〔ター〕
物品の名称

〔タイ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

体重秤……………………………J1-210
〔た〕

袋状物返し機……………………K5-20
耐雪支線カード…………………L2-169

ターゲット

耐雪用支線カード………………L2-169

測量用ターゲット…………J1-610

＊ 体操用靴…………………………B5-23

ターナー…………………………C6-214

＊＊体操用鉄棒………………………E3-21

＊ ターバン…………………………B2-61

体操用跳箱………………………E3-21

タービン

体操用マット……………………E3-20

蒸気タービン………………K8-10

耐張がいし………………………H1-210

水力タービン………………K8-10

耐張クランプ用

＊ タービンポンプ…………………K8-522

絶縁カバー……………………H1-222

＊ ターボ形圧縮機…………………K8-62

＊＊タイツ……………………………B1-67

＊ ターボ形送風機…………………K8-710

＊ 帯電除去器………………………H2-32

＊ ターボブロア用羽根車…………K8-791

帯電電圧除去器…………………H2-32

ターンテーブル…………………G1-190

耐熱ブロック……………………L6-1321

ターンテーブル

帯のこ盤…………………………K1-3153、K7-11030

レコード

帯のこ盤用スタンド……………K7-119

レーヤー用

宅配用物品

ターンテーブル…………H4-4292
ターンテーブル付

自動管理ロッカー……………D2-550
＊ 堆肥散布機………………………K3-121

運搬車…………………………G2-221

堆肥散布車………………………K3-121

ターンテーブル用

堆肥生成容器……………………K3-100

シート…………………………H5-4290

堆肥製造機………………………K3-100

＊＊ターンバツクル…………………M3-03

堆肥製造容器……………………K3-100

ターンバックル用

堆肥製造用通気管………………K3-129

フック…………………………M3-03

タイプライタ

帯

欧文タイプライタ…………J4-12
胃下垂帯……………………B2-011B

点字タイプライタ…………J4-10

健康帯………………………B2-011〜011B
生理帯………………………B1-7

和文タイプライタ…………J4-11
＊ タイプライター

脱腸帯………………………B2-011B

おもちゃ………………………E1-661

妊婦帯………………………B2-011A

タイプライター用イ

体育館用組立屋根………………L4-210
体液標本保持器…………………K6-71

ンクリボンカセット…………H5-921
＊ タイプライター用

＊＊体温計……………………………J1-23〜23A
体温計

活字材…………………………J4-19
＊ タイプライター用

電子体温計…………………J1-23〜23A

活字収納ケース…………………J4-19

体温予備検知具…………………J1-23B

タイプライター用

＊ 体温予備検知シール……………J1-23B

収納キャビネット……………D2-533

耐火金庫…………………………D2-561〜561A

大砲………………………………J6-6

耐火庫……………………………D2-561〜561A
＊＊太鼓………………………………E4-20

大砲おもちゃ……………………E1-680
＊ タイマー…………………………J2-7

袋口縫用ミシン…………………K5-230B

タイマー

＊＊太鼓おもちゃ……………………E1-514

オーディオ

大正琴……………………………E4-30

タイマー…………………J2-40BA

耐震用断面欠損材………………L4-40

カメラ用

体重計……………………………J1-210〜J1-210B

セルフタイマー…………J3-36

体重はかり………………………J1-210〜J1-210B

タイマー付きメモ台……………F2-7242
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〔タイ〕
物品の名称

〔タイ〕
意匠分類の記号

物品の名称

タイマー付

意匠分類の記号

タイヤチェーン装着台…………G2-9039

ラジオ用チューナー…………H3-713

タイヤチェーン

タイマーおよびラジオ

装着補助具……………………G2-9039

チューナー付増幅器…………H3-713

タイヤチェーン取付器…………G2-9039、G2-922

＊ たいまつ…………………………D3-211

タイヤチェーン取付具…………G2-490、G2-9039

＊ たいまつ用油灯器………………D3-211

タイヤチェーン

＊＊タイムカード……………………F3-1120

取付用バンド…………………G2-9039

タイムカプセル…………………C7-00

タイヤチェーンの

＊＊タイムスイッチ…………………H1-524

装架案内具……………………G2-9039

タイムスイッチ付

タイヤチェーンの

置時計…………………………J2-40

連結金具案内具………………G2-9039

タイムスイッチ付き

タイヤチェーンの

蛍光灯スタンド………………D3-331

連結係止具……………………G2-9039

＊ タイムスイッチ付き

タイヤチェーン用

コンセント……………………H1-524

ケース…………………………G2-9039

タイムスイッチ付き

タイヤチェーン用

電気スタンド…………………D3-331

係止金具………………………G2-9039

タイムスイッチ用

タイヤチェーン用

液晶表示板……………………H1-721

コネクター……………………G2-9039

＊＊タイムスタンプ…………………J4-3

タイヤチェーン用

＊＊タイムレコーダー………………J4-3

ゴムバンド……………………G2-9039

タイムレコーダー用

タイヤチェーン用

カード…………………………F3-1120

支持具…………………………G2-9039

タイヤ

タイヤチェーン用

自転車用タイヤ……………G2-91192

チェーンリング………………G2-91190

自動車用タイヤ……………G2-91191

タイヤチェーン用

自動二輪車用

止め具…………………………G2-9039

タイヤ……………………G2-91192

タイヤチェーン用

タイヤ圧延機……………………K7-120

ネット…………………………G2-9039

タイヤ圧力計……………………J1-33

タイヤチェーン連結具…………G2-9039

タイヤ拡開器……………………K1-2011

タイヤチェーク掛具……………K1-2010

タイヤ嵌脱器……………………K1-2011

＊ タイヤ着脱具……………………K1-2011

鯛焼機……………………………K4-70

タイヤ止め………………………G2-2902

タイヤ空気圧

タイヤの滑り止め

警報表示器……………………G2-2900
＊ タイヤ交換器……………………K1-2011

ゴムネット用芯材……………G2-9039
＊ タイヤの泥はね防止器…………G2-91190

タイヤ交換機……………………K1-2011

タイヤのパンク穴

タイヤ交換作業車………………G2-230

閉塞用プラグ…………………G2-91190

タイヤ修理用クランプ…………K1-2011

タイヤ外し機……………………K1-2011

タイヤ修理用パッケ……………G2-91190

タイヤ外し棒……………………K1-2011

＊ タイヤ修理用パッチ……………G2-91190
タイヤ滑り止め…………………G2-9030

＊＊タイヤバルブ……………………G2-91190
＊＊タイヤプレッシャー

タイヤ滑止具用

ゲージ…………………………J1-33

掛止バンド……………………G2-9039

タイヤホイール…………………G2-9111

＊＊タイヤチェーン…………………G2-9030､G2-9039

タイヤ防滑具用

タイヤチェーン

係止金具………………………G2-9039

掛け補助具……………………K1-2010

タイヤ防滑具用

タイヤチェーン装着具…………G2-9039

連結フック……………………G2-9039
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〔タイ〕
物品の名称

〔タイ〕
意匠分類の記号

物品の名称

タイヤ防滑具用

意匠分類の記号

太陽熱集熱材……………………L3-619

ロープの係止具………………G2-9039

太陽熱集熱板……………………L3-619

タイヤ防滑チェーン……………G2-9030

太陽熱集熱屋根板材……………L3-619

タイヤ防滑チェーン用
締付バンドの装着具…………K1-2010

太陽熱集熱屋根用板材…………L3-619
＊＊太陽熱利用温水器………………L3-610

タイヤ磨耗ゲージ………………J1-120

太陽熱利用温水器

タイヤ用空気弁の
脱着工具………………………K1-200

の空気抜き具…………………L3-619
＊ 太陽熱利用

タイヤ用滑り止め具……………G2-9030、G2-9039
タイヤ用陳列棚…………………F5-210D

温水器用反射鏡………………L3-619
＊ 太陽熱利用

タイヤ用泥水の
跳返り防止具…………………G2-2951

温水器用集熱板………………L3-619
＊ 太陽熱利用

タイヤ用鋲………………………G2-91190
タイヤ用

温水器用置台…………………L3-619
＊ 太陽熱利用

ボルトナット締付具…………K1-2323
タイヤ離脱用治具………………K1-2011

温水器用給水管………………L3-619
＊＊太陽熱利用

＊＊タイヤローラー…………………K3-3241

温水器用給水タンク…………L3-619

太陽光採光ドーム………………L5-1260

太陽熱利用

太陽光採光機……………………L3-619

温水器用枠材…………………L4-212

太陽光採光器……………………L3-619

太陽熱利用

太陽光採光塔……………………L4-2110

温水器用収熱板………………L3-619

太陽光収集機……………………J3-0

太陽熱利用

太陽光自動追尾

温水器用集熱パネル…………L3-619

集光伝送機……………………L3-619

太陽熱利用

＊＊太陽電池…………………………H1-83

温水器用受熱器………………L3-619

太陽電池収納ケース……………H1-891

太陽熱利用

太陽電池付き換気扇……………D4-51

温水器用貯湯タンク…………L3-619

太陽電池付

太陽熱利用

赤外線センサー………………H1-554

温水器用給水器………………L3-619

太陽電池付

太陽熱利用

卓上電子計算機………………J4-52

温水器用集熱器………………L3-619

太陽電池パネル…………………H1-83

太陽熱利用

太陽電池

温水器用貯水タンク…………L3-619

モジュール取付具……………H1-890

太陽熱利用

太陽電池

温水器用貯湯槽………………L3-619

モジュール用補強材…………H1-890

太陽熱利用

太陽電池用接続金具……………H1-890
太陽熱温水器……………………L3-610

温水器用連結具………………L3-619
＊ 太陽熱利用温水屋根用

太陽熱温水器用集熱板…………L3-619
太陽熱温水器用

ガラス継ぎ手…………………L4-212
＊ 太陽熱利用温水屋根用

貯湯タンク……………………L3-619

ガラス継ぎ手材………………L4-212

太陽熱温水器用

太陽熱利用温水屋根用

熱交換板………………………L3-619

構成部材………………………L4-212

太陽熱集熱器……………………L3-610

太陽熱利用温水屋根用

太陽熱集熱器用

ガラス枠材……………………L4-212

取付け架台……………………L3-619

太陽熱利用温水屋根用

太陽熱集熱器用

接続材…………………………L4-212

反射鏡…………………………L3-619

太陽熱利用熱交換器……………L3-619
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〔タイ〕
物品の名称

