………F2-7232

製本機用紙揃機…………………K0-24

身の回り品整理皿…………C0-12

製本用紙折り機…………………K0-24

＊ 生理帯……………………………B1-7

製本機用紙載断機………………K0-24

＊＊整理棚……………………………D2-511〜511L､

＊＊製本用断載機……………………K0-24

D2-514､D2-531

製本機用断裁包丁………………K1-420

整理棚

製本用綴機………………………K0-24

医薬品整理棚………………J7-24

製本用電動断裁機………………K0-24

印刷用原版整理棚…………K0-229

製本用ミシン……………………K0-24

工具整理棚…………………K1-50

製本用ミシン穴穿け機…………K0-24

整理棚及びこんろ付き

＊＊精紡機……………………………K5-11

流し台…………………………D5-11

精紡用ボビン……………………K5-192

整理棚付き衣服掛け台…………D2-03

＊＊精米機……………………………K4-10

整理棚付き衣服つり具…………D2-03

精米器……………………………K4-10

＊ 整理棚付き計量米びつ…………C6-63､D2-5161

精米機用除糠分離器……………K4-19

＊ 整理棚付き机……………………D2-02､

精米機用精白転子………………K4-19
精米機用ホッパー………………K4-19

D2-332〜332B
＊ 整理棚付きテーブル……………D2-02
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〔セイ〕
物品の名称

