〔ソー〕
物品の名称

〔ソウ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

走行距離計………………………J1-311
〔ソ〕

走行距離計
自転車用

＊ ソース入れ………………………C5-310〜310FA

走行距離計………………J1-311

ソース差し………………………C5-310〜310FA

自動車用

＊＊ソースつぎ………………………C5-310〜310FA

走行距離計………………J1-311

＊＊ソーセージ………………………A1-11

装甲車おもちゃ…………………E1-6312

ソーセージ製造機………………K4-0

綜絖枠……………………………K5-12

＊＊ソーダサイフォン………………C5-313
素麺製造用棒……………………K4-52

倉庫用ユニット…………………L3-200
＊ 葬祭用うちわ……………………C7-10

ソーラー架台……………………L3-619
槽

葬祭用飾り具……………………C7-140
＊＊葬祭用花瓶………………………C7-151

汚水槽………………………D5-45

＊ 葬祭用供花………………………C7-141

観賞魚用水槽………………E0-1110

＊ 葬祭用供物皿……………………C7-150

食塩電解槽…………………K6-3
実験用流し槽………………D5-26

葬祭用供物台……………………C7-150
＊＊葬祭用香炉………………………C7-152

浄化槽………………………D5-45

葬祭用祭壇………………………C7-10

水栓便所用水槽……………D5-46
設置用水槽…………………L3-620

葬祭用酒器………………………C7-150
＊＊葬祭用照明器具…………………C7-142

洗濯槽………………………D5-26

葬祭用照明具……………………C7-142

流し槽………………………D5-26

＊＊葬祭用しょく台…………………C7-142

便槽…………………………D5-45

＊ 葬祭用線香差し…………………C7-150

水電解槽……………………K6-3

葬祭用灯ろう……………………C7-142

薬品流し槽…………………D5-26

葬祭用道路標識具………………L3-532

湯沸し器用水槽……………D5-590

＊ 葬祭用花立て……………………C7-151

養魚槽………………………K2-2

葬祭用花筒………………………C7-151

浴槽…………………………D5-311

＊ 葬祭用花輪………………………C7-141

＊＊騒音計……………………………J1-531

葬祭用花輪カバー………………C7-141

＊＊双眼鏡……………………………J3-12

葬祭用火消し……………………C7-150

＊ 双眼鏡おもちゃ…………………E1-654

葬祭用マッチ消し………………C7-150

双眼鏡ケース……………………J3-19

葬祭用輪台………………………C7-150

双眼鏡付カメラ…………………J3-20

葬祭用ろうそく立て……………C7-142

双眼鏡用三脚

操作器

取り付け具……………………J3-19

医療用エックス線

双眼鏡用接眼部フード…………J3-19

撮影機用操作器…………H2-61〜61DAD

双眼鏡用握り柄…………………J3-19

インターホン

＊ 双眼鏡用レンズ…………………J3-19

用操作器…………………H3-331

双眼鏡用レンズ

製図機用操作器……………F2-34

キャップ………………………J3-19

ふろがま用

双眼実体顕微鏡…………………J3-13

遠隔操作器………………D5-3392

送迎用自動車……………………G2-211

操作スイッチ付き

走行運動機………………………E3-010

吐水口…………………………M2-5310

走行かんな盤……………………K7-22

走査電子顕微鏡用

走行鉋盤…………………………K7-22

操作卓…………………………H0-23

走行玩具の軌条…………………E1-6361

装飾板

走行玩具用軌道…………………E1-6361

建具用装飾板………………L6-21A〜21C

走行玩具用レール

装飾金具

おもちゃ………………………E1-6361

家具用装飾金具……………D2-9315
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〔ソウ〕
物品の名称