〔タウ〕
意匠分類の記号

物品の名称

＊＊タイル……………………………L6-32〜32BA

意匠分類の記号

タイル連結用下版地……………L6-39

タイル

タイロッドエンド

モザイクタイル……………L6-31
タイル裏張紙……………………L6-39

取外し工具……………………K1-250
＊＊田植機……………………………K3-1250

タイル運搬用容器………………G1-50A

田植機の植付具…………………K3-1259

＊タイルカッター……………………K1-121、K7-30

田植機の植付爪…………………K3-1259

＊ タイルクリッパー………………K1-121

田植機の

タイル固定用金具………………L4-3212

植付爪用フォーク……………K3-1259

タイル支持金具…………………L4-3212、L4-329

田植機の

タイル支持具……………………L4-329、L6-1330、

苗植付用固定爪………………K3-1259

L6-3212

田植機の

タイル支持具用

苗載台用スクレーパ…………K3-1259

取付け桟………………………L4-3212

田植機の苗床分離爪……………K3-1259

タイル支持板……………………L4-329、L6-1330

田植機の苗床分離針……………K3-1259

タイル焼成用匣鉾………………K0-491

田植機の苗載せ台用

タイル直付け

スクレーパ……………………K3-1259

型枠用締付座…………………L1-3235

田植機の

タイル施工板……………………L6-1330

苗載せ台用葉受板……………K3-1259

タイル切断機……………………K7-30

田植機のフロート………………K3-1259

タイル素体………………………L6-30

田植機用

タイル取付板……………………L6-1330

植込爪の防水具………………K3-1259

タイル取付具……………………L4-3212

＊ 田植機用植付けつめ……………K3-1259

タイル取付パネル………………L6-1330

田植機用

タイル取付用下地材……………L4-329、L6-1330

植付け爪案内具………………K3-1259

タイルの剥離防止金具…………L4-329

田植機用植付け爪

タイル張着用
保持パネル……………………L6-1330

駆動クランクアーム…………K3-1259
＊＊田植機用車輪……………………K3-191

タイル張り用シート……………L3-1330

田植機用車輪跡整地板…………K3-1259

タイル貼り用定規………………K1-05

田植機用苗植付け具……………K3-1259

タイル張り用パネル……………L6-1330

田植機用苗植付け爪……………K3-1259

タイルパネル……………………L6-1330、L6-31

田植機用苗受止枠………………K3-1259

タイルバネル用係合片…………L4-329

田植機用

タイルブロック…………………L6-30

苗送りローラー………………K3-1259

タイルブロック

田植機用苗ストッパー…………K3-1259

固定用金具……………………L4-3212

田植機用苗切断刃………………K3-1259

タイルブロック

田植機用苗取り具………………K3-1259

固定用下地板…………………L6-1330

田植機用苗床分離刃……………K3-1259

タイルブロック止着板…………L6-1330

田植機用苗止板…………………K3-1259

タイル片止着板…………………L6-1330

＊ 田植機用苗載台…………………K3-1259

タイル保持用柱…………………L4-3212

田植機用

タイルユニット…………………L6-31

苗マット押え具………………K3-120

タイル用入隅カバー……………L4-4120

田植機用

タイル用下地材…………………L6-1330

表示装置付操作盤……………K3-1259

タイル用出隅カバー……………L4-4120

田植機用表示灯パネル…………K3-1259

タイル連結用裏貼り紙…………L6-39

田植機用苗載台…………………K3-1259

タイル連結用紙…………………L6-39

田植機用苗載置台………………K3-1259

タイル連結用下板………………L6-39

＊ 田植機用フロート………………K3-1259

タイル連結用台紙………………L6-39

田植機用分離苗案内具…………K3-1259
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〔タウ〕
物品の名称

〔タク〕
意匠分類の記号

物品の名称

田植機用補助苗載台……………K3-1259

焚口

田植機用ボンネット……………K3-1259

ふろがま用焚口……………D5-3390

田植機用
ボンネットカバー……………K3-1259

意匠分類の記号

タキシード………………………B1-111
＊＊タキシーメーター………………J1-311

田植機用予備苗載せ枠…………K3-1259

多機能電話機用

田植機用予備苗保持枠…………K3-1259

音声記録器……………………H3-324

＊＊タオル……………………………C1-7

多岐ホース………………………M2-4120、M2-413

タオル暖め器……………………C4-231

卓

タオル押え材……………………L4-411

映像調整卓…………………H4-32〜32B

＊＊タオル掛け………………………D1-22〜22C

置卓…………………………D2-312

タオル掛け具……………………D1-22〜22C

音声調整卓…………………H4-161

タオル掛け付き掛け棚…………D1-231

座卓…………………………D2-311

タオル掛け付き化粧棚…………D1-231

プロセス用制御卓…………H2-61B

タオル掛け用支持具……………D1-200

卓子………………………………D2-30〜30A、

タオル掛け用
ブラケット……………………D1-200

D2-310〜310E
＊ タクシーメーター………………J1-311

タオル掛け用棒固定具…………D1-200

タクシー用空車表示器…………F5-10

タオル掛けリング………………D1-22B

タクシー用識別表示灯…………F5-11

タオル乾燥機……………………C3-631

卓子脚用支持金具………………D2-920

タオル供給器……………………C4-24

＊ 卓上回転金属切断機……………K7-11031

タオル供給ケース………………C4-24
タオル織機………………………K5-131

卓上鏡……………………………D2-635
＊ 卓上金切り丸のこ盤……………K7-11031

タオル地…………………………M1-110〜110K
タオル整反機……………………K5-20

卓上金切丸鋸盤…………………K7-11031
＊＊卓上カレンダー…………………F2-4111

タオルハンガー…………………D1-22〜22C

卓上カレンダー立て……………F2-4111

タオル干し具……………………D1-111AA〜111AB

卓上ガスライター………………B6-42〜42A

＊ タオル蒸し器……………………C4-231

卓上鏡台…………………………D2-631C

タオル用ハンガー………………D1-111AA〜111AB

卓上クリーナー…………………C3-410E

タオルリング……………………D1-22B

卓上小物入れ……………………C0-12

倒れた稲の

卓上シューマイ成形機…………K4-0

引越し器具……………………K3-160

＊ 卓上商品陳列台…………………F5-210A

高枝刈り込みばさみ……………K1-134

卓上用照明器具…………………D3-332A

高枝切り…………………………K1-134

卓上照明器具用笠………………D3-3391

高枝切ばさみ……………………K1-134

卓上状差し………………………F2-73130

高枝切ばさみ本体………………K1-134

卓上浄水器………………………K6-121

高枝切ばさみ用柄………………K1-139
高枝剪定用長柄鋏………………K3-1430D
＊ 高さ基準器………………………J1-127

卓上製図台………………………F2-350A
＊＊卓上旋盤…………………………K7-111
＊ 卓上扇風機………………………D4-41A

高段棟用棟芯瓦…………………L6-113
＊ たかつき…………………………C5-210〜210J

卓上多軸ボール盤………………K7-112
＊＊卓上立て鏡………………………D2-635

＊＊たがね……………………………K1-10
タガネ……………………………K1-10

卓上電気糸のこ…………………K1-3152
＊＊卓上電気グラインダー…………K7-1161〜1161E

たがね

卓上電気スタンド………………D3-332AB〜332AC

携帯用電動たがね…………K1-35

卓上電気丸のこ…………………K1-3152

携帯用電動

卓上電子オルガン………………E4-60AB

衝撃機のたがね…………K1-4081

＊＊卓上電子計算機…………………J4-52〜53A

平たがね……………………K1-10
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卓上電子計算機

意匠分類の記号

卓上用電動糸鋸…………………K1-3152

テープレコーダー

卓上用電動丸鋸…………………K1-3152

付き

卓上用灰皿………………………B6-30

卓上電子計算機…………J4-54
＊ 卓上電子計算機付き

卓上用はい帳……………………C5-510
＊ 卓上用ベル………………………C2-0

ライター………………………B6-41
卓上電子計算機付

＊＊卓上ライター……………………B6-42〜42A
＊ 卓上ライター用台………………B6-491

インターホン…………………H3-330

＊ 卓上ライター用

卓上電子計算機付

ライター………………………B6-491

テレビジョン受像機…………H4-3450

卓上ライト………………………D3-332A

卓上電子計算機付

宅配用物品

ラジオ受信機…………………J4-54

自動管理ロッカー……………D2-551

卓上電子計算機付き

宅配用ロッカー…………………D2-551

テープレコーダー……………J4-54
卓上電子計算機用

机用ついたて……………………D2-390
＊＊竹馬………………………………E2-51

ケース…………………………J4-59

＊＊竹とんぼ…………………………E2-441

卓上電子ピアノ…………………E4-60AB

竹筆………………………………F2-1100

卓上電話機………………………H3-310

＊ 竹ペン……………………………F2-1100

卓上ドリル盤……………………K1-3141

＊＊たこ………………………………E2-442

＊ 卓上日記台………………………F2-7242

たこ上げ用糸巻リール…………E2-442

卓上灰皿…………………………B6-30

多孔管用ブロック………………L2-413

＊ 卓上フライス盤…………………K7-114

多光軸光電スイッチ……………H1-554

＊ 卓上噴水…………………………C2-10
卓上噴水器………………………C2-10
＊＊卓上ボール盤……………………K7-112
卓上マイクロホン………………H4-110

たこおもちゃ……………………E1-32E
＊ タコ管……………………………J7-43
＊＊タコグラフ………………………J1-331
＊＊たこつぼ…………………………K2-00

卓上丸のこ盤……………………K7-11031、K7-21
卓上盛り鉢………………………C5-210〜210J

蛸の捕獲器………………………K2-00
＊ タコメーター……………………J1-311

卓上用鏡…………………………D2-635

たこ焼き用テーブル……………D2-30C

卓上用カレンダー………………F2-4111

たこ焼き用鉄板…………………K4-90

卓上用カレンダー立て…………F2-4111

凧用糸巻き………………………E2-442

卓上用額縁………………………C2-17

多試料用光度計…………………J1-521

卓上用コンピューター

多芯平行電線……………………H1-110

載置台…………………………D2-41B

多軸穿孔機用

卓上用照明器具…………………D3-330、

間隔保持具……………………K7-112

D3-332〜332D

多軸旋盤…………………………K7-111

卓上用状差し……………………F2-73130

多軸ドリル保持具………………K7-1910

卓上用製図台……………………F2-350A

多軸ボール盤本体………………K7-112

卓上用扇風機……………………D4-41〜41H

＊＊多軸ボール盤……………………K7-112

＊ 卓上用たばこ入れ………………B6-20

多軸ボール盤用

卓上用端末機置台………………D2-41A
卓上用手織機……………………K5-132

スピンドル……………………K7-112
＊ たすき……………………………B2-00

＊ 卓上用電気糸のこ………………K1-3152

多層溝ブロック…………………L2-410〜411

卓上用電気糸鋸…………………K1-3152

たたき

卓上用電気集塵器………………C3-410E

肉たたき……………………C6-350

卓上用電気スタンド……………D3-332〜332D

はえたたき…………………C4-324

＊ 卓上用電気丸のこ………………K1-3152、K7-11031
卓上用電気丸鋸…………………K1-3152

ふとんたたき………………C3-32
＊ 畳…………………………………C1-41
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＊＊畳表………………………………C1-42