〔セキ〕
意匠分類の記号

物品の名称

＊ 整理棚付き流し台………………D5-11
整理棚用棚板締結金具…………D2-920

赤外線センサー…………………H1-554
＊＊赤外線治療器……………………J7-55

整理だんす………………………D2-523
整理戸棚…………………………D2-511〜511L

意匠分類の記号

赤外線治療灯……………………J7-55
＊＊赤外線電球………………………D3-1130

整理箱

赤外線分析計……………………J7-521

カード整理箱………………F2-7121

赤外線放射ボール………………H0-20

書類整理箱…………………F2-7120

積算器

新聞整理箱…………………D1-33

プロセス制御用

名刺整理箱…………………F2-7121

積算器……………………J1-451

整理盆

積算時間計………………………J1-00

装身具整理盆………………C0-12
精りゅう機………………………K6-0

積算電力系取付け板……………H2-592
＊ 積算電力計用収納函……………H2-591

整流器

石材加工用支持台………………K7-39

蛇口整流器…………………M2-5921

＊ 石材加工用

電源用整流器………………H2-210

石材締付け具…………………K1-270

整流素子…………………………H1-70

石材加工用の

整流ダイオード…………………H1-70

石材保持機……………………K7-30

整流板……………………………L4-2190
整理用かご………………………D2-581A〜581B

石材固定具………………………L2-00
＊ 石材採掘機………………………K3-31

生理用ショーツ…………………B1-7A

石材字彫機………………………K7-30

＊＊生理用タンポン…………………C4-41

石材切断機………………………K7-30

＊＊生理用ナプキン…………………C4-41

石材切断機用

生理用パンツ……………………B1-7A
生理用パンティ…………………B1-7A

ブレードカバー………………K7-39
＊ 石材切断用

整理用ワゴン……………………D2-42〜42B

ダイヤモンド砥石……………K1-412

せいろ……………………………C5-4111

石材吊下用ベルト………………G1-05

＊＊せいろう…………………………C5-4111
せいろう

石材等の重量物移動器…………G1-00
＊ 石材用研磨機……………………K7-30

そばせいろう………………C5-221

石材用研磨砥石…………………K1-413

＊ 背負いかばん……………………B4-20

石材用接続芯金…………………L2-00

＊ 背負い具…………………………G1-01

＊ 石材用切断機……………………K7-30

背負式捲線リール………………H2-411
＊ 背負い袋…………………………B4-20

＊ 石材用穿孔機……………………K7-30
＊ 石材用ドリル……………………K1-4070A

世界時差早見器…………………F2-530
＊ セカンドバッグ…………………B4-1A､B4-1B､

石材用門型自動研磨機…………K7-30
＊ 石炭ガス炉………………………K6-3

B4-1C､B4-1D､
B4-1E
堰

石炭コンロ………………………C6-443〜443A
＊＊石炭ストーブ……………………D4-20
＊ 石炭バケツ………………………D4-190

水田用排水堰………………L2-32

石塔………………………………L0-0

堰板………………………………L2-32〜32A

石板用連結ピン…………………L4-329

＊ 赤外線乾燥機……………………K0-41

折戸門扉…………………………L3-510

赤外線感知器……………………H1-554
＊＊赤外線ガス分析計………………J1-521

石碑………………………………L0-0
＊ 席札………………………………F3-3415

赤外線検出器……………………H1-554

席札

赤外線探知器……………………H1-554
赤外線探知スイッチ……………H1-554

婚礼用席札…………………F3-3415
＊ 席札立て…………………………F2-73131

赤外線受光器……………………H1-554

石油温風暖房機…………………D4-311〜311BD

赤外線水分計……………………J1-35

石油給湯機………………………K8-31
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〔セキ〕
物品の名称

〔セッ〕
意匠分類の記号

物品の名称

石油給湯機付き風呂釜…………D5-331

セグメント

石油給湯機本体…………………K8-31

トンネル構築用

石油こんろ………………………C6-442､C6-442C､

セグメント………………L2-1210

D4-23A

セグメント用止水

石油瞬間給湯機…………………K8-31

シール材………………………L4-430

＊＊石油ストーブ……………………D4-23〜23D

施工具

石油ストーブ用灯芯……………D4-291

ブロック積用

＊ 石油ストーブ燃焼筒……………D4-290

モルタル施工具…………K1-03

石油ストーブ燃焼筒用

施工用ブロック…………………L6-1420

ガラス板………………………D4-290

石灰ガス炉………………………K6-3

＊ 石油ストーブ用

切開機

オイルタンク…………………D4-292

手持ち電動らん外

石油ストーブ用カート

皮切開機…………………K1-310

リッジタンクケース…………D4-292

切換器

石油ストーブ用

水流切換り器………………M2-5921

カートリッジタンク…………D4-292

節句飾りの薙刀…………………C2-1530

石油ストーブ用給油口

節句用飾り段……………………C2-1521

キャップの取外し具…………K1-250

節句用毛せん……………………C2-1520

石油ストーブ用

石けん

給油ポンプ……………………K8-513

固形石けん…………………C4-101

石油ストーブ用触媒筒…………D4-290

石けん、シャンプー

石油ストーブ用芯………………D4-291

入れ……………………………D1-232､D1-36〜36A

＊ 石油ストーブ用

石けん、シャンプー

対震消火器……………………D4-290
石油ストーブ用点火器…………D4-290

意匠分類の記号

置台……………………………D1-36
＊ 石けん入れ………………………D1-232､D1-36〜36A

石油ストーブ用

石けん入れ

点火ヒーター…………………K8-49

洗たく機用

＊ 石油ストーブ用燃焼芯…………D4-291

粉石けん入れ……………C3-529

石油ストーブ用

水石けん入れ………………C4-22

燃焼器具………………………D4-290

石けん受け………………………D1-232､D1-36〜36A

石油ストーブ用燃焼筒…………D4-290

石けん液容器……………………C4-22

石油ストーブ用

石けん置き………………………D1-36

燃焼筒ガラス板………………D4-290

石けん置台………………………D1-36〜36A

石油ストーブ用

石けん及びシャンプー

燃焼リング……………………D4-290

入れ……………………………D1-232､D1-36〜34A

石油ストーブ用輻射体…………D4-290
石油こんろ付き

石鹸再成具………………………K1-00
＊ 石けん皿…………………………D1-36〜36A

テーブル………………………D2-30C

石けん皿付き浴室小物

石油暖房器………………………D4-23〜23D

入れ……………………………D1-232

石油暖房機………………………D4-23〜23D

石けんシャンプー台……………D1-36

石油燃焼器具用点火器…………K8-49

石けん水入れ……………………C4-22

＊ 石油火鉢…………………………D4-23A

石けん水供給器…………………C4-22

石油ファンヒーター……………D4-311〜311ABD

石けん水用容器…………………C4-22

石油ふろがま……………………D5-331

石けん台…………………………D1-36

堰用ブロック……………………L2-311

石けん箱…………………………C4-21

せき用枠体………………………L2-32

石工材切断機……………………K7-30
石膏ボード用面取り
カンナ…………………………K1-2010､K1-212
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〔セッ〕
物品の名称