〔ソウ〕
意匠分類の記号

棚装飾金具…………………L3-5391

物品の名称

意匠分類の記号

＊＊装飾用白熱電球…………………D3-112

建具装飾金具………………L5-635

装飾用ひも………………………M1-620〜623A

垂木装飾金具………………L4-2193

送信器

破風装飾金具………………L4-2190

携帯電鈴用送信器…………H3-60

装飾用鎖…………………………B3-11

ファクシミリ

装飾具

送信機……………………H3-521

ケーキ用装飾具……………A1-19

無線通信用送信機…………H3-611

自動車用装飾具……………G2-904

装身具掛け………………………D1-21〜21D

眼鏡用装飾具………………B3-690

装身具ケース……………………C0-112

＊ 装飾紙……………………………F3-412

＊ 装身具整理盆……………………C0-12

装飾電球…………………………D3-112

＊ 装身具立て………………………C0-13

＊ 装飾電球用笠……………………D3-11921

装身具用皿………………………C0-12

＊ 装飾電球用口金…………………D3-11920

＊＊装身用鎖…………………………B3-11

＊ 装飾電球用支持具………………D3-11920

＊ 装身用鎖素子……………………B3-191

＊ 装飾電球用ソケット……………D3-11921

＊＊装身用鎖止め具…………………B3-190

装飾電灯…………………………D3-61

装飾用鎖連結金具………………B3-190

装飾柱……………………………L4-111

＊＊装身用下げ飾り…………………B3-12

装飾板

＊＊装身用造花………………………B3-10

ギター響穴用

＊ 装身用玉…………………………B3-190

装飾板……………………E4-39
建築用装飾板………………L6-21〜L6-21LA

装身用玉止め具…………………B3-190
＊ 装身用羽根飾り…………………B3-10

棚用装飾板…………………L3-5391

装身用ビーズ……………………B9-10

建具用装飾板………………L6-21〜21K

＊ 装身用ピン………………………B3-10

建物扉用装飾板……………L5-96

＊ 装身用ボールチェーン…………B3-11

天井装飾盤…………………L4-310〜310A

装身用ボールチェーン

装飾板材

止め具…………………………B3-190

建築用装飾板材……………L6-21〜L6-21LA

装身用雌スナップ………………B9-112

装飾ポール………………………L3-5450

掃除機〔器〕

装飾用オイルランプ……………D3-220

携帯用掃除機………………C3-410E

装飾用壁掛け……………………C2-21

黒板ふき掃除器……………F2-4292

装飾用下げ飾り…………………C2-30〜30AB

手動掃除機…………………C3-312

装飾用下げ飾り

手持ち電気掃除機…………C3-410E

室内装飾用

電気掃除機…………………C3-410A､

下げ飾り…………………C2-30〜30AB
衣服装飾用

C3-410〜410E
＊ 掃除機用おもちゃ………………E1-6110

下げ飾り…………………B3-12

掃除具

＊ 装飾用シール……………………F3-412

印鑑掃除具…………………F2-2290

装飾用シール

喫煙用

自動車体装飾用

パイプ掃除具……………B6-190

シール……………………F3-412

掃除口用保護箱…………………L2-430

＊ 装飾用照明具……………………D3-61

掃除口……………………………L2-453

装飾用照明器具…………………D3-61

掃除口用蓋………………………L2-453

装飾用接着紙……………………F3-412

＊ 操縦おもちゃ……………………E1-6360

装飾用吊飾り……………………C2-30〜30AB

操縦機

装飾用テープ……………………M1-621

船舶自動操縦機……………G3-92

装飾用電球………………………D3-112

模型用操縦器………………H2-62〜62F

装飾用電球ソケット……………H1-3441〜3441A
装飾用電灯………………………D3-61
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〔ソウ〕
物品の名称