意匠分類の記号

カレンダー付

畳表用乾燥機……………………K0-41

ペン立て…………………F2-7210

畳かぎ……………………………K1-00

喫煙用パイプ立て…………B6-191

畳鉤………………………………K1-00

口紅立て……………………B7-021

畳下収納庫………………………D1-38

広告紙立て…………………F2-7241

畳下収納庫用の開閉枠…………D1-38

コップ立て…………………C5-530A

畳下収納庫の

皿立て………………………C5-530B、C5-530BB

畳取付け金具…………………L5-92

試験管立て…………………K6-73

畳下地用遮音パネル……………L6-143

写真立て……………………C2-17

たたみ尺…………………………J1-110

車両用かさ立て……………D1-35〜35B

畳製作用留針……………………K1-00

朱肉入れ付

畳付ベッド………………………L3-45

印判立て…………………F2-7220

畳床………………………………C1-490

自転車用かさ立て…………G2-490

畳床用カマチ削り鉋……………K1-212

充電器付

＊ 畳針………………………………K1-00

歯ブラシ立て……………C4-26

＊＊畳べり地…………………………C1-491

ストロー立て………………C5-534

＊＊畳包丁……………………………K1-10

席札立て……………………F2-73131

畳床切断用カッター……………K1-10

葬祭用花立て………………C7-151

立木用アンカー…………………L1-0

装身具立て…………………C0-13

立杭用

そとうば立て………………C7-139

ライナープレート……………L2-2121

卵立て………………………C5-241

タッカー

電子オルガン用

ハンマータッカー…………K1-2420

譜面立て…………………E4-59

卓球台……………………………E3-33

電子ピアノ用

卓球用バット……………………E3-33

譜面立て…………………E4-59

卓球用ラケット…………………E3-33

トイレ用

卓球用ラケット

ブラシ立て………………C3-29

ケースの中板…………………E3-33

ナプキン立て………………C5-5350

卓球用練習器……………………E3-33

箸立て………………………C5-534〜534A

タップ

歯ブラシ立て………………C4-26

管用ねじタップ……………K1-4031

ピアノ用譜面立て…………E4-59

差込みタップ………………H1-3422B

ペン立て……………………F2-7212

テーブルタップ……………H1-3422A

ペン差し付

手回しタップ………………K1-226

メモホルダー付

ナットタップ………………K1-4031

広告紙立て……………F2-7240

ボールタップ………………M2-530

メダル立て…………………C0-13

立て

メニュー立て………………F2-73131

衣服掛け付き

メモ用紙立て………………F2-7241

かさ立て…………………D2-03

矢立て………………………F2-7420

印判立て……………………F2-7222

ようじ立て…………………C5-534

うちわ立て…………………C0-13

レコード立て………………F2-73140

オルガン用

ろうそく立て………………D3-25〜25F

譜面立て…………………E4-59

＊＊縦編み機…………………………K5-14

カード立て…………………F2-73131

経編機用導糸針…………………K5-190

回転帳簿立て………………F2-7315

立て鏡……………………………D2-635

価格札立て…………………F2-73131

縦框材……………………………L5-12012

かさ立て……………………D1-35〜35B

立看板用連結具…………………F5-190

飾り皿立て…………………C2-190

竪形襖表張機……………………K0-00
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たて形ボール盤…………………K7-112

物品の名称

＊ 建具用気密具……………………L5-1021、L5-94

縦框
雨戸用縦框…………………L5-2112

意匠分類の記号

建具用気密材……………………L5-1021
＊＊建具用クレセント錠……………L5-6332

網戸口縦框…………………L5-1252

建具用係止金具…………………L5-95

折戸用縦框…………………L5-1221

＊ 建具用係止具……………………L5-95

ガラス戸用縦框……………L5-12012

建具用

ドア用縦框…………………L5-1211

コーナーキャップ……………L5-91

襖用縦框……………………L5-1241

＊ 建具用コーナー継ぎ手…………L5-91

窓用縦框……………………L5-12012

建具用コーナーピース…………L5-91

縦框材

建具用

雨戸用縦框材………………L5-2112

コーナーブロック……………L5-91

網戸口縦框材………………L5-1252

建具用格子板……………………L6-211A

折戸用縦框材………………L5-1221

建具用格子板材…………………L6-21LA

ガラス戸用縦框材…………L5-12012

建具用高低調整器………………L5-91

ドア用縦框材………………L5-1211

建具用孔板………………………L6-21L

襖用縦框材…………………L5-1241
窓用縦框材…………………L5-12012

建具用孔板材……………………L6-21L
＊ 建具用小口閉塞具………………L5-94

立て具
広告紙立て具………………F2-73131

建具用桟取付け金具……………L5-92
＊ 建具用桟取付け具………………L5-92

建具金具引手……………………L5-632

建具用支持具……………………L5-92

＊ 建具錠用受け具…………………L5-6391

建具用下框………………………L5-12011

＊ 建具錠用

建具用下框材……………………L5-12011

ガードプレート………………L5-6391
建具のガラス窓取付け

建具用摺動金具…………………L5-93
＊ 建具用摺動具……………………L5-93

用スタンドグラス枠…………L6-20

建具用摺動ブロック……………L5-93

建具の気密ピース………………L5-94

建具用摺動片……………………L5-93

建具用安全カバー………………L5-90

建具用

建具用案内金具…………………L5-93
＊ 建具用案内具……………………L5-93

ジョイントブロック…………L5-91
＊ 建具用錠…………………………L5-6330〜6331

建具用案内具の取付具…………L5-60

建具用錠受け金具………………L5-6391

建具用上框………………………L5-12011

建具用錠受け具…………………L5-6391

縦框用上框材……………………L5-12011

＊ 建具用上下調節具………………L5-91

建具用折り戸……………………L5-1220

建具用錠座板……………………L5-634

建具用折戸ヒンジ材……………L5-1221

＊ 建具用錠付き取手………………L5-631

建具用開閉金具…………………L5-64

建具用錠付把手…………………L5-631

建具用係止具……………………L5-90

建具用錠のカバー材……………L5-6392

＊ 建具用飾り板……………………L5-96

建具用錠のサムターン…………L5-6391

＊ 建具用飾り金具…………………L5-635

建具用隙間防止調整框…………L5-12016

建具用飾り桟……………………L5-12014

縦框用

建具用飾り桟材…………………L5-12014

隙間防止調整框材……………L5-12016

建具用框構成部材………………L5-100

建具用ストッパー………………L5-610、L5-95

建具用鴨居ジャッキー…………L1-40

建具用スペーサー………………L5-90

建具用換気板……………………L5-41
建具用換気框……………………L5-12015

建具用接続金具…………………L5-92
＊ 建具用接続具……………………L5-92

建具用換気框材…………………L5-12015

建具用装飾金具…………………L5-635

建具用緩衝材……………………L5-1021
建具用額縁保持具………………L5-92

建具用装飾体……………………L5-96、L6-20
＊ 建具用装飾板……………………L6-21〜L6-21K

建具用ガラス押え材……………L5-1011

建具用倒れ止め具………………L5-93
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建具用縦框………………………L5-12012

建具用補助錠……………………L5-6331〜6331A

建具用縦框材……………………L5-12012

建具用虫侵入防止具……………L5-90

建具用調整具……………………L5-91

建具用レール

＊＊建具用ちょうつがい……………L5-64
建具用蝶番………………………L5-64

のストッパー…………………L5-90、L5-95
＊＊建具用レバーハンドル…………L5-632B、L5-632

建具用吊り戸車…………………L5-62

建具用

建具用転子………………………L5-90

レバーハンドル錠……………L5-6331

建具用戸当り……………………L5-95

建具用連結具……………………L5-91

＊ 建具用戸当り具…………………L5-1021、L5-95
建具用戸当りハンガー…………L5-95

建具用枠連結具…………………L5-90
＊＊立て削り盤………………………K7-115

建具用戸当り

立子………………………………L3-5450

パッキング材…………………L5-1021

立子

建具用戸繰り具…………………L5-90

階段手摺用立子材…………L3-5450〜5450A

＊＊建具用戸車………………………L5-62

棚用立子……………………L3-5450

建具用戸車付

縦鋼管板吊り止め具……………L1-29

コーナーブロック……………L5-91

縦鋼管板止具……………………L1-2191、L1-30

＊ 建具用戸車レール………………L5-105

立子材……………………………L3-5450〜5450A

＊ 建具用戸車レール材……………L5-105

立子材

＊＊建具用取手………………………L5-632〜632A

階段手摺用立子材…………L3-5450〜5450A

＊ 建具用取手カバー………………L5-6392

棚用立子材…………………L3-5450〜5450A

＊ 建具用取手座板…………………L5-634

棚用立子……………………L3-5450A

建具用取手付き座板……………L5-632

＊ 立軸斜流ポンプ…………………K8-521

建具用扉係止金具………………L5-6331

たて樋受金具……………………L4-2391

建具用ドアチェーン……………L5-6334

竪樋受け具………………………L4-2391

建具用中桟………………………L5-12013

たて樋エルボ……………………L4-2322E

建具用中桟材……………………L5-12013

たて樋金具………………………L4-2391

建具用ノッカー…………………L5-65

竪樋固定具………………………L4-2391

＊ 建具用ノブ………………………L5-632A

たて樋材…………………………L4-231

＊ 建具用ノブ飾り…………………L5-6392

立て樋支持金具…………………L4-2391

建具用ノブの補助具……………L5-6392

たて樋継手………………………L4-2322、

＊ 建具用はずれ止め具……………L5-93

L4-2322C〜2322E

建具用パッキング材……………L5-1021

たて樋取付け具…………………L4-2391

建具用パネル押え………………L5-90

竪樋保持具………………………L4-2391

＊ 建具用引手………………………L5-632C

たて樋用鎖単位体………………L4-231E

＊ 建具用引手座板…………………L5-634

竪樋用控金具……………………L4-2391

＊ 建具用引寄せ
ハンドル錠……………………L5-6333

＊ たて樋……………………………L4-231C
＊ たて樋材…………………………L4-231C

建具用引寄ブロック……………L5-90

＊ たて樋継ぎ手……………………L4-2322C

建具用引寄せレバー……………L5-6333

＊ たて樋用鎖………………………L4-231E

建具用引寄ローラー……………L5-90

竪樋用化粧カバー………………L4-2390

建具用表示器付取手……………L5-632

たて樋連結金具…………………L4-2322C

建具用ヒンジ……………………L5-64

＊ 立て中ぐり盤……………………K7-113

建具用ピボットヒンジ…………L5-64

たて鋸刃…………………………K1-423

建具用風止具……………………L5-94

縦端太固定具……………………L1-2191

建具用風止板……………………L5-94

立て盤

建具用揺れ止め金具……………L5-93

ねじ立て盤…………………K7-118

建具用揺れ止め…………………L5-93

＊＊たて笛……………………………E4-40

＊ 建具用揺れ止め具………………L5-93

竪笛………………………………E4-40
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縦葺屋根板………………………L6-120