〔セツ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

切削加工用チップ………………K1-406

接着剤加熱器……………………K1-00

切削機

接着剤射出器……………………K1-00

鍵切削機……………………K7-1102

接着剤塗布回転ローラ…………K0-00

＊ 切削機械用

接着剤塗布具……………………K1-00

切削物固定具…………………K7-1920

接着テープカッター……………F2-8142

切削具

接着テープ切断器用

鉄道レール継目の

リール…………………………F2-8149

溶接箇所切削具…………K1-400

接着テープ切断具………………F2-8142

切削工具…………………………K1-402

＊ 接着テープ剥離ナイフ…………F2-80

切削工具用タップ………………K1-4031

＊＊接着テープホルダー……………F2-8141〜8141A

切削工具用ダイス………………K1-4032

接着テープホルダー

切削工具用チェーザー…………K1-4032

ペン立て付き接着

切削工具用チップ………………K1-406
切削工具用ブローチ……………K1-404

テープホルダー…………F2-8140
＊ 接着テープホルダー用

切削チップ固定用ねじ…………K1-400

リール…………………………F2-8149

切削刃……………………………K1-406

設置用池…………………………L3-630

切削刃

設置用池槽………………………L3-630

木工用面取り機

設置用液槽………………………L3-620

の切削刃…………………K1-427

設置用水槽………………………L3-620

切削バイト………………………K1-405

設置用水槽単位板………………L3-6291

切削用工具保持具………………K1-1910

設置用タンク……………………L3-620

切削用芯出し具…………………K7-193

設置用噴水………………………L3-10

切削用バイト……………………K1-405

設置用プール……………………L3-630

接写スタンド……………………J3-30

設置用油槽………………………L3-620

接写用三脚………………………J3-33

設定器

接触器……………………………H1-62

プロセス制御用

接触器

設定器……………………J1-451

電磁接触器…………………H1-62

折版構造屋根用

＊＊接触子……………………………H1-322〜322AA

雪止金具………………………L4-2192

接触子

折版屋根緊結具…………………L4-2190

電気接触子…………………H1-322〜322AA

折版屋根谷部用

接触濾材…………………………K6-41

雪辷り止め金具………………L4-2192

切断器

折板屋根葺板用締結具…………L4-2191

カーテンレール

折板屋根用

切断器……………………K1-220

折版止着金具…………………L4-2191

＊ 設置池……………………………L3-630

折版屋根用

設置水槽用置台…………………L3-6290

タイトフレーム………………L4-2191

設置水槽用

折板屋根用鼻隠し

取付け支持具…………………L3-6290

取付金具………………………L4-2190

設置水槽用蓋……………………L3-6290

折板屋根用

接地線接続端子カバー…………H1-222

雪辷止金の受金具……………L4-2192

接地電極…………………………H1-314

折板屋根用

＊ 接地板……………………………H1-314

雪辷り止め金具………………L4-2192

＊ 設置プール………………………L3-630

折板屋根用雪止金具……………L4-2192

＊＊接地棒……………………………H1-314

雪氷ブロック……………………L6-1321

接地棒用リード端子……………H1-320〜321B

切粉脱油用遠心分離機…………K6-11

接着機

説明器

芯地接着機…………………K5-20

磁界説明器…………………F1-220
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〔セツ〕
物品の名称

