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〔チー〕                          〔チキ〕 

物品の名称          意匠分類の記号 物品の名称          意匠分類の記号 

 

〔ち〕 

 

＊ チーズ……………………………A1-12 

チーズ 

  樋チーズ……………………L4-2322E 

チーズおろし器…………………C6-324 

＊＊チーズ切り………………………C6-3110 

チーズ切截機……………………K4-30 

チーススライサー………………K4-30 

＊ チーズ染機………………………K5-151 

チーズナイフ……………………C6-3110 

＊＊チーズボビン……………………C5-441～441A 

チーズボビン……………………K5-192 

＊ 知育おもちゃ……………………E1-00 

知育玩具…………………………E2-10 

チイルパネル用係台片…………L4-329 

チェーン…………………………K9-13 

チェーン 

  コンベア用 

   チェーン…………………K9-13 

  自動車用 

   タイヤチェーン…………G2-9030 

  装身用 

   ボールチェーン…………B3-11 

  建具用 

   ドアチェーン……………L5-6334 

  動力伝導用 

   チェーン…………………K9-13 

  搬送用チェーン……………K9-13 

チェーンカッター………………K1-220～220A、 

K1-250 

チーズガード付き自転 

車用ギャクランチ……………G2-4952 

チーズコンベア…………………G1-10、G1-190 

チェーンコンベア用 

ガイドレール…………………G1-60 

チェーンコンベア用 

搬送沕保持台…………………G1-190 

チェーンコンベア用 

バケット………………………G1-190 

チェーンコンベア用 

 チェーン………………………K9-13 

チェーンコンベア用 

レール…………………………G1-60 

チェーンソー……………………K1-3155 

チェーンソー本体………………K1-3155 

チェーンソー用案内板…………K1-39 

チェーンソー用 

 ガイドバー……………………K1-39 

チェーンソー用 

 保護プレート…………………K1-39 

チェーンの 

 ピン抜用万力…………………K1-272 

＊＊チェーンブロック………………G1-22 

チェーンベルト用 

偏芯軸…………………………K9-10 

チェーンリンク…………………K9-13 

チェーンロック用錠……………G2-496 

チェアーリフト用支柱…………L2-161 

チェザー 

  ねじ切り機用 

   チェザー…………………K1-4032 

チェス駒…………………………E2-22 

＊ チェス盤…………………………E2-221 

チェックアウト 

カウンター……………………D2-340～341 

＊ チェックライター………………F2-2241 

＊ チェロ……………………………E4-30 

チェンブロック用架橋…………G1-29 

＊＊知恵の輪…………………………E2-13 

＊ 遅延線素子………………………H1-70 

遅延素子…………………………H1-70 

地下ケーブル 

布設撤去車……………………G2-230 

地下構造沕用の 

コンクリート函体……………L2-411C 

地下施設蓋の 

蝶番用止め金具………………L2-449 

地下収納車………………………L3-200 

地下埋設タンク…………………L3-620 

地下埋設用組立家屋……………L3-201 

地下埋設用 

ケーブル固定受具……………H2-45 

地下埋設用車庫…………………L3-230 

地下埋設用電線 

配管表示固定受具……………H2-45 

地下遊水池用 

鉄筋プレキャスト 

コンクリート…………………L2-210 

違い棚用棚継ぎ手………………D2-922 

稚貝養殖かご用底枠……………K2-2 

＊＊地球儀……………………………F1-2321 

地球儀 

  月球儀付地球儀……………F1-2320 

  貯金箱付地球儀……………F1-2320 
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〔チキ〕                          〔チチ〕 