建物引違い戸用補助錠…………L5-6331

縦葺屋根用カバー………………L4-2111

建物引違い窓用上框材…………L5-12011

縦葺屋根用吊子…………………L4-2191

建物引違い窓用下框材…………L5-12011

建物用戸袋入口ガイド…………L5-93

建物引違い窓用縦框材…………L5-12012

縦目地ジョイナー材……………L4-411

建物引違い窓用

＊ 建物おもちゃ……………………E1-70

召合せ框材……………………L5-12012

建物折戸

建物ピット用縁材………………L4-410

ヒンジ用受金具………………L5-64

建物窓用上枠構成部材…………L5-100

建物壁・天井取付用

建物窓用上框材…………………L5-12011

冷暖房空気吹出口……………L5-41

建物窓用押縁材…………………L5-1010D

建物壁取付け用換気口…………L5-41

建物窓用方立材…………………L5-1700

建物外装用壁板材………………L4-410、L6-130

建物窓用框材……………………L5-12011〜12012

建物外壁板の

建物窓用下框材…………………L5-12011

継ぎ目覆材……………………L4-411

建物窓用下枠……………………L5-142

建物外壁縁材……………………L4-410

建物窓用下枠構成部材…………L5-100

建物基礎風窓こうし

建物窓用下枠材…………………L5-142

取付け用型枠…………………L1-3130

建物窓用縦框材…………………L5-12012

建物化粧用型材…………………L4-410〜411

建物窓用竪框材…………………L5-12012

建物柵用板………………………L3-5450A

建物窓用縦枠構成部材…………L5-100

建物用シャッターの

建物窓用手摺取付材……………L3-5452

パネル構成用装飾板…………L5-310

建物窓用無目材…………………L5-1600、L5-161、

建物扉用装飾板…………………L5-96

L5-164

建物扉用蝶番……………………L5-64

建物窓用庇材……………………L4-221

建物扉用パッキング材…………L5-1021

建物窓用召合せ框材……………L5-12012

建物扉用欄間……………………L5-02

建物窓用レール材………………L5-105

建物戸袋用妻板材………………L5-2210〜2211

建物床排水配管ピット

＊ 建物取付け清掃口………………L3-40

の蓋用受枠材…………………L2-4191

建物扉用錠付把手………………L5-631

建物床面積開口部

建物ドア用縦枠材………………L5-1513

開閉蓋取付け用

建物扉用把手……………………L5-632

ちょうつがい…………………L5-64

建物扉用把手付錠………………L5-631

建物用目板………………………L5-106

建物ドア用

建物用明り取り…………………L3-40

把手付電気錠…………………L5-631

建物用雨押え

建物ドア用補助錠………………L5-6330

下地支持金具…………………L4-2190

建物ドア用レバー錠……………L5-631

建物用雨具の

建物ドア用レバー

上レール材……………………L5-241

ハンドル付電気錠……………L5-631

建物用雨戸の下框材……………L5-2111

建物内装下地材取付具…………L4-329

建物用雨戸の

建物内装

下レール材……………………L5-242

下地材料取付具………………L4-329

建物用雨戸の

建物の壁板用

戸当り枠材……………………L5-243

取付け金具……………………L4-329

建物用雨戸の戸袋材……………L5-2210

建物の筋かい

建物用網戸………………………L5-1250

接続用板金……………………L4-191A

建物用入隅キャップ材…………L4-411、L4-4120

建物の扉用

建物用入隅コーナー材…………L4-411、L4-4120

開度調節ストッパー…………L5-610

L4-491

建物の窓枠用型材………………L5-140

建物用入隅材……………………L4-4120

建物嵌殺し窓用枠材……………L5-1522

建物用入隅ベース材……………L4-4120
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建物用インサート………………L4-3920

意匠分類の記号

建物用開口部の

建物インサート

下枠固定金具…………………L5-91

の打込具………………………K1-2420

建物用開口部用壁板……………L4-3210

建物用受け具……………………L5-95

建物用係止具……………………L4-329

建物用内目地材…………………L5-0110

建物用係止材……………………L4-410

建物用埋込金具…………………L1-220、L3-549、

建物用掛け金具…………………L5-6331A

L4-3920〜3920E、

建物用掛け金具本体……………L5-6331

L5-92

建物用笠木………………………L4-2113

建物用裏目板……………………L4-411

建物用笠木取付具………………L4-2190

建物用上レール…………………L5-511

建物用笠木ホルダー材…………L4-2113

建物用

建物用飾り縁材…………………L4-410、L4-4121

エキスパンション

建物用方立て材…………………L5-1700

ジョイントの水切り…………L4-2114、L4-411

建物用可動

建物用

ルーバー付手摺………………L3-530

エキスパンション

建物用笠木材……………………L4-2113

ジョイントの笠木部…………L4-410〜411

建物用カバー材…………………L4-410〜411

建物用

建物用カバー材の受材…………L4-410

エキスパンション

建物用壁…………………………L4-30

ジョイントの固定材…………L4-410

建物用壁材支持材………………L1-30

建物用

建物用壁下地材…………………L6-1330〜L6-1331

エキスパンション

建物用壁下地板…………………L6-1330

ジョイントのカバー…………L4-411

建物用壁下地板材………………L6-1330

建物用エッジ……………………L4-410

建築用壁つなぎ

建物用大引き……………………L4-113

金具の控金具…………………L1-17

建物用大引き材…………………L4-113

建物用框材………………………L5-12012

建物用屋外階段…………………L3-44

建物用鴨居………………………L5-141J

建物用屋上

建物用鴨居材……………………L5-141ねL5-141J

スラブ貫通埋込枠……………L3-40

建物用換気面格子………………L5-41

建物用押縁材……………………L5-1010D

建物用換気框……………………L5-12015

建物用母屋材……………………L4-2110

建物用換気ガラリ………………L5-41

＊ 建物用折戸………………………L5-1220

建物用換気口……………………L5-41

＊ 建物用折戸上框…………………L5-1221

建物用換気孔……………………L5-41

＊ 建物用折戸上框材………………L5-1221

建物用換気口ガラリ……………L5-41

建物用折戸框連結具……………L5-90〜91

建物用換気口

＊ 建物用折戸下框…………………L5-1221

の防火ダンパー………………L5-41

＊ 建物用折戸下框材………………L5-1221

＊ 建物用換気口パネル……………L5-41

＊ 建物用折戸縦框…………………L5-1221

建物用換気口フード……………L5-41

＊ 建物用折戸縦框材………………L5-1221

建物用換気口枠…………………L5-41

＊ 建物用折戸単位板………………L5-1222

建物用換気孔枠…………………L5-41

＊ 建物用折戸単位板材……………L5-1222

建物用換気シャッター…………D4-0

建物用折戸の

建物用換気フード………………L5-41

下部案内具……………………L5-60

建物用換気棟包み………………L4-2111

建物用折戸の框材………………L5-1221

建物用換気ルーバー……………L5-41

建物用折戸の中桟………………L5-1221
建物用折戸のパネル材…………L5-1222

建物用管材の取付材……………L4-190
＊ 建物用緩衝材……………………L4-40、L5-1021

＊ 建物用折戸ヒンジ材……………L5-1221、L5-60、

建物用貫通孔

L5-64

の補強金具……………………L4-120
建物用外壁材……………………L6-130
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建物用外壁材取付具……………L4-3212〜329、

意匠分類の記号

建物用固定材……………………L4-40

L4-410

建物用

建物用外壁

コンクリート埋込具…………L4-3920

パネル取付金具………………L4-329

建物用コンクリート

建物用ガスケット材……………L4-40、L4-430、

スラブ開口用型枠……………L1-3130

L4-432

建物用コンクリート

建物用合掌材……………………L4-2111

の打継ぎ金具…………………L1-30

建物用ガラス押え材……………L5-1011

建築用コンクリート

建物用ガラス固定部材…………L5-90

壁板係止具……………………L4-329

建物用ガラス戸…………………L5-12100

建物用柵…………………………L3-530〜530D

建物用ガラスブロック…………L6-02

建物用サッシの仮錠……………L5-6331

建物用がらり戸…………………L5-1230

建物用サッシ水返し……………L5-104、L5-90

建物用基礎カバー………………L4-410

建物用サッシミズキリ…………L5-90

建物用気密材……………………L4-40、L4-430、

建物用敷居………………………L5-142J

L5-1021

建物用敷居材……………………L5-142J

建物用吸音板……………………L6-131

建物用敷居すべり材……………L5-142J

建物用吸音板材…………………L6-131

建物用下レール…………………L5-105

建物用金庫室扉…………………L5-12101

建物用支柱………………………L4-111

建物用空気吹出口………………L5-41

＊＊建物用シャッター………………L5-30

建物用くぎ隠し…………………L5-635

＊ 建物用

建物用クレセント締り…………L5-6332

シャッター開閉機……………L5-39

建物用クレセント錠……………L5-6332

建物用

建物用計器配管カバー…………L4-320、L5-420

シャッターケース……………L5-39

建物用形器鋼

建物用シャッター

交叉連結金具…………………L4-191C

ケース構成部材………………L5-322

建物用化粧鼻隠し材……………L4-2113

建物用シャッター

建物用化粧縁材…………………L4-410、L4-413

ケースの側板…………………L5-39

建物用化粧縁材支持具…………L4-413

建物用シャッター

建物用化粧枠……………………L3-430

ケースのキャップ……………L5-39

建物用桁…………………………L4-112

建物用

建物用桁材………………………L4-112

シャッター下枠材……………L5-320

建物用結露水受具………………L5-90

建物用シャッター

建物用玄関庇……………………L4-220
建物用コーナー材………………L4-4120〜4120A

収納ケース……………………L5-39
＊＊建物用

建物用
コーナー材支持具……………L4-4120

シャッタースラット…………L5-311
＊ 建物用シャッター

建物用コーナーパネル…………L4-4120

スラット材……………………L5-311

建物用コーナー

建物用シャッター

見切りキャップ材……………L4-413

スラットの座板………………L5-311

建物用

建物用シャッター

コーナー見切り材……………L4-413

スラットの連結金具…………L5-39

建物用コーナー

建物用シャッター

見切りベース材………………L4-413

スラットの抜止め具…………L5-39

建物用コーナーレール…………L5-91

＊＊建物用シャッター中柱…………L5-321

建物用格子材……………………L5-12014

＊ 建物用

建物用構造材

シャッター中柱材……………L5-321

相互接合案内金具……………L4-191

建物用シャッターの

建物用構造材連結金具…………L4-191

カーテンブロック……………L5-310
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＊＊建物用シャッターの