〔セヒ〕
意匠分類の記号

物品の名称

雪害防止用平板等の

意匠分類の記号

食品包装用

嵌込支持具……………………L3-549

フィルム切断機…………F2-810

接木用ナイフ……………………K3-150

飼料用載断機………………K3-221

接合具

石材用切断機………………K7-30

パネル用挟圧力

卓上回転金属

固定接合具………………K1-270

切断機……………………K7-11031

ベルト接合具………………K1-260

鉄板切断器…………………K1-220

接合固定金具……………………L4-191A

トイレットペーパ

接合用ピン………………………L2-00

ーホルダー用

雪上車……………………………G2-233

ペーパー抽出

＊＊雪上自動車………………………G2-233

切断器……………………C4-259

雪上自動車スキー………………G2-2900

板金用波板切断機…………K7-11030

雪上二輪車………………………G2-30D

棒鋼切断機…………………K7-11030

雪上動力運搬車…………………G2-233

ワイヤーロープ

接続金具…………………………L3-549

切断器……………………K1-220

接続器

切断具

電気接続器…………………H1-30〜35

釣り糸切断具………………K2-00

電線接続器…………………H1-313

切断砥石…………………………K1-412

配電軌道接続器……………H1-122

切断用回転円盤

接続具

砥石……………………………K1-412

基礎杭接続具………………L2-21190

切断用回転砥石…………………K1-412

建具用接続具………………L5-92

切断用回転砥石盤………………K1-413B

電線管接続具………………H2-4221〜4221A

切断用定規………………………K1-05

導波管接続具………………H1-10

切断用砥石………………………K1-412

配線用保護ダスト

折板屋根板………………………L6-120

接続具……………………H2-4221〜4221A

折板屋根板用化粧材……………L4-2113

門扉用接続具………………L3-5190

折板屋根材取付金具……………L4-2191

接続子付

折板屋根のボルトカ

ジョイントボックス…………H1-333

バー材取付金具………………L4-2190

接続端子圧着工具………………K1-261

折板屋根用取付金具……………L4-2190

接続端子金具……………………H1-320〜322AA

折板屋根用連結金具……………L4-2190

接続端子用絶縁

説明具

スリーブ帯……………………H1-222､H1-311
接続端子用絶縁
スリーブ………………………H1-222､H1-311

図形説明具…………………F1-220
＊ 説明書……………………………F3-33
＊＊セパレーター……………………L1-331〜322

接続用リード線…………………H1-110

セパレーター固定具……………L1-3230

切断回転砥石……………………K1-413

セパレーター先端折り

切断加工機………………………K7-1100

取り器…………………………L1-40

切断機……………………………K7-21

セパレーター継足

切断機（切載機、載断機）

調整金具………………………L1-320

アスファルト

セパレーター取付具……………L1-3230

切断機……………………K3-326
金属用切断機………………K7-11030

セパレーター連結具……………L1-3230A
＊ 施肥機……………………………K3-121

業務用食肉切載機…………K4-30

施肥器用攪拌器…………………K3-121

携帯用空気動力

施肥器用口枠……………………K3-121

切断機……………………K1-311
携帯用油圧棒鋼

施肥田植機………………………K3-1250
＊＊施肥播種機………………………K3-124

切断機……………………K1-311

施肥播種器用徹布管……………K3-124
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〔セビ〕
物品の名称