〔ソク〕
意匠分類の記号

物品の名称

送受光器

送風機付き

光電スイッチ

電気ストーブ…………………D4-315〜315AA

送受光器…………………H1-554

送風機付電動機…………………K8-710

送受信機

送風機付扉………………………L5-12100

ファクシミリ
送受信機…………………H3-520〜520B

意匠分類の記号

送風機の羽根車…………………K8-791
＊＊送風機用ケーシング……………K8-790

送受波器

送風機用消音器…………………K8-790

超音波スイッチ

送風機用消音ボックス…………K8-790

送受波器…………………H1-555

送風機用羽車……………………K8-791

マイクロ

送風機用防振台…………………K9-3

波送受波器………………H3-60

送風扇付き

送受話器用カバー………………H3-3193

電気スタンド…………………D3-331

送受話器用保持器………………H3-3190

槽覆蓋用板材……………………L2-446

掃除用流し………………………D5-26

槽覆蓋用車輪カバー材…………L2-449

掃除用流し槽……………………D5-26

槽覆蓋用レール枠材……………L2-4191

掃除用ブラシ……………………C3-210
＊ 操だ機……………………………G3-92
操だ機

槽覆蓋用枠材……………………L2-4191､L2-449
＊ 走馬灯……………………………D3-280
＊ そうめん…………………………A1-14

船舶用操だ機…………………G3-920

＊ そうめん流し器…………………C5-20

装弾ケース………………………E3-040

＊＊操網機……………………………K2-00

操転運動具………………………E3-20

走路盤

壮蚕用条桑育用枠………………K3-220

おもちゃ用走路盤…………E1-6361

送電施設の鳥害防止具…………K3-130

＊ 走路盤おもちゃ…………………E1-6361

送電線監視走行

＊＊足温器……………………………D4-16

ロボット………………………K0-020

側棚

＊＊送電線用スペンサー……………H2-443

寝台用側棚…………………D2-2190

＊＊送電線用ダンパー………………H2-443

側車付自転車……………………G2-40

＊ 送電塔……………………………L2-161

＊ 即席めん製造機…………………K4-52

＊ 双胴帆船…………………………G3-22

測定器

双胴帆船用船体…………………G3-22

角度測定器…………………J1-126

双胴ヨット用船体………………G3-22

キュー測定器………………J1-40〜44C

挿入器

車両重量測定機……………J1-210〜J1-210B､

腕時計用

J1-210､J1-210A

防水具挿入器……………K1-203

電力量測定器………………J1-40〜44C

送波器

ひずみ率測定器……………J1-40〜44C

超音波スイッチ

立体物長さ測定器…………J1-125

用送波器…………………H1-555

測定機器用検体部品

送風機……………………………K8-710､K8-711

保持台…………………………J1-94

送風機

測定機器用数値表示板…………H1-721

エアーカーテン用

測定器用台車……………………G2-50

送風機……………………D4-42

測定具

遠心送風機…………………K8-710

ネックポイント用

軸流送風機…………………K8-711

測定具……………………C0-36

ターボ形送風機……………K8-710

粘度測定具…………………J1-35

多翼式送風機………………K8-710

測定用オシロスコープ…………J1-47

プロペラ送風機……………K8-711

＊ 測定用記録計……………………J1-46

ラジアル送風機……………K8-710

＊ 測定用投影機……………………J1-13
速度計……………………………J1-310
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〔ソク〕
物品の名称