物品の名称          意匠分類の記号 物品の名称          意匠分類の記号 

地球儀支持台……………………F1-2329 

＊ 地球儀付き天球犠………………F1-2320 

地球儀用スタンド………………F1-2329 

＊ 地球儀用台………………………F1-2329 

蓄音機 

  携帯用電気蓄音機…………H4-210A 

  電気蓄音機…………………H4-210～210A 

  電子オルガン付 

   電気蓄音機………………H4-2111 

  ラジオ及び録音機 

   付電気蓄音機……………H4-2110 

  ラジオ受信機及び 

   録音機付ステレ 

   オ電気蓄音機……………H4-2110～223B 

  ラジオ付 

   電気蓄音機………………H4-2110 

蓄音器おもちゃ…………………E1-645 

蓄音器用カートリッジ…………H4-42931 

蓄音器用回転盤…………………H4-4292 

蓄音器用キャビネット…………H4-4291 

＊＊畜産用自動給餌機………………K3-222 

畜産用給餌器……………………K3-222 

畜産用給餌器の 

調節ハンドル…………………K3-222 

畜産用給餌マット………………K3-222 

畜産用給水器……………………K3-222 

畜産用組立畜舎…………………L3-200 

畜産用除糞機……………………K3-220 

畜産用除糞機の 

排尿パイプ掃除器……………K3-220 

畜産用すの子……………………K3-20、K3-220、 

L6-141 

畜舎 

  組合畜舎……………………L3-200 

畜舎用遮光カーテン……………L4-220 

畜舎用すのこ……………………K3-220 

畜舎用扉…………………………L3-510 

畜舎フロアヒーター……………D4-316 

畜舎用マット……………………K3-220 

畜舎用床材………………………L6-141 

蓄電器……………………………H1-410～4121 

＊＊蓄電池……………………………H1-82 

蓄電池液口栓用 

排気口密封具…………………H1-890 

蓄電池収納ケース………………H1-891 

蓄電池 

端子金具用カバー……………H1-222 

蓄電池用液口栓…………………H1-890 

蓄電池用液栓……………………H1-890 

＊ 蓄電池用ケース…………………H1-891 

蓄電池用充電器…………………H2-212 

蓄電池用電解液比重計…………J1-35 

蓄電池用電槽……………………H1-890 

蓄電池用補水栓…………………H1-890 

蓄熱具 

  食品用蓄熱具………………C6-41 

蓄糞乾燥機………………………K3-14810 

蓄冷剤用容器……………………C6-41 

蓄冷体……………………………C6-41 

築炉ブロック……………………K0-490、L6-1321 

＊ ちくわ……………………………A1-13 

竹輪製造機………………………K4-0 

＊＊地図………………………………F1-2310 

地図 

  掛け地図……………………F1-230 

  カレンダー付地図…………F1-230 

  路線案内地図………………F1-2311 

＊ 地図用回転距離計………………J1-112 

乳当て用パット…………………B1-911 

地中アンカー用 

引張材止め金…………………L2-21190 

地中アンカー用 

引張材ガイド金具……………L2-21190 

地中埋込用弁室枠………………L2-432A 

地中貫孔機用穴拡張器…………K3-32190 

地中ケーブル工事車……………G2-230 

地中ケーブル引抜車……………G2-230 

地中室底板用ブロック…………L2-4390 

地中室用側壁ブロック…………L2-431A～432B 

地中室用蓋受枠…………………L2-441B 

地中遮水板………………………L2-2121 

地中制水弁室用 

鉄蓋の受枠……………………L2-441～441B 

地中探査レーダー………………H0-20 

地中探査レーダー用 

アンテナ………………………H0-20 

地中探査レーダー用 

指示表示器……………………H0-20 

地中排水用 

フィルターケース……………L2-4390 

地中弁室…………………………L2-432A 

地中弁室内ブロック……………L2-432A 

地中弁室用基台…………………L2-4390 

地中弁室用 

側壁ブロック…………………L2-432～432B 
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〔チチ〕                          〔チャ〕 

物品の名称          意匠分類の記号 物品の名称          意匠分類の記号 

地中弁室用 

底板ブロック…………………L2-4390 

地中弁室用側塊…………………L2-432～432B 

地中弁室用蓋……………………L2-441～441B 

地中弁室用蓋受枠………………L2-441～441B、 

L2-432A～432B 

地中弁室用蓋付枠………………L2-441～441B 

地中弁室用ブロック……………L2-432B 

地中弁室用枠……………………L2-432A～432B 

地中埋設用筐……………………L2-432A 

地中用側壁ブロック……………L2-431～432B 

地中用弁室………………………L2-432～432B 

地中用弁室 

下段ブロック…………………L2-432A 

地中より隠顕する柵柱…………L3-530、L3-5410 

＊ チック……………………………B7-5 

窒素ガス発生機…………………K6-3 

チッパーナイフ…………………K1-420 

チッパー用切削刃………………K1-420 

チップ 

  スローアウェイ 

   バイト用チップ…………K1-406 

  チップソー用 

   超硬チップ………………K1-406 

  丸のこ用チップ……………K1-406 

チップ基板用ワイヤー 

ラッピング端子………………H1-320 

チップソー用チップ……………K1-406 

＊ チップソー用 

超硬チップ………………………K1-406 

＊ チップ発射おもちゃ……………E1-680 

チップ部品装着機………………K0-03 

チップ部品の 

自動装着機……………………K0-03 

＊＊膣鏡………………………………J7-32 

膣洗浄器…………………………C4-17 

地盤締め固め振動機……………K3-323 

地盤展圧用タンパー……………K3-3242 

施肥機……………………………K3-121 

地表部埋設弁室…………………L2-432～432B 

地表部埋設室の蓋………………L2-441B 

地表埋設室枠……………………L2-431A 

地表埋設用 

底板ブロック…………………L2-4390 

地表埋設用蓋……………………L2-441A 

地表埋設用蓋受枠………………L2-431A、L2-432A、 

L4-441～441B 

 