〔セン〕
意匠分類の記号

物品の名称

施肥播種器用フレーム…………K3-124

意匠分類の記号

扇

施肥播種用

換気扇………………………D4-51〜51E

散布器の取手…………………K4-190

脱臭扇………………………D4-53

背広………………………………B1-111

線

＊＊背広上衣…………………………B1-111

絶縁トロリー線……………H1-121

＊＊背広服……………………………B1-111

繊維機械用おさ…………………K5-194

＊ 背見出し紙………………………F3-1114

繊維機械用シャトル……………K5-193

＊ セメントがわら…………………L6-1111

＊ 繊維機械用スピンドル…………K5-190

セメント射出器…………………K1-00

繊維機械用トラベラー…………K5-191

セメントミキサー………………K3-32510

繊維機械用ボビン………………K5-192

＊＊セメント用サイロ………………K3-301

繊維機械用リング………………K5-191

背もたれ

船位測定機………………………H3-621

いす用背もたれ……………D2-192

繊維素材プレスロール…………K5-20

セラミック用喰切器……………K1-220

繊維素材溶断ロール……………K5-190､K5-20

セルフタイマー

繊維テープ溶断ロール…………K5-20

カメラ用

繊維捲取り用ボビン……………K5-191

セルフタイマー…………J3-36

繊維溶断ロール…………………K5-190

セルラーデッキ…………………L6-140

旋回台

セルラーデッキ用底蓋…………L6-141

テレビジョン

セルラーデッキ用

カメラ用旋回台…………H4-319

ダクト…………………………L6-141

選花機用秤量杵…………………K3-140

セルラーデッキ用蓋……………L6-141

＊＊船外機……………………………G3-91

セルラー用床板材………………L6-140

＊ 洗眼受け皿………………………C4-13

セルロイド地……………………M1-3〜3M

＊ 洗顔器……………………………C4-12〜12B

セルロイド板……………………M1-4〜4LA

＊＊洗眼器……………………………C4-13

＊ セレクタースイッチ……………H1-540D

洗顔器

栓

超音波洗顔器………………C4-12A
インサート開塞栓…………L4-3929

洗面化粧台用

包装用容器の

キャビネット…………………D2-531B

替え栓……………………F4-9123

洗眼水栓…………………………M2-5310

給水栓………………………M2-5310

＊ 洗顔ブラシ………………………C4-12

三方活栓……………………J7-43

＊ 洗眼用水栓………………………M2-5310

止水栓………………………M2-530

千切り器…………………………C6-320

消火栓………………………J6-31

線香………………………………C7-10

洗髪用耳栓…………………C4-02

線香

洗面台用排水栓……………L2-453

蚊取り線香…………………C4-3221

手洗い水栓…………………M2-5310

穿孔加工機………………………K7-1100

電話交換機用埋栓…………H3-49

穿孔機……………………………K7-23､K7-1100

内燃機関用

K7-112

ドレン栓…………………K8-296

閃光器……………………………J3-34

風船用口栓…………………E1-039

閃光器

包装用容器の栓……………F4-9121

カメラ用閃光器……………J3-34

包装用容器の

携帯用水道管

注出栓……………………F4-9122〜9123

穿孔機……………………K1-3140

水栓…………………………M2-530

携帯用天井穿孔機…………K1-3140

耳栓…………………………C4-02

石材用穿孔機………………K7-30

温水混合栓…………………M2-5313

鉄板用穿孔器………………K1-225

浴槽用排水栓………………L2-453
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〔セン〕
物品の名称