建物用錠の鍵材…………………M3-223

ガイドレール…………………L5-320〜321

建物用錠の座板…………………L5-634

＊ 建物用シャッターの

建物用隙間充塡材………………L4-40

ガイドレール材………………L5-321

建物用筋交い……………………L4-192

建物用シャッターの

建物用滑り止め材………………L4-420

ガイドレール取付材…………L5-310
＊＊建物用シャッターの

建物用隅当て具…………………L4-491
＊ 建物用隅金………………………L4-491

ケース…………………………L5-39

建物用接続具……………………L3-392

建物用シャッターの

建物用膳板材……………………L5-100

座板材…………………………L5-311

建物用装飾体……………………L5-96

建物用シャッターの

建物用装飾体の

座板スラット材………………L5-311

可動取付座……………………L3-549

建物用シャッターの

建物用装飾板……………………L6-20

シャッターカーテン…………L5-310

建物用装飾板材…………………L4-410〜411、L4-413

建物用シャッターの

建物用多目的パイプ……………L5-41

シャッターケース……………L5-39

建物用垂水掛材…………………L4-2110、L4-2112

建物用シャッター

建物用ダクト……………………D4-0

スラットの連結材……………L5-310

建物用断熱材の

建物用シャッターの

支持金具………………………l4-3390

スラット材……………………L5-311

建物用ちょうつがい……………L5-64

建物用シャッターの

建物用蝶番………………………L5-64

吊元固定具……………………L5-39

建物用通気孔キャップ…………L5-41

建物用シャッターの

建物用通気枠……………………L5-41

振れ止め具……………………L5-39

建物用通風過流器………………D4-0

建物用シャッターの
水切……………………………L5-310

意匠分類の記号

建物用通風器……………………L5-41
＊＊建物用通風口……………………L5-41

建物用シャッターの

建物用通風孔……………………L5-41

水切り材………………………L5-310

建物用通風孔径変換環…………L5-41

建物用シャッターの

建物用通風口パネル……………L5-41

水切板…………………………L5-320

建物用通風口蓋…………………L5-41

＊ 建物用シャッター柱……………L5-321

建物用通風孔枠…………………L5-41

＊ 建物用シャッター柱材…………L5-321

建物用通風口枠…………………L5-41

建物用

建物用吊金具……………………L4-31910

シャッターパネル……………L5-311

建物用釣車レール………………L5-511

建物用

建物用吊り戸車…………………L5-62

シャッターレール……………L5-321

建物用吊り戸……………………L5-12100

＊ 建物用

建物用手すり……………………L3-430、

シャッター連結具……………L5-39

L3-530〜530E、

建物用シャッター枠……………L5-30

L3-5420

建物用自動扉開閉器……………L5-610

建物用手摺用

＊ 建物用充てん材…………………L4-40

の連結金具……………………L3-549

建物用ジョイナー………………L4-411

建物用手すり材…………………L3-5420、L3-5430、

建物用ジョイント目板…………L4-411A

L3-5450〜5451、

建物用錠…………………………L5-6330〜6331A

L3-546

建物用錠受け金具………………L5-6391

建物用手摺支持金具……………L3-549

建物用錠飾り座板………………L5-634

建物用手摺装飾体………………L3-5391

建物用錠付把手…………………L5-631

建物用手すりの

建物用錠の受金具………………L5-6391

エンドキャップ………………L3-549
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建物用手すりの笠木……………L3-5410、L3-5420

建物用戸車レール材……………L5-105

建物用手すり

建物用戸締り金具………………L5-6331〜6331A

のキャップ……………………L3-5390、L3-549

建物用戸摺れ……………………L5-1020

建物用手摺の継手………………L3-549

建物用戸すれ材…………………L5-1020

建物用手摺の取付け具…………L3-549

建物用戸すれ部材………………L5-1020

建物用手すり

建物用取手………………………L5-632〜632C

のブラケット…………………L3-549

建物用扉…………………………L5-12100

建物用手摺の連結具……………L3-549

建物用扉開閉器…………………L5-610

建物用鉄骨連結具………………L4-191B

建物用扉錠………………………l5-6331

建物用点検口支持具……………L5-92

建物用扉ちょうつがい…………L5-64

建物用点検口枠材………………L5-4211

建物用扉取付金具………………L5-64

＊＊建物用点検口……………………L5-420

建物用とびらの内締り…………L5-6331〜6331A

＊＊建物用点検口の枠………………L5-420

建物用とびらの

＊ 建物用点検口パネル框…………L5-4211

開放停止具……………………L5-95

＊ 建物用点検口

建物用とびらの

パネル框材……………………L5-4211

錠付とっ手……………………L5-631

＊ 建物用点検口ふた框……………L5-4211

建物用扉の飾り部材……………L5-96

＊ 建物用点検口ふた框材…………L5-4211

建物用扉のすべり止め…………L5-95

＊ 建物用点検口枠…………………L5-420、L5-4212

建物用扉の取手…………………L5-632〜632C

＊ 建物用点検口枠材………………L5-4212

建物用扉のノブ錠………………L5-631

建物用天井………………………L4-30

建物用戸袋入口ガイド…………L5-93

建物用天井釣り材………………L4-4121

建物用戸袋付き引戸枠…………L5-1260、L5-131

建物用天窓………………………L5-2160

建物用戸袋付き窓枠……………L5-132

建物用天窓枠材…………………L5-100

建物用戸枠………………………L5-131

建物用出入口室…………………L3-41

建物用ドア………………………L5-12100

建物用出隅キャップ材…………L4-4120

建物用ドアー

建物用出隅コーナー材…………L4-411、L4-4120、

クローザー……………………L5-610

L4-491

建物用ドアーノッカー…………L5-65

建物用出隅ベース材……………L4-4120

建物用ドア上枠…………………L5-1511

建物用出隅材……………………L4-4120

建物用ドア框……………………L5-1211

建物用デッキ材…………………L6-140

建物用ドア框材…………………L5-1211

建物用出窓………………………L5-1261

建物用ドアクローザー…………L5-610

＊ 建物用戸…………………………L5-12100

建物用ドアステー………………L5-619

建物用戸当り……………………L5-1020

建物用ドアストッパー…………L5-95

建物用戸当り緩衝材……………L5-1021

建物用ドアチェーン錠…………L5-6334

建物用戸当り具…………………L5-95

建物用ドアチェッカー…………L5-610

建物用戸当り材…………………L5-1021

建物用ドアの錠受け具…………L5-6391

建物用戸当り雌材………………L5-1021

建物用ドアの取手………………L5-632〜632C

建物用戸当り付

建物用扉の把手材………………L5-632

ドアー枠材……………………L5-1510

建物用ドアの縁材………………L5-1211

建物用戸当り雄材………………L5-1021

建物用ドアハンドル……………L5-632

建物用陶板の取付金物…………L4-329

建物用扉枠………………………L5-131

建物用陶板の取付金具…………L4-329

建物用土台の

建物用戸及び

スペーサー……………………L2-20

窓構成部材……………………L5-100

建物用内装材支持具……………L4-3390

建物用戸框連結具………………L5-91

建物用内装柱……………………L4-111

建物用戸車………………………L5-62

建物用内装枠支持金具…………L4-329

建物用戸車レール………………L5-105

建物用無目材……………………L5-1600
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建物用根太………………………L4-113

建物用パネル接手………………L4-3212

建物用根太材……………………L4-113

建物用パネル止金具……………L4-329

建物用軒先型材…………………L4-2113

建物用パネル取付金具…………L4-329

建物用軒先化粧板………………L4-2113

建物用パネル連結材……………L5-0116

建物用の支柱止金具……………L4-329

建物用パネル枠材………………L5-0111

建物用のシャッターの

建物用パネル枠

パネル構成用装飾板…………L5-310

ジョイント枠…………………L5-0116

建物用の把手……………………L5-632

建物用火打梁……………………L4-112

建物用ノンスリップ……………L4-420

建物用引手………………………L5-632C

建物用ノンスリップ材…………L4-420、L4-422

建物用引き戸の引き手…………L5-632C

建物用ノンスリップの

建物用引き戸……………………L5-12100

キャップ………………………L4-423

建物用引戸下枠材………………L5-142

建物用ノンスリップの

建物用引戸縦枠材………………L5-143

充てん材………………………L4-422

建物用引戸の

建物用

戸当り密閉用部材……………L5-1021

ノンスリップ枠材……………L4-421

建物用引寄せ

建物用柱…………………………L4-111

ハンドル錠……………………L5-6333

＊ 建物用柱固定金具………………L4-191〜191C

建物用庇…………………………L4-220

建物用柱材………………………L4-111

建物用庇材………………………L4-221

建物用柱材支持金物……………L4-190

建物用庇取付具…………………L4-229

建物用鼻隠し材…………………L4-2113

建物用庇ユニット………………L4-220

建物用鼻かくし継手……………L4-2190〜2191

＊ 建物用避難口……………………L5-40

建物用花台………………………L3-430

建物用避難口のケース…………L5-40

建物用羽板材……………………L5-1232

建物用避難はしご………………D0-21

建物用幅場木……………………L4-4122

＊ 建物用日よけ……………………L4-220

建物用幅木材……………………L4-4122

建物用日除け構成部材…………L4-221、L5-100

建物用幅木接続具………………L4-491

＊ 建物用日よけ材…………………L4-221

建物用破風キャップ……………L4-2110

＊ 建物用日よけ取付け具…………L4-229

建物用破風材……………………L4-2113

建物用日よけのカバー…………L4-221

建物用破風板カバー……………L4-2110

建物用開き窓

建物用破風板キャップ…………L4-2110

の開度調節具…………………L5-610

建物用破風板材…………………L4-2110

建物用ビード材…………………L4-430

建物用梁…………………………L4-112

建物用ピボットヒンジ

建物用梁受け金具………………L4-191〜191C

の支軸受け用金具……………L5-64

建物用梁材………………………L4-112

建物用ピボットヒンジ…………L5-64

建物用バルコニー………………L3-41

建物用

建物用

フェンス用笠木材……………L3-5421

パイプシャッター……………L5-30

建物用蓋材………………………L4-411

建物用パッキング材……………L4-40、L4-430

＊ 建物用縁…………………………L4-410

建物用パネル押さえ具…………L4-329

＊ 建物用縁材………………………L4-410、L4-413

建物用パネル押え材……………L5-0110

建物用縁等コーナー材…………L4-4120

建物用パネル嵌合材……………L5-0116

建物用縁等コーナー材

建物用パネル固定金具…………L4-329

のキャップ……………………L4-490

建物用パネル

建物用縁等の

支持ベース材…………………L5-0115

コーナー枠材…………………L4-4120

建物用パネル

建物用

支持レース材…………………L5-0115

フラワーボックス……………L3-430

建物用パネル接合材……………L5-0112

建物用ブラインド………………L5-1230
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物品の名称

建物用ブラインド

建物用間仕切り

のスラット材…………………L5-1232

柱構成材………………………L5-0113

建物用ブロック…………………L6-1321

建物用間仕切り

建物用壁材取付具………………L4-3212

柱構成部材……………………L5-0113

建物用壁体………………………L4-3210

建物用間仕切り

建物用隔板の

パネル框材……………………L5-0111

はめ殺し部材…………………L5-0112

建物用間仕切り

建物用部屋
コーナー装飾材………………L4-4120

パネル框………………………L5-0111
＊ 建物用間仕切り

建物用方杖材……………………L4-111〜112
建物用方立………………………L5-171〜174C

パネルコーナー材……………L5-0116A
＊ 建物用間仕切り

建物用方立て目板材……………L5-106

パネルコーナー………………L5-0116A

建物用方づえ……………………L4-112

建物用間仕切り

建物用防音板……………………L6-131
建物用防音板材…………………L6-131

パネルのエッジ材……………L5-0111
＊ 建物用間仕切り

建物用防水材……………………L4-430
建物用防水ブロック……………L5-100、L5-90

パネルの壁連結枠……………L5-0115
＊ 建物用間仕切り

建物用まぐさ……………………L4-112

パネルの壁連結枠材…………L5-0115

＊＊建物用間仕切り…………………L4-320、L5-010

建物用間仕切り

建物用間仕切り
緩衝材…………………………L5-0110

パネルの框材…………………L5-0111
＊ 建物用間仕切りパネル

＊ 建物用間仕切り
コーナー………………………L5-0116A

のシーリングレール…………L5-0115
＊ 建物用

＊ 建物用間仕切り

間仕切りパネルの

コーナー材……………………L5-0116A

シーリングレール材…………L5-0115

建物用間仕切り

建物用間仕切

構成部材………………………L5-0112

パネルの支持部材……………L5-019

建物用間仕切り縦枠……………L5-0111

建物用間仕切りパネル

建物用間仕切りの

のスペースー材………………L5-0111

幅木縁材………………………L5-0110

建物用間仕切りパネル

＊ 建物用間仕切りの幅木…………L5-0015

のスペーサー…………………L5-0111

＊ 建物用間仕切りの

建物用間仕切りパネル

幅木材…………………………L3-0015

の継ぎ材………………………L5-0111

建物用間仕切りの

建物用間仕切パネル

パネルエッジ材………………L5-0111
＊ 建物用間仕切りの

の幅木材………………………L5-0115
＊ 建物用間仕切りパネル

パネル框………………………L5-0111
＊ 建物用間仕切りの

のフロアレール材……………L5-0115
＊ 建物用間仕切りパネル

パネル框材……………………L5-0111
＊ 建物用間仕切りの

のフロアレール………………L5-0115
＊ 建物用間仕切り

パネルスペーサー……………L5-0111

パネルの連結枠………………L5-0116

＊ 建物用間仕切りの

建物用間仕切り

パネルスペーサー材…………L5-0111
＊＊建物用間仕切り柱………………L5-0112

意匠分類の記号

パネルの連結具………………L5-90
＊ 建物用間仕切り

＊ 建物用間仕切り柱材……………L5-0112〜0113

パネル連結枠…………………L5-0114

＊ 建物用間仕切り柱

建物用間仕切り

はめ殺し部材…………………L5-0113

パネル連結枠材………………L5-0111、
L5-0114〜0116
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物品の名称