〔ソク〕
意匠分類の記号

物品の名称

速度

意匠分類の記号

ソケットレンチ用
自転車用速度計……………J1-311

スライドハンドル……………K1-23291

自動車用速度計……………J1-311

ソケットレンチ用

速度指示器………………………K3-329

ソケット………………………K1-23290

側板

ソケットレンチ用

階段用側板…………………L4-030

ハンドル………………………K1-23291

側板材

ソケットレンチ用ユニ

階段用側板材………………L4-030

バーサルジョイント…………K1-23290

トラック用側板材…………G2-922

ソケットレンチ用

側面切削具………………………K1-428

ラチェットハンドル…………K1-23291

測量境界杭………………………L2-2110

底

測量機用三脚……………………J1-610

運動靴底……………………B5-9120A

測量杭……………………………L2-2110

靴底…………………………B5-9120〜9120A

測量用基台………………………J1-610

靴かかと底…………………B5-9129

測量用スケール…………………J1-610

靴前底………………………B5-9120A

＊＊測量用ターゲット………………J1-610

サンダル底…………………B5-9120B

測量用トラバー杭………………L2-2110

地下足袋底…………………B5-9120E

＊ 測量用函尺………………………J1-610

スリッパ底…………………B5-9120

＊＊測量用ポール……………………J1-610

草履底………………………B5-9120C

＊ 測量用レベル計…………………J1-610

履物底………………………B5-9120

ソケット

底板

螢光ランプ用

植木鉢用底板………………K3-15690

ソケット…………………H1-3442

浴槽用底板…………………D5-3190

真空管ソケット……………H1-3443

底曳網グランドロープ

装飾電球ソケット…………D3-11921､

用チェーンクリップ…………K2-190

H1-3441〜3441A

底曳網用間隔子…………………K2-190

ソケットレンチ用

底曳網用沈子……………………K2-191

ソケット…………………K1-23290

底目見切材………………………L4-4121

点灯管用ソケット…………H1-3441〜3441A

蔬菜茎幹保持具…………………K3-150

電球用ソケット……………H1-3441〜3441A

素子

電子管ソケット……………H1-3443

圧電素子……………………H1-71

トランジスタ

アンテナ素子………………H3-19

ソケット…………………H1-3444

回路用素子…………………H1-70

ブラウン管

光電変換素子………………H1-71

ソケット…………………H1-3443

遅延線素子…………………H1-70

ペンホルダー用

半導体素子…………………H1-70

ソケット…………………F2-72191
ソケットカバー
照明器具用

阻集器……………………………L2-431A
＊ 素子用外囲器……………………H1-79
＊ 測距経緯儀………………………J1-611

ソケットカバー…………D3-910

ソックス

自動車前照灯用

スリッパソックス…………B2-43､B2-43B

ソケットカバー…………D3-7190

側溝受台…………………………L2-413､L2-420

ソケットレンチ…………………K1-2324

側溝受枠…………………………L2-4191､L2-449

ソケットレンチ用エク
ステンションバー……………K1-23290

側溝管……………………………L2-411
＊ 側溝管ブロック…………………L2-411〜411E

ソケットレンチ用

側溝構成用支え枠

スピンナハンドル……………K1-23291

ブロック………………………L2-411E
側溝付擁壁ブロック……………L2-412A
241

〔ソク〕
物品の名称

〔ソロ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

側溝の蓋…………………………L2-442

袖瓦化粧部材……………………L6-119

側溝の蓋用緩衡具………………L2-449

＊ 袖がわら…………………………L6-112

側溝の溝蓋………………………L2-442

袖隔瓦……………………………L6-112

側溝蓋……………………………L2-442

＊ そとうば…………………………C7-130

側溝ふたブロック………………L2-5212

＊ そとうば立て……………………C7-139

側溝蓋用カバー…………………L2-449

そとうば立て用台………………C7-139

側溝蓋用格子……………………L2-449

外壁板仮押さえ用金具…………L1-40

側溝蓋用消音部材………………L2-449

外倒し窓用上框材………………L5-12011

側溝蓋の

外倒し窓用上枠材………………L5-1511

蓋穴閉塞用金具………………L2-449

外倒し窓用縦框材………………L5-12012

側溝ブロック……………………L2-411､

外倒し窓用縦枠材………………L5-1513

L2-411C〜412D

外刃

側溝ブロック用

電気かみそり用

ジョイント具…………………L2-4190

外刃………………………B7-2391

側溝ブロック用保護材…………L2-4190
側溝防護用カバー………………L2-449