〔セン〕
意匠分類の記号

物品の名称

電子計算機用紙

意匠分類の記号

業務用にんじん

カード穿孔機……………H5-440〜440B

洗浄機……………………K4-20

電子計算機用紙

業務用野菜洗浄機…………K4-20

テープ穿孔機……………H5-441

口腔洗浄器…………………C4-141

電動穿孔機…………………F2-8222

肛門洗浄器…………………J7-47

閃光器付きカメラ………………J3-20〜20C

自動車マット

閃光器内臓カメラ………………J3-20

洗浄機……………………J0-1

閃光器の取付具…………………J3-30

膣洗浄器……………………C4-17

閃光器用三脚……………………J3-33

海苔洗浄機…………………K4-6

閃光器用取付け具………………J3-30

帆立貝洗浄機………………K4-20

閃光器用ブラケット……………J3-30

膀胱洗浄器…………………J7-47

浅耕作業機………………………K3-122

眼鏡洗浄機…………………J0-1

線香さし…………………………C7-150

羊毛洗浄機…………………K5-11

穿孔製管機………………………K7-120

洗浄器付き便座…………………D5-491

線香立て…………………………C7-150

線状係止部材用

閃光電球…………………………D3-1130

保護部材………………………L3-390

閃光発光器取付器………………J3-30

＊ 洗浄水自動販売機………………J5-101

閃光発光器取付具………………J3-30

＊ 洗浄弁……………………………M2-533

線香花火…………………………E1-040
穿孔盤

洗浄用手袋………………………C3-341
＊ 洗浄用ブラシ……………………C3-211

木工用穿孔盤………………K7-23

＊＊扇子………………………………B3-71

穿孔用ドリル……………………K1-4070

潜水艇……………………………G2-30､G3-3

＊＊選穀機……………………………K0-61､K3-146

潜水服……………………………B1-13

選穀機用選別筒…………………K3-146

潜水遊覧船………………………G2-30

選穀機用螺旋筒…………………K3-146､K3-190

＊＊潜水用足ひれ……………………E3-53

選穀筒……………………………K3-147

＊ 潜水用おもり……………………E3-53

選穀網……………………………K3-147

＊＊潜水用シュノーケル……………E3-53

線格子金網………………………L3-530E
＊ 線材………………………………M2-1

潜水用ナイフ……………………K1-110B
＊＊潜水用レギュレーター…………E3-53

線材圧延機………………………K7-120

栓抜き掛け………………………C5-52AA

線材押し出し機…………………K7-120

栓抜き付き卓鈴…………………C2-0

線材線引き機……………………K7-120

＊ 扇子立て…………………………C0-13

線材止め具………………………M2-6

＊＊扇子用地…………………………B3-792

線材被覆剥離器…………………K1-227
洗剤用吐出口……………………M2-5310

扇子用地紙………………………B3-792
＊＊扇子骨……………………………B3-791

＊ 船室用ベッド……………………D2-20

センター

戦車おもちゃ……………………E1-6312

回転センター………………K7-1923

＊ 洗車機……………………………J0-1

旋盤用センター……………K7-1923

＊ 洗車ブラシ………………………C3-210〜211

マシニング

＊ 船首灯……………………………D3-72

センター…………………K7-1101

染色ボビン………………………K5-150

＊ センターポンチ…………………K1-2422

染色用つり金具…………………K5-150

＊ センターリーマー………………K1-402

染色用ボビンの

＊＊洗濯板……………………………C3-510

スペーサー……………………K5-150

＊ 洗濯かご…………………………C3-512

洗浄機

洗濯機……………………………C3-520〜520C

加工用じゃがいも

洗濯機受け台……………………C3-529

洗浄機……………………K4-20

洗濯機受台用排水口具…………L2-450
＊＊洗濯機おもちゃ…………………E1-6111
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〔セン〕
物品の名称

〔セン〕
意匠分類の記号

洗濯機付き洗面台………………D5-20

物品の名称

意匠分類の記号

＊＊剪定機……………………………K3-1430､K3-1430C

洗濯機ホース差込

K3-1430F

ノズル付目皿…………………L2-450

剪蹄機……………………………K3-220

洗たく機用糸くず

剪定鋸……………………………K1-2130

取り器…………………………C3-529

剪定鋸サック……………………K1-52

洗たく機用受け台………………C3-529

剪定鋸の替刃……………………K1-2190

洗たく機用

剪定はさみ………………………K1-133〜134

からみ防止具…………………C3-529

せん定ばさみ用刃………………K1-139

＊ 洗濯機用粉石けん入れ…………C3-529

宣伝自動車………………………G2-20

洗たく機用注水具………………C3-529

宣伝用自動車……………………G2-230

洗濯機用排水口蓋………………L2-450

宣伝用バス………………………G2-211

洗濯機用排水処理槽……………L2-451

戦闘機おもちゃ…………………E1-6330

洗たく機用蓋……………………C3-529

セントラルクリーナー

洗濯機用ホース…………………C3-529

本体……………………………C3-410

洗濯機用防水パン………………C3-529

セントラルヒーティン

洗濯くず集塵具…………………C3-529

グ用ボイラ……………………K8-31

洗濯くず捕集器…………………C3-529

先導用カーテン

洗濯室……………………………D5-60

ランナー………………………L5-512

洗濯槽……………………………D5-26

染土攪拌機………………………K5-150

＊＊洗濯流し…………………………D5-26
洗濯流し台………………………D5-26

＊＊栓抜………………………………C6-2210
＊ 栓抜掛け…………………………C5-52A〜52AA

＊＊洗濯ばさみ………………………C3-73
＊ 洗濯ばさみ入れ…………………C3-510

栓抜き付缶切り…………………C6-2210
＊ 栓抜き付き靴べら………………B5-011

＊ 洗濯ばさみ掛け…………………C3-79
＊＊洗濯ひも…………………………C3-711

栓抜き付きナイフ………………K1-110
＊ 栓抜き付き

＊ 洗濯袋……………………………C3-529

ペーパーナイフ………………F2-81320

洗濯物入れ………………………C3-512

洗髪台

洗濯物乾燥機……………………C3-631

取付け用洗髪台……………D5-23

＊＊洗濯物仕上げ機…………………C3-80

旋盤………………………………K7-111

洗濯物絞り機……………………C3-61

旋盤

洗濯物収納かご…………………D2-581A

卓上旋盤……………………K7-111

洗濯物収納棚……………………D2-511

タレット旋盤………………K7-111

洗濯物脱水機……………………C3-62

ならい旋盤…………………K7-111

＊ 洗濯物プレス機…………………C3-80

木工旋盤……………………K7-20

洗濯物干し器……………………C3-72〜72C

旋盤チャック用替爪……………K7-111

洗濯物用止具……………………C3-73

旋盤用コレット

洗濯物網袋………………………C3-529

チャック………………………K7-1913

洗たく用袋………………………C3-529

＊ 旋盤用センター…………………K7-1923

センタリーマ……………………K1-402

旋盤用ドリルスリーブ…………K7-1910

先端金具

旋盤用刃物取付台………………K7-1910

垂木先端金具………………L4-2193

旋盤用ワーク取付治具…………K7-1920

先端具

船舶位置測定機…………………H3-621

基礎杭先端具………………L2-2112

船舶係止用具……………………K3-3270

＊＊剪断機……………………………K7-132

船舶自動操縦機…………………G3-92

剪断機用回転刃…………………K1-427

＊ 船舶自動操だ機…………………G3-92

剪断機用刃………………………K1-420

船舶接岸用防舷体………………G3-94

＊ 煎茶わん…………………………C5-232

船舶接舷用防舷材………………G3-94

栓付排水口金具…………………L2-450

＊ 船舶操縦訓練機…………………G3-90
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船舶操縦用テレグラフ…………G3-92