〔タテ〕
意匠分類の記号

物品の名称

建物用間仕切り

意匠分類の記号

建物用水返し……………………L4-329、L4-410、

パネル連結具…………………L5-019

L5-90

建物用間仕切り

建物用水返付フード……………L5-41

パネル枠材……………………L5-0111、L5-0115

建物用水切り……………………L5-90

建物用間仕切り横枠……………L5-0111

建物用水切り材…………………L4-410

＊ 建物用間仕切り

建物用水切材結合材……………L4-491

間仕切り連結枠………………L5-0114

建物用水切板……………………L4-410

＊ 建物用間仕切り

建物用棟飾り台…………………L3-40

間仕切り連結枠材……………L5-0114

建物用棟換気カバー……………L4-2111

建物用窓…………………………L5-1260

建物用棟材………………………L4-2112

建物用窓下枠……………………L5-142

建物用棟木材……………………L4-2111

建物用窓シャッター

建物用目板………………………L4-411

のガイドレール

建物用目板材……………………L4-411

組立て材………………………L5-321

建物用

建物用窓シャッター

目隠し板材取付具……………L3-549

の水切板………………………L5-104

建物用目隠し材…………………L3-5450

建物用窓シャッター

建物用

の水切材………………………L5-014
建物用窓シャッター
ケース…………………………L5-39
建物用窓シャッター

目隠し材の連結材……………L3-5450
＊ 建物用目地………………………L4-430
＊ 建物用目地材……………………L4-40〜L4-430
＊ 建物用目地材継ぎ手……………L4-490

のガイドレール
下地枠材………………………L5-320

建物用目地継ぎ手………………L4-490
＊ 建物用目地取付け具……………L4-490

建物用窓シャッター

建物用目地取付材………………L4-410

のガイドレール材……………L5-321

建物用目地受け材………………L4-430

建物用窓シャッター

建物用目地裏打ち材……………L4-411

の座板材………………………L5-310

建物用目地形成具………………L4-430

建物用窓シャッター

建物用目地板……………………L4-411

のホイール用

建物用面格子取付具……………L3-549

ハウジング……………………L5-39

建物用面戸………………………L4-2110

建物用窓シャッター

建物用本締錠

のホイール材…………………L5-39

サムターン……………………L5-6331

建物用窓台………………………L3-430、L5-100

建物用屋根板止金具……………L4-2191

建物用窓ユニット………………L3-430

建物用床…………………………L4-30

建物用窓枠………………………L5-132

建物用床板………………………L6-140

建物用窓枠支持具………………L4-190

建物用床板固定具………………L4-3390

建物用窓枠支持材………………L4-190

建物用床板材……………………L6-140

建物用窓枠の

建物用床板支持脚………………L4-3390

額縁取付具……………………L5-90

建物用床板

建物用間柱………………………L4-111

支持脚連結金具………………L4-3390

建物用丸型換気パイプ…………L5-41

建物用床板支持具………………L4-3390

建物用廻り縁材…………………L4-412、L4-413

建物用床材………………………L6-140

建物用廻り縁接続具……………L4-491

建物用床下換気口………………L5-41

建物用廻り縁……………………L4-4121

建物用床下換気口板……………L5-41

建物用見切縁……………………L4-410、L4-4121

建物用床下支持具………………L4-3390

建物用見切り材…………………L4-413

建物用床下地材…………………L6-143

建物用見切縁材…………………L4-4121、L4-413

建物用床下地板…………………L6-143

建物用水受け樋材………………L4-2390

建物用床下地板材………………L6-143
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物品の名称

〔タナ〕
意匠分類の記号
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建物用床束………………………L4-110

意匠分類の記号

窓用引戸縦枠………………L5-143〜143C、

建物用床点検口…………………L5-420

L5-143G、L5-143M

建物用床点検口蓋………………L5-420

浴室折戸用縦枠……………L5-143H

建物用床点検口枠………………L5-420、L5-4212

両開き窓用縦枠……………L5-1513

建物用床配線具…………………L4-3390

縦枠材

建物用床レール材………………L5-0115

雨戸縦枠材…………………L5-243

建物用雪止具……………………L4-2192

内倒し窓用縦枠材…………L5-1513

建物用よろい戸…………………L5-1230

折戸用縦枠材………………L5-143H

建物用ランナー…………………L5-0115

回転窓用縦枠材……………L5-1503、L5-1513

建物用ルーバー…………………L5-1230

家具用縦枠材………………D2-9121

建物用

がらり用縦枠材……………L5-1231

ルーバーの羽根板……………L5-1232

障子用縦枠材………………L5-143J

建物用ルーバ羽根材……………L5-1232

商品陳列ケース用

建物用レジスター………………l5-41

縦枠材……………………F5-2913

建物用レバーハンドル…………L5-632B

滑り出し窓用

建物用連結材……………………L4-430

縦枠材……………………L5-1513

建物用枠構成部材………………L5-100

ドア用縦枠材………………L5-1513

建物用枠付換気口………………L5-41

嵌殺し窓用縦枠材…………L5-1523

＊ 建物用枠付き戸…………………L5-111

襖用縦枠材…………………L5-143J

建物用枠付き扉…………………L3-41、L5-111

窓用縦枠材…………………L5-143〜143C、

建物用枠付ドア…………………L5-111

L5-143G、L5-143M、

建物用枠付き引き戸……………L5-111

L5-1503、L5-1523

建物用枠付き窓…………………L5-112

窓用嵌殺し縦枠材…………L5-1503

建物用

窓用引戸縦枠材……………L5-143〜143C、

枠部材の連結金具……………L4-191C

L5-143G、L5-143M

建物用竪枠補助材………………L5-100

窓開き窓用縦枠材…………L5-1513

建物用枠連結材…………………L5-100
建物用緩衝材……………………L5-1021

建枠用ジョイント………………L1-190
＊ たとう……………………………B1-90

建わく……………………………L1-112

たとう紙…………………………B1-90

縦枠

多灯用支持具……………………D3-31923

雨戸縦枠……………………L5-243

＊ 多灯用灯具………………………D3-31931

内倒し窓用縦枠……………L5-1513

炭団………………………………M0-2

折戸用縦枠…………………L5-143H

棚

回転窓用縦枠………………L5-1503、L5-1513

移動棚………………………D2-515

家具用縦枠…………………D2-9121

衣服掛け付き

がらり用縦枠………………L5-1231

収納棚……………………D2-03

障子用縦枠…………………L5-143J

植木鉢収納棚………………D1-370〜370B

商品陳列ケース用

押入収納棚…………………D2-512

縦枠………………………F5-2913

壁掛け棚……………………D1-231〜231D

滑り出し窓用縦枠…………L5-1513

工具整理棚…………………K1-50

ドア用縦枠…………………L5-1513

調味料棚……………………D2-537

嵌殺し窓用縦枠……………L5-1523

机付き収納棚………………D2-02

襖用縦枠……………………L5-143J

机付き書棚…………………D2-513

窓用縦枠……………………L5-143〜143C、

テーブル付き

L5-143G、L5-143M、

収納棚……………………D2-02

L5-1503、L5-1523

テーブル付き

窓用嵌殺し縦枠……………L5-1503

食器棚……………………D2-513
テレビ付き収納棚…………D2-5160
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水切り棚…………………………D1-231C

＊ 谷樋材……………………………L4-231〜231B

ラジオ付き収納棚………………D2-5160

＊ タヌキおもちゃ…………………E1-32ACA

＊ 棚板………………………………D2-9141

種苗用根切り器…………………K3-160

棚板

種蒔機……………………………K3-124

家具用棚板…………………D2-9141

種まき機用

棚板受け具………………………D2-9142

挟持ローラー…………………K3-124

棚板材

種蒔機用ロール…………………K3-124

家具用棚板材………………D2-9141

種籾用脱水機……………………K3-100

棚板支持用枠……………………D2-9142

田畑区画用仕切り板……………L2-30

棚板付き掛け鏡…………………D2-633

＊＊たばこ……………………………A1-2

棚板取付け具……………………D2-9142

＊＊たばこ入れ………………………B6-20〜20A

棚板用支持具……………………D2-9142

たばこ入れ

棚受け……………………………D2-9142

携帯用たばこ入れ…………B6-20A

棚受け金具………………………D2-9142

卓上用たばこ入れ…………B6-20

棚受け具…………………………D2-9142

ライター付き

棚受け材…………………………D2-9140

たばこ入れ………………B6-20

棚受材……………………………D2-9142

たばこ入れ付

棚受け用支柱……………………D2-9111
棚受け用

卓上ライター…………………B6-20
＊ たばこ入れ付き灰皿……………B6-31

ワイヤー固定具………………D2-9142

煙草挟持具付き

棚受け枠…………………………D2-9142

自動車用灰皿…………………G2-2960

棚おもちゃ………………………E1-610
棚、鏡付き洗面台………………D5-21A

たばこ切器………………………B6-0
＊＊たばこ自動販売機………………J5-13〜13B

棚仕切り…………………………D2-59
棚支持ブラケット………………D2-9142

たばこのフィルター……………A1-2
＊ たばこフィルター

棚支柱……………………………D2-9111〜9111B

穴開け器………………………B6-0

＊ 棚付き衣服掛け台………………D2-03

たばこフィルター

棚付き
衣服ハンガー掛け台…………D2-03

孔あけ付ライター……………B6-41
＊ たばこ包装用袋補強具…………B6-29

棚付洗濯機置台…………………C3-529

たばこホルダー…………………B6-10

棚付き洗面台……………………D5-21A

たばこ用紙………………………A1-2

棚付き厨房台……………………D5-11

＊ たばこ用

＊ 棚付きついたて…………………D2-04

フィルターチップ……………A1-2

棚付き机…………………………D2-332〜332A

＊ たばこ用リング…………………B6-0

棚付き机用照明器具……………D3-34

＊＊足袋………………………………B2-420

＊ 棚付き机用照明具………………D3-34

足袋

棚付き流し台……………………D5-11
棚用支柱…………………………D2-9110〜9111

地下足袋……………………B5-4
＊＊足袋カバー………………………B2-43、B2-43D

棚用支柱材………………………D2-9111〜D2-9111B

タブレット用ペン………………H5-925

棚用継ぎ手………………………D2-920〜922B

＊ タペット織機……………………K5-131

棚用柱材…………………………D2-9111

＊ 多方向スイッチ…………………H1-540

＊ 棚用枠……………………………D2-9120

玉、珠、球（たま）

＊ 棚用枠材…………………………D2-9120

アンタナ用

谷受け桟がわら…………………L6-112

飾り球……………………H3-19

棟かわら…………………………L6-113

装身用玉……………………B3-190

谷かわら…………………………L6-113

そろばん用珠………………F2-519

谷樋用落葉除け取付具…………L4-2390

玉突き用球…………………E2-411

＊ 谷樋………………………………L4-231〜231B

玉のれん用玉………………C1-59
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〔タマ〕
物品の名称