地表埋設枠………………………L2-431A～432B、 

L2-441B 

地表埋設枠用 

底板ブロック…………………L2-4390 

地表埋設枠用蓋…………………L2-441A 

チャイム…………………………H4-1210～1212 

チャイム付き 

インターホン…………………H3-330 

＊ 茶狩り機…………………………K3-1430～1430F 

茶刈機用刃………………………K3-14391 

茶釜………………………………C5-310 

着脱具 

  ガスコックのガス 

   流量調節アタッ 

   チメント着脱具…………K1-25 

  輪用止め輪 

   の着脱具…………………K1-25A 

  タイヤ着脱具………………K1-2011 

  ピストンリング 

   着脱具……………………K1-25A 

着用名札…………………………F3-3414 

＊＊ちゃこ……………………………C0-32 

＊＊茶こし……………………………C6-361 

＊ 茶こし受け………………………C6-361 

＊ チャコペーパー…………………F3-1340 

＊ 茶こぼし…………………………C6-361 

茶さじ……………………………C6-211 

＊ 茶筅………………………………C6-334 

＊＊茶たく……………………………C5-531 

茶托立て…………………………C5-530B、C5-530BB、

C5-530D 

茶だんす…………………………D2-511～511J 

チャック 

  永久磁石チャック…………K7-1922 

  スクロール 

   チャック…………………K7-1921 

  電磁チャック………………K7-1922 

  フライスチャック…………K7-1912 

茶つぼ……………………………C5-320～320F 

茶つみばさみ……………………K1-133 

＊＊茶筒………………………………C5-320～320F 

＊ 茶葉乾燥機………………………K3-14810 

＊ 茶びつ……………………………C5-5120 

茶碗わん…………………………C5-210～210F 

チャンネル材の 

 三方向結合具…………………L4-191C 

チャンネル材の 

 二方向結合具…………………L4-191C 
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〔チャ〕                          〔チュ〕 