ソナー表示器……………………H0-21
＊ 供飾り……………………………C7-140

側溝用暗渠ブロック……………L2-411D

供飾り台…………………………C7-140

側溝用区画板……………………L2-413､L2-4190

＊ そば………………………………A1-14

側溝用

＊＊そばせいろう……………………C5-221

コーナーアングル……………L2-449

＊＊そばせいろう用すのこ…………C5-229

側溝用コンクリート

そばせいろう枠…………………C5-229

ブロック………………………L2-411､L2-411E
〜412D

そばめん…………………………A1-14
＊ そば盛り器………………………C5-221

側溝用ゴミ除去さく……………L2-4190

そば茹で用ガスコンロ…………K4-72

側溝用除塵具……………………L2-4190

ソファー…………………………D2-14D〜14FAA

側溝用水路ブロック……………L2-412B

ソファーカバー…………………D2-195

側溝用側板ブロック……………L2-413A

＊＊ソファーベッド…………………D2-10A､D2-210D

側溝用土留ブロック……………L2-413〜413B
側溝用法止金具…………………L2-4190

ソフトクリーム製造機…………K4-51
＊＊粗紡機……………………………K5-11

側溝用排水升……………………L2-431B

染機

＊ 側溝用ふた………………………L2-442

反染機………………………K5-151

側溝用蓋板………………………L2-442

チーズ染機…………………K5-151

＊ 側溝用ふた受け枠………………L2-4191

バラ毛染機…………………K5-151

側溝用蓋敷………………………L2-449

染抜き用

側溝用踏板………………………L2-442
＊＊側溝用ブロック…………………L2-410､

超音波振動ノズル……………K5-150
＊ 梳綿機……………………………K5-11

L2-411C〜413､

そり………………………………G2-50〜G2-50B

L2-5212

そり

側溝用ブロック吊り具…………G1-05
側溝用ブロックの
保護部材………………………L2-4190

運動用そり…………………E3-43
＊ そりおもちゃ……………………E1-6351
＊＊ソレノイド………………………H1-01

側溝用ブロック保護枠…………L2-4190

ソレノイドの

側溝用分岐ブロック……………L2-412

電線を巻く巻線機……………K0-03

側溝用保護枠……………………L2-4190
側溝用ます………………………L2-431B

ソレノイドバルブ………………M2-51
＊＊そろばん…………………………F2-511

側溝用桝ブロック………………L2-431B

そろばん

側溝用連結具……………………L2-4190

計算尺付き

袖カバー…………………………B2-52

そろばん…………………F2-510
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〔ソロ〕
物品の名称

〔ゾウ〕
意匠分類の記号

メモ用紙入れ付き
そろばん…………………F2-510

物品の名称

＊ 草履底……………………………B5-9120C
＊＊草履台……………………………B5-9120C

＊ そろばんケース…………………F2-740

造粒機……………………………K6-0

そろばん乗除用
位取表示具……………………F2-519

意匠分類の記号

造粒機用回転刃…………………K4-39
＊ 草履用天芯………………………B5-9120C

そろばん付

造花用ケース……………………C2-191

卓上電子計算機………………J4-54
＊ そろばん用御破算具……………F2-519
＊ そろばん用珠……………………F2-519
造影剤注入排出用ゴム
管閉塞器………………………J7-40
造園用ブロック…………………L2-30
＊ 象おもちゃ………………………E1-32AG
＊＊造花………………………………C2-4
造花
装身用造花…………………B3-10
ひな飾り用造花……………C2-1520
象眼細工用保持具………………K1-203
＊＊ぞうきん…………………………C3-341
＊ ぞうきん絞り器…………………C3-352
造船用足場板……………………L1-121
増幅器付ラジオ用
チューナー……………………H3-712
増幅器
音響用増幅器………………H4-150
拡声増幅器…………………H4-151
計測器用増幅器……………J1-450
電話機用増幅器……………H3-321
増幅器及びテープ
レコーダー付
レコードプレーヤー…………H4-223〜223B
増幅器付グラフィック
イコライザー…………………H4-150B
増幅器付きスピーカー
ボックス………………………H4-130〜131CA
増幅器付チューナー……………H3-712
増幅器付ビデオディス
クプレーヤー…………………H4-451
増幅器付ビデオプロジ
ェクター………………………H4-342
＊ 増幅器付きラジオ用
チューナー……………………H3-712
増幅器付レコード
プレーヤー……………………H4-421
＊＊草履………………………………B5-60〜60A
＊ 草履表……………………………B5-69
＊ 草履カバー………………………B5-921
＊ 草履芯……………………………B5-9120C
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