〔タン〕
意匠分類の記号

物品の名称

球遊戯具用球………………E2-411

意匠分類の記号

垂水受け材………………………L4-2110

パチンコ

垂水押え金物……………………L4-191〜191C

ゲーム機用玉…………………E2-3190

たる木及び

ビー玉……………………………E2-411

桁用装飾金具…………………L4-2111

＊ 玉遊びおもちゃ…………………E1-012

垂水掛け…………………………L4-2110

＊ 玉入れおもちゃ…………………E1-012

垂水掛け材………………………L4-2110、L4-2112

＊ 玉落しおもちゃ…………………E1-012

＊ たる木飾り金具…………………L4-2193

＊＊玉形弁……………………………M2-501

たる木カバー材…………………L4-2112

＊ 卵殻割り器………………………C6-314

垂水キャップ……………………L4-2111

＊＊卵切り……………………………C6-314

垂水キャップ材…………………L4-2111

卵切り器…………………………C6-314

垂水化粧金具……………………L4-2193

＊＊卵立て……………………………C5-241

タルキ固定バンド………………L4-2190

卵立て具…………………………C5-241

垂水材……………………………L4-2111

玉子豆腐成型器…………………C6-230

タル木支持用段差金具…………L4-161C

卵半熟器…………………………C5-4122

垂水先端金具……………………L4-2193

卵分離器…………………………C6-360

垂水装飾金具……………………L4-2193

＊＊卵焼き器…………………………C5-4110EA

垂水継手材………………………L4-2110

卵容器……………………………F4-50G

＊＊たる木鼻…………………………L4-2193

たましゃくし……………………C6-211

垂水保護キャップ………………L4-2193

玉摺機……………………………K7-30
＊＊玉突き台…………………………E2-24

垂水補助材………………………L4-2112
＊＊タレット旋盤……………………K7-111

玉突き用キュー架台……………E2-24

タレット

＊ 玉突き用球………………………E2-411

旋盤用タッパー………………K7-1910

＊ たまねぎ収穫機…………………K3-142

タワー付き

玉葱収穫調整機…………………K3-140
玉葱処理機のカッター…………K4-39

ジャングルジム………………E2-534
＊ たわし……………………………C3-220〜222

玉ねぎ苗植機用

たわし

苗挟みプレート………………K3-126

柄付たわし…………………C3-221

玉ねぎ掘取り機…………………K3-142

ケース付たわし……………C3-222

＊＊玉のれん…………………………C1-53
＊ 玉のれん用玉……………………C1-59

たわし、洗剤容器入れ…………D1-232
＊＊たわし入れ………………………D1-232、D1-36〜36A

＊ 玉吹きおもちゃ…………………E1-012

たわし受け………………………D1-232、D1-36〜36A

溜ます……………………………L2-431〜431A
溜枡用取付け濾過器……………L2-4390

たわし置台………………………D1-36〜36A
＊ たわしケース……………………C3-29

＊＊たも網……………………………K2-11

たわし収納具……………………C3-29

たも網の柄………………………K2-11

＊＊俵…………………………………F4-45

たもあみの口枠…………………K2-11

俵

たも網の枠体……………………K2-11

包装用俵……………………F4-45

たも網用網………………………K2-11

＊＊俵編み機…………………………K3-101

＊ たも網用握り柄…………………K2-11

俵締め機…………………………K3-101

＊ たも網用枠………………………K2-11

＊ 単位換算具………………………F2-530

たも網枠の柄……………………K2-11

単位板

＊ 多翼式送風機……………………K8-710

アコーディオン

＊＊たらい……………………………C3-511

カーテン用

タラップ金具……………………L1-129

パネル単位板……………L5-0122

たる

アコーディオン

包装用たる…………………F4-55

ドア用

＊ たる木……………………………L4-2111

パネル単位板……………L5-0122
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〔タン〕
物品の名称

〔タン〕
意匠分類の記号

物品の名称

単位板材

意匠分類の記号

端子圧着用

アコーディオン

電動油圧工具…………………K1-261

カーテン用

端子圧着用ペンチ………………K1-261

パネル単位板材…………L5-0122

端子圧着用油圧工具……………K1-261

アコーディオン

端子金具…………………………H1-320〜322AA

ドア用

＊＊端子金具抜取り具………………K1-250

パネル単位板材…………L5-0122

端子金具用カバー………………H1-222

折戸単位板材………………L5-1222

端子金具用絶縁カバー…………H1-222

＊＊担架………………………………J7-20

端子カバー………………………H1-222

タンカー…………………………G3-0

端子カバー用

タンカー

ずれ止め具……………………H1-229

原油タンカー………………G3-0
担架収納箱………………………J7-24

端子絶縁カバー…………………H1-222
＊ 端子台……………………………H1-330、

単眼鏡……………………………J3-11

H1-332〜332C

単軌条運搬車……………………G2-10

端子台用端子金具………………H1-320〜322AA

単軌条運搬車用レール…………G1-60

端子函

単軌道走行用運搬車……………G2-10

電話端子函…………………H2-591

タンク……………………………G1-522
タンク

端子函取付板……………………H2-592
＊＊端子板……………………………H1-320、

ガスタンク…………………L2-15

H1-332〜332C

現像用タンク………………J3-40

端子盤……………………………H320

高架タンク…………………L2-15

H1-332〜332C

自動二輪車用

探傷機

燃料タンク………………G2-396

超音波探傷機………………H0-22

石油スタンド用

レール用探傷機……………H0-22

オイルタンク……………D4-292
内燃機関用

＊ 探照灯……………………………D3-622
＊ 探照灯用前面ガラス……………D3-913

燃料タンク………………K8-294

端子用絶縁カバー………………H1-222

＊＊タンクおもちゃ…………………E1-6312

端子用絶縁キャップ……………H1-222

タンク組立用単位体……………L3-6291

端子用絶縁スリーブ……………H1-222

タンクコンテナ…………………G1-520A

誕生用紙…………………………F3-1330

タンク補強用カバー……………L3-6290

＊＊たんす……………………………D2-521〜523

タンク用パッキング……………L3-6290

たんす引手座金…………………D2-93140

タンク用補強金具………………L3-6290

たんす用

＊＊短靴………………………………B5-1A〜1AS、
B5-1D〜1DAK、

衣装整理ケース………………D2-570
＊ たんす用引手……………………D2-9312A〜9312D

B5-1E〜1EAK
端午節句用かぶと………………C2-1531

鍛接管製造機……………………K7-120
＊＊丹前………………………………B1-21

端午節句用よろい………………C2-1532

炭素灯治療器……………………J7-55

炭酸ガス混合供給機……………K6-3

＊ 反染機……………………………K5-151

炭酸ガス発生機…………………K6-0

＊＊鍛造機……………………………K7-131

炭酸ガス培養器…………………K6-70

探知機

炭酸水製造器……………………C5-313

魚群探知機…………………H0-21

＊ 短冊………………………………F3-1331

水中音波探知機……………H0-21

端子圧着機………………………K1-36
端子圧着工具……………………K1-261

方向探知機…………………H3-621
＊ たんつぼ…………………………C4-30

端子圧着部用

タンバリン………………………E4-20

絶縁スリーブ…………………H1-222

タンバリンおもちゃ……………E1-510
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〔タン〕
物品の名称

〔ダイ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

＊ タンブラースイッチ……………H1-530C

工作台………………………K1-55

＊＊ダンブリン………………………E4-20

こんろ台……………………D5-121

＊ タンブリンおもちゃ……………E1-510

ごみ袋支持台………………C3-379

端末機

サンダル台…………………B5-9120B

銀行用

収納棚付き

窓口記帳端末機…………H5-0

衣服掛け台………………D2-03

端末機用机………………………D2-41B

酒器受台……………………C5-530A、C5-530D

端面金具…………………………L2-21190

手術台………………………J7-21

反物………………………………M1-110

商品陳列台…………………F5-210C

短絡用接続子……………………H1-320

商品販売台…………………F5-20

＊ ダートゲーム用標的……………E2-43

照明器具用移動台…………D3-923

＊ ダート矢…………………………E2-43

書見台………………………F2-732

台

新聞掛け台…………………D1-34
アイロン用

自転車陳列台………………F5-210

プレス台…………………C3-82

地盤用作業台………………L2-14

足載せ台……………………D2-13〜13AA

常備灯取付け台……………D3-519

圧縮機用防振台……………K9-3

滑り台………………………E2-533

洗い場付き

スリッパ台…………………B5-9120B

浴槽載置台………………D5-30

製図台………………………F2-350

衣服掛け台…………………D2-610

製図用透写台………………F2-352

医療用エックス線

洗濯機付き洗面台…………D5-20

撮影台……………………J7-360

洗面台………………………D5-21〜21A

イルリ

洗面器台……………………C4-20

ガードル用掛台…………J7-40

そとうば立て用台…………C7-139

飲料用容器支持台…………C5-530A

供飾り台……………………C7-140

植木鉢用台…………………D1-370〜370B

草履台………………………B5-9120C

置物台………………………C2-190

田植え機用苗載台…………K3-1259

花器台………………………C2-190

卓上商品陳列台……………F5-210A

かさ立て付き

卓上日記台…………………F2-7242

衣服掛け台………………D2-03

卓上ライター用台…………B6-491

かつら陳列台………………F5-213

卓球台………………………E3-33

カメラ用雲台………………J3-33

棚付き洗面台………………D5-21A

棺台…………………………C7-119

玉突き台……………………E2-24

かんな台……………………K1-2190

脱靴台………………………B5-02

楽譜見台……………………E4-00

地球儀用台…………………F1-2329

ガスこんろ台………………D5-121

彫塑台………………………F1-300

ガスボンベ置台……………D0-12

調理台………………………D5-122〜122D

菊花輪台……………………K3-151

貯尿架台……………………K6-73

金属加工

陳列用衣服ハン

機械用防振台……………K9-3

ガーつり下げ台…………F5-212A

くけ台………………………C0-30

鉄筋工作用台………………K1-55

靴乾燥用台…………………C3-639

テレビジョン

靴履き台……………………B5-02

カメラ用旋回台…………H4-319

供物台………………………C7-140

電気かみそり

計器用支持台………………J1-94

陳列台……………………F5-210

計器用取付け台……………J1-94

電気スタンド用台…………D3-3390

げた台………………………B5-9120D

電子レンジ用

広告器用台…………………F5-190

回転台……………………C6-4319
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〔ダイ〕
物品の名称