物品の名称

意匠分類の記号

＊ 洗髪機……………………………C4-111

船舶用アンカー…………………G3-93

洗髪器

＊＊船舶用いかり……………………G3-93

患者用洗髪器………………C4-111

船舶用錨…………………………G3-93

取付け用洗髪器……………D5-25

船舶用煙突………………………G3-90

洗髪器取付け台…………………D5-20

船舶用回転窓わく………………G3-90

＊ 洗髪器用カバー…………………D5-29

＊＊船舶用かじ………………………G3-92

洗面器用カバー…………………D5-29

船舶用汽笛………………………G3-90

洗髪機用

＊ 船舶用クリート…………………G3-90

シャワーヘッド………………D5-35

船舶用警告灯……………………J6-43

洗髪洗面用化粧台………………D5-21〜21A

船舶用索係止具…………………G3-93

洗髪台……………………………D5-23

船舶用サンバンザー……………G3-90

洗髪台用頭載カバー……………D5-29

船舶用照明器具…………………D3-72

洗髪台用ろ過器…………………D5-29

船舶用磁気コンパス……………J1-612

洗髪用ケープ……………………B1-33

船舶用推進機の
エンジンカバー………………G3-90
船舶用推進機の

洗髪用シャワーヘッド…………D5-35
＊ 洗髪用ふけ取りブラシ…………C4-110
＊ 洗髪用ブラシ……………………C4-110

シフトレバー…………………G3-90

洗髪用帽子………………………C4-110

船舶用推進機の操作盤…………G3-92

＊ 洗髪用まくら……………………D4-110

船舶用推進羽根…………………G3-91

＊ 洗髪用耳栓………………………C4-02

船舶用推進翼……………………G3-91

＊ 船尾灯……………………………D3-72

＊＊船舶用スクリュー………………G3-91
船舶用スピーカー付き

洗瓶ブラシ………………………C3-210
＊＊扇風機……………………………D4-41〜41H､

警告灯…………………………J6-43

K8-711

船舶用整流環……………………G3-91

扇風機

船舶用旋回窓……………………G3-90

携帯用扇風機………………D4-41〜41C､

船舶用操縦ハンドル……………G3-92

D4-41F

船舶用操舵機……………………G3-92

卓上用扇風機………………D4-41〜41B､

船舶用操舵機スタンド…………G3-92

D4-41F､D4-41H

船舶用卓上遠隔発振器…………G3-92

天井扇風機…………………D4-41､D4-41E､

船舶用テレグラフ………………G3-92

D4-41H

船舶用投光器……………………D3-72

＊ 扇風機おもちゃ…………………E1-6112

船舶用扉…………………………G3-90

＊ 扇風機カバー……………………D4-49

船舶用内燃機関…………………K8-20

扇風機付き

船舶用ハッチ……………………G3-90

蛍光灯スタンド………………D3-331

船舶用プロペラ…………………G3-91

扇風機付き

＊ 船舶用ボイラー…………………K8-30
＊ 船舶用防舷具……………………G3-94

電気スタンド…………………D3-331
＊ 扇風機保管袋……………………D4-49

＊ 船舶用防舷材……………………G3-94
＊ 船舶用防舷体埋込み具…………G3-94

扇風機用中間スイッチ…………H1-530E
＊ 扇風機用取付け具………………D4-49

船舶用マスト……………………G3-90

扇風機用リモート

＊ 船舶用窓枠………………………G3-90
船舶用無線通信機………………H3-610

コントローラー………………H2-62〜62F
＊＊せんべい…………………………A1-15〜15G

船舶用ランプマスト……………G3-90

選別機

船舶用レーダー…………………H3-621

果実選別機…………………K3-146

船舶用レーダー

鶏卵選別機…………………K3-146

アンテナ………………………H3-110

穀類選別機…………………K3-146

＊ 洗髪器……………………………C4-111

米選別機……………………K3-146
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磁気選別機…………………K3-43