〔ダイ〕
意匠分類の記号

物品の名称

電話台………………………D2-41〜41D
電話機台……………………H3-3192

意匠分類の記号

大工用て回し錐…………………K1-214
＊＊大工用留定規……………………K1-05

電話交換機用

大根おろし器……………………C6-324

受付け台…………………H3-41

台座

電話交換機用

インサート用台座…………L4-3929

監督台……………………H3-41

菓子用台座…………………A1-19

電話交換機用

墓用台座……………………C7-139

中継台……………………H3-41

台紙

砥石台………………………K1-281

アルバム用台紙……………F3-13212

取付け用うがい台…………D5-22

養蚕卵用台紙………………K3-21

取付け用洗髪台……………D5-23

切手収集帳用台紙…………F3-290

取付け用洗面台……………D5-20

コイン

取付け用

整理帳用台紙……………F3-290

手洗い台…………………D5-22

写真台紙……………………F3-13211

取付け用

スライド

水飲み台…………………D5-22

フィルム用台紙…………F3-13210

トロフィーの台……………C2-169

包装用台紙…………………F4-30〜31

流し台………………………D5-123〜123D

見本帳用台紙………………F3-290

捺染台………………………K5-22

モザイク

布裁断台……………………K5-22

タイル用台紙……………L6-39

農作沕用乾燥台……………K3-141

台車………………………………G2-50、G2-50B

履物台………………………B5-9120

台車

花火おもちゃ

鉄道車両用台車……………G2-19

発射台……………………E1-049

台車式搬送装置

ひな人形用台………………C2-1520

ガイドレール…………………G1-60

踏台…………………………D0-23

台車搬送用軌条…………………G1-60

ブラシ台……………………C3-29

台車用フレーム…………………G2-50B

壁面用照明器具

ダイス

取付け台…………………D3-3290

管用ねじのダイス…………K1-4032

便器付き洗面台……………D5-20

ナット

ポンプ用防振台……………K9-3

成形用ダイス……………K1-4032

麻雀台………………………E2-20

綿棒

ミシン用糸立て台…………K5-2390

引抜き用ダイス…………K1-4032

メモ台………………………F2-7242

ダイスプライヤ…………………K1-222

木工用作業台………………K1-55

大豆刈取器………………………K3-1430E

物干台………………………L3-41

大豆選択機………………………K3-146

物干し竿支持台……………C3-712〜712A

大豆選粒機………………………K3-146

薬味入れ受け台……………C5-530B〜530C

大豆もやし水栽培器……………K3-153

指輪用台……………………B3-49
ダイヤフラム

＊＊ダイセット………………………K7-195
＊ 台付きいす………………………D2-10、D2-14L

空気圧縮機……………………K8-611
＊＊ダイオード………………………H1-70

台付工具箱………………………K1-53
＊ 台付き腰掛け……………………D2-13D

台がわら…………………………L6-114

台付きコップ……………………C5-231C

大工道具収納箱…………………K1-53

＊ 台付きこんろ……………………C6-453

＊ 大工道具箱………………………K1-53

台所小物収納用ワゴン…………D2-531

大工用け引き……………………K1-200

台所用収納棚……………………D2-511

大工用ジャッキ…………………G1-32

台所用重ねかご…………………D2-581B

大工用墨つけ定規………………K1-05

＊ 台所用換気扇……………………D4-51〜51E
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〔ダイ〕
物品の名称

〔ダテ〕
意匠分類の記号

物品の名称

台所用載置棚……………………D2-511〜511J、

バドミントン

D2-531

ラケット台枠……………E3-321

台所用シャワーヘッド…………M2-532
台所用収納棚……………………D2-511〜511L、
D2-531

意匠分類の記号

打楽器……………………………E4-20
＊＊打楽器用ばち……………………E4-20
＊ 打楽器用ミュート………………E4-20

台所用収納戸棚…………………D2-511〜511L

ダクト

台所用蛇口………………………M2-5310

トロリーバス

台所用整理かご…………………D2-581A

ダクト……………………H1-121

台所用整理棚……………………D2-511〜511L、

配線用保護ダクト…………H2-4220

D2-531

バスダクト…………………H1-120

台所用つり戸棚…………………D2-536

ダクト付

台所用排気フード………………D4-59

流量計用検出器…………………J1-320

台所用品

ダクト用エルボ…………………D4-0

収納キャビネット……………D2-531
台所用品収納棚…………………D2-511〜511L、

ダクト用チャンバー……………D4-0
＊ 濁度計……………………………J1-35

D2-531

打繭機……………………………K5-17

台所用品整理かご………………D2-581〜581C

打撃練習用打球機………………E3-34

台所用マット……………………C1-31

だしの製造器……………………K4-70

台所用床敷マット………………C1-31

＊＊打診器……………………………J7-31

台所用ワゴン……………………D2-42
台はかり…………………………J1-210

ダストコンテナ…………………L3-10
＊ ダストシュート

＊＊ダイヘツドチェザー……………K1-4032
大便器
フラッシュバルブ……………M2-533

投入れ口………………………L3-40
＊ 脱靴具……………………………B5-02
＊ 脱靴台……………………………B5-02

＊ 代本板……………………………F2-73149
ダイボール構成用

脱気筒……………………………L4-2190
＊＊脱穀機……………………………K3-144

アンテナ素子連結具…………H3-19

脱穀機

ダイヤフラム

刈取り脱穀機………………K3-1430B

空気ポンプ……………………K8-50
ダイヤフラムバルブ用
ダイヤフラム…………………M2-590
＊ ダイヤフラムポンプ……………K8-50〜511

脱穀機用吸引ファン……………K3-144
＊ 脱臭器……………………………C4-310、K6-13
＊ 脱臭剤……………………………C4-311
＊ 脱臭剤噴霧器……………………C4-310

ダイヤモンド研磨機……………K7-30
＊＊ダイヤモンド

脱臭剤用容器……………………C4-310
＊ 脱臭扇……………………………D4-53

ドレッサー……………………K1-411

脱臭灯……………………………D3-652

ダンヤモンド

脱臭芳香剤発散容器……………C4-310

ホイール用チップ……………K1-406

脱水機

ダイヤル

遠心脱水機…………………K6-11

ミシン模様

洗たく物脱水機……………C3-62

選ダイヤル…………………K5-2393

生海苔脱水機………………K4-6

＊＊ダイヤルゲージ…………………J1-123
ダイヤル
ゲージ用ホルダー……………J1-94

脱水機付電気洗たく機…………C3-520〜520C
＊ 脱腸帯……………………………B2-011B
＊＊脱衣かご…………………………D2-581〜581C

ダイヤル錠………………………M3-220

脱磁器……………………………H2-32

内裏びな…………………………C2-1511

脱毛器……………………………C4-01

台枠

＊ 脱硫集じん機……………………K6-13

テニス
ラケット台枠……………E3-311

＊ 伊達襟……………………………B1-292
＊ 伊達締め…………………………B2-192
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〔ダテ〕
物品の名称

〔ダン〕
意匠分類の記号

物品の名称

＊ 伊達巻き…………………………B2-192、A1-11

意匠分類の記号

断熱材固定具……………………L4-390

だな（棚）

断熱材切断具……………………K1-110、K1-110B

医薬品整理棚………………K7-24

断熱材穿孔具……………………K1-225

印刷用

断熱材付屋根板…………………L6-120

原版整理棚………………K0-229

断熱材用天端定規………………L1-40

飾り棚………………………D2-535

断熱下地材………………………L6-143

くつ収納棚…………………D2-542

断熱パネル………………………L4-320

飼蚕棚………………………K3-21

断熱パネル材……………………L4-320

収納棚………………………D2-511〜D2-511L、

ダンパ

D2-514

送電線用ダンパ……………H2-443

商品陳列棚…………………F5-210D
食器棚………………………D2-511〜511L、

ダンパー開閉器…………………D4-0
＊ ダンプカーおもちゃ……………E1-6311

D2-514
隅棚…………………………D2-511J

ダンプカー用荷台………………G2-2914
＊＊ダンプトラック…………………G2-220

つり戸棚……………………D2-536

ダンプトラック用荷台…………G2-2914

本棚…………………………D2-511〜D2-511L、
D2-514
間仕切り収納棚……………D2-510

ダンプトラック用荷箱…………C2-2914
＊＊ダンベル…………………………E3-011
＊＊段ンボール………………………M1-2〜2L

洋酒棚………………………D2-537

ダンボール印刷用

＊ ダブルベース……………………E4-30

フィイル懸吊具………………K0-229

ダブルロール

段ボール紙………………………M1-2〜2L

クラッシャー…………………K3-41

段ボール紙地……………………M1-2〜2L

だぼ………………………………M3-10〜110、M3-120
玉葱処理機のカッター…………K4-39

ダンボール紙用印刷機…………K0-220
＊ 段ボール地………………………M1-2〜2L

＊ ダム用開閉扉……………………L2-13

＊ 段ボール溝切り機用刃…………K1-420

＊ 打綿機……………………………K5-11

段ボール用カッター……………K1-420

だるま……………………………E1-080A

ダンボール用はさみ……………K1-130

達磨………………………………E1-080A

暖房機用吸排気筒………………D4-0

壇

暖房機用燃料タンク……………D4-292
演壇…………………………L3-11

暖房機用ヒーター………………D4-390

祭壇…………………………C7-10

暖房器用放熱板…………………D4-390

三月節句ひな壇……………C2-1521

暖房ヒーター付き

弾丸

座いす…………………………D2-12

銃おもちゃ用弾丸…………E1-68190

暖房ヒーター付

猟銃用弾丸…………………E3-040

クッション……………………C1-20

だんご……………………………A1-15

暖房便座…………………………D5-43

団子製造機………………………K4-50

暖房便座付き

段差金具…………………………L4-2190
段差ブロック……………………L2-520

局部洗浄器……………………D5-491
＊＊暖房用温水ボイラー……………K8-31

段差プレート……………………L2-520
だんす

暖房用赤外線電球………………D3-1130
＊＊暖炉………………………………D4-10

洋服カバーだんす…………D2-524

＊＊断路器……………………………H1-512

ロッカーだんす……………D2-522

＊ 暖炉用具掛け……………………D4-190

＊ 弾性おもちゃ……………………E1-060

暖炉用燃焼室……………………D4-10

＊ 弾性試験機………………………J1-512

＊ 暖炉用火格子……………………D4-191

弾性保持座金……………………M3-191

暖炉用薪かけ……………………D4-190

男性用小便器……………………D5-41
断熱材固定金具…………………L4-329
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