物品の名称

意匠分類の記号

＊ 洗面台おもちゃ…………………E1-610

浮遊選別機…………………K3-43

洗面台支持脚……………………D5-29

選別機付穀類袋詰機……………K0-62

洗面台付出窓……………………L5-1261

選別機用螺旋筒…………………K3-147

洗面台取付け用洗面器…………D5-24

選別装置用受皿…………………K3-146

洗面台用蛇口……………………M2-5310

潜望鏡おもちゃ…………………E1-650

洗面台用水槽……………………D5-24

＊ 線棒引抜き用ダイス……………K1-4032
＊＊洗米機……………………………K4-21
洗米器……………………………C5-4541

洗面台用洗面器…………………D5-24
＊ 洗面台用天板……………………D5-29
＊ 洗面台用排水栓…………………L2-450､L2-453

＊＊千枚通し…………………………F2-823

洗面用具入れ……………………B7-020

＊＊洗面器……………………………C3-511

洗面用品保管庫…………………D2-531

洗面器
取付け用洗面器……………D5-24〜24A
洗面器､洗い場付き

洗面用水切り板…………………D5-29
＊ 洗毛機……………………………K5-11
＊＊選卵機……………………………K3-146

浴槽……………………………D5-313

線路用バラス止め

洗面器スタンド…………………C4-20
洗面器付き浴室…………………D5-60
＊ 洗面器取付け工事用

ブロック………………………L2-2240B､L2-5210
＊ ゼッケン…………………………B1-00
＊＊舌圧子……………………………J7-32

型版……………………………D5-29

絶縁カバー………………………H1-220〜222

洗面器取付け枠…………………D5-29

絶縁カバー………………………H1-222

洗面器の排水口用

絶縁キャップ……………………H1-222

ストレーナー…………………L2-453

絶縁ケーブルカッター…………K1-220A

洗面器用置台……………………C4-20

絶縁ゴムキャップ………………H1-222

＊ 洗面器用脚………………………D5-29

絶縁ステップル…………………H2-4260A

洗面器用排水栓…………………L2-453

絶縁スリーブ……………………H1-222

洗面化粧鏡………………………D2-634

絶縁抵抗計………………………J1-43

＊＊洗面化粧台………………………D5-21〜21A

絶縁電線補修用カバー…………H1-221

洗面化粧台付出窓………………L5-1261

絶縁トロリー……………………H1-121

洗面化粧台用壁掛け鏡…………D2-633

絶縁トロリー線用

洗面化粧台用収納棚……………D2-511

ハンガー………………………H2-43

洗面化粧台用把手………………D2-9312A〜9312D

絶縁トロリー用終端蓋…………H1-129

洗面化粧棚………………………D2-634

絶縁トロリー用集電器…………H1-360

洗面化粧台用壁掛け鏡…………D2-633

絶縁トロリー用接続器…………H1-122

洗面化粧用品

＊＊絶縁ブッシング…………………H1-223

収納キャビネット……………D2-531

絶縁ブッシング用

＊ 洗面化粧用棚付き

キャップ………………………H1-222

壁掛け鏡………………………D2-634

絶縁保護キャップ………………H1-222

洗面化粧用棚付き

ゼリー……………………………A1-15〜15G

掛け鏡…………………………D2-634

ゼリー菓子………………………A1-15〜15G

洗面室用掛け棚…………………D1-231〜231C
洗面所用蛇口……………………M2-5310

ゼリー成型器……………………C6-233
＊＊ぜん………………………………C5-536

洗面洗濯室………………………D5-60

膳…………………………………C5-536

洗面台……………………………D5-20〜21A

膳板………………………………L5-103

洗面台

全開組立家屋……………………L3-200､L3-41

洗濯機付き洗面台…………D5-20

前照灯

棚付き洗面台………………D5-21A

自転車用発電機

取付け用洗面台……………D5-20

付き前照灯………………D3-7120A

便器付き洗面台……………D5-20

自動車用前照灯……………D3-7110
236

〔ゼン〕
物品の名称

〔ゼン〕
意匠分類の記号

物品の名称

＊ 全身美容器………………………C4-00
全自動雀球機用電気
回路検査器……………………J1-511
全自動そば皮剥ぎ機……………K4-30
膳覆い……………………………C5-510
膳台………………………………C5-536
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