物品の名称          意匠分類の記号 物品の名称          意匠分類の記号 

チャンネルデバイザー…………H4-160 

チャンバー 

  ドラフト 

   チャンバー………………K6-74 

  内燃機関用プラグ 

   チャンバー………………K8-292 

チューナ 

  車載用ラジオ 

   チューナー………………H3-712A 

  増幅器付ラジオ 

   チューナー………………H3-712 

  テレビジョン 

   チューナ…………………H3-7210 

  テレビジョン 

   音声チューナ……………H3-7211 

  ラジオチューナ……………H3-712 

チューナー………………………H3-712 

チューナー及びイコ 

ライザー付増幅器……………H3-713 

チューナー・増幅器付き 

テープレコーダー……………H4-4332～4332AB 

チューナー付き増幅器…………H3-712 

＊ チューナー付き 

 テーププレーヤー……………H4-430C、 

H4-4352～4352AA 

＊ チューナー付き 

テープレコーダー……………H4-430C、 

H4-4332～4332AB 

チューナー用ケース……………H3-719 

チューブ 

  包装用 

   押出チューブ……………F4-570 

チューブ押出し器………………F4-579 

チューブ押出し挟持具…………F4-579 

チューブ絞り器…………………F4-579 

チューブ絞り具…………………F4-579 

＊ チューブラーポンプ……………K8-521 

チューブレス 

タイヤの補修材………………G2-91190 

チューブレスタイヤ用 

パンク修理工具………………K1-2010 

柱 

  電柱…………………………L2-162 

  門柱…………………………L3-520 

中央分離帯ブロック……………L2-5210 

中央分離帯防護柵用 

間隔保持具……………………L3-5470 

中央分離帯用間隔材……………L3-549 

中央分離帯用ブロック…………L2-5210 

鋳かい……………………………M0-1 

＊ 厨かい処理機……………………D5-192、K0-52 

厨芥容器…………………………C3-370 

厨芥用屑入れ……………………C3-370 

＊＊中華なべ…………………………C5-4110CA 

中華料理用包子成形機…………K4-0 

＊ 中間スイッチ……………………H1-530E 

中間たる木………………………L4-2112 

柱脚金物…………………………L4-190 

中空スクリューボルト…………L2-2110 

中継器 

  電話機用中継器……………H3-320 

  無線通信機用 

   中継器……………………H3-615 

中継台 

  電話交換機用 

   中継台……………………H3-41 

中耕除草機………………………K3-127 

中耕除草機用爪…………………K3-129 

＊ 中耕作除草機用刃………………K3-1191 

柱材保護カバー…………………L1-40 

紐材用緊締具……………………G1-04 

＊ 注射器……………………………J7-42 

駐車機……………………………L3-230 

＊ 注射器ケース……………………J7-24 

注射器保護容器…………………J7-24 

駐車場案内情報表示器 

付電話ボックス………………L3-12 

＊ 駐車場おもちゃ…………………E1-73 

駐車場の 

入出庫口パネル体……………L3-232 

＊＊注射筒……………………………J7-42 

＊＊注射針……………………………J7-42 

駐車用車止め材…………………L2-520 

抽出機……………………………K6-0 

抽出器 

  うがい液抽出器……………J7-20 

  業務用 

   コーヒー抽出器…………K4-0 

  コーヒー抽出器……………C5-422 

  ミル付き 

   コーヒー抽出器…………C5-422 

注出口 

  包装用容器の 

   抽出口……………………F4-9122、F4-9123 

注出栓 

 包装用容器の注出栓…………F4-9122、F4-9123 
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〔チュ〕                          〔チョ〕 

物品の名称          意匠分類の記号 物品の名称          意匠分類の記号 

宙乗機……………………………K0-03、G1-4 

柱上作業台………………………L2-169 

柱上作業用足場金物……………L2-169 

柱上変圧器支持金具……………H2-444 

＊＊柱上用開閉器……………………H1-511A 

＊ 抽選券……………………………F3-3421 

＊ 鋳造機……………………………K7-50 

鋳造機 

  遠心鋳造機…………………K7-50 

  歯科用鋳造機………………J7-60 

鋳造機用杓子……………………K7-59 

鋳造用金枠………………………K7-59 

＊ 鋳造用研掃機……………………K7-50 

鋳造用中子………………………K7-59 

鋳造用 

溶融金属汲出し容器…………K0-490 

＊＊鋳造用るつぼ……………………K7-59 

醸造用濾過機の濾板……………K4-90 

柱頭柱脚固定金具………………L4-191A 

注入器 

  樹幹用薬液注入器…………K3-150 

鋳物砂の粉砕冷却機……………K3-40 

厨房台用把手……………………D2-9312A～9312D 

厨房用カウンター………………D2-32 

厨房用掛け棚……………………D1-231～231D 

厨房用換気扇……………………D4-51B 

厨房用ガスバーナー……………C6-44912 

厨房用つり戸棚…………………D2-536 

厨房用戸棚………………………D2-511～511L 

厨房用フード……………………D4-59 

厨房用水切カバー………………L4-410 

厨房用ワゴンテーブル…………D2-42～42B 

柱梁接合金物……………………L4-191B 

駐輪塔……………………………L3-230 

駐輪用ブロック…………………L3-13 

チョーク…………………………F2-117 

チョーク入れ……………………F2-4290 

チョークコイル…………………H1-430 

チョーク用ホルダー……………F2-1194 

帳 

  色見本帳……………………F3-222 

  切手整理帳…………………F3-220 

  コイン整理帳………………F3-220 

  サイン帳……………………F3-211 

  スクラップ帳………………F3-220 

  手帳…………………………F3-211 

  電話番号帳…………………F3-212 

  日記帳………………………F3-211 

  見本整理帳…………………F3-222 

  名刺整理帳…………………F3-220 

丁合機 

  事務用丁合機………………F2-8340 

  複写機用丁合機……………J4-291 

＊ チョウおもちゃ…………………E1-320DB 

超音波ウェルダー………………K7-140 

＊ 超音波加工機……………………K7-1100 

超音波加湿機……………………D4-331～331AAA 

超音波加湿器……………………D4-331～331AAA 

超音波感知報知機………………H0-20 

超音波吸入器……………………J7-44 

超音波魚群探知機………………H0-21 

超音波検出器……………………H0-20、H1-555 

超音波顕微鏡……………………H0-20 

超音波顕微鏡用 

音響レンズ……………………H0-29 

超音波研磨機本体………………K7-1160、K7-1161 

超音波式車両感知器……………H0-21 

超音波診断機用探触子…………H1-555、J7-360 

超音波診断器用 

プローグ………………………H1-555 

超音波振動検出器………………H1-555 

超音波振動モータ………………H2-120 

＊ 超音波スイッチ…………………H1-555 

＊ 超音波スイッチ用 

受波器…………………………H1-555 

＊ 超音波スイッチ用 

送受波器………………………H1-555 

＊ 超音波石材加工機………………K7-30 

超音波積雪計用 

送受波器………………………H1-555 

＊ 超音波洗顔器……………………C4-12A 

超音波センサー…………………H1-555 

超音波洗浄機……………………J0-1 

超音波送受波器…………………H1-555 

＊＊超音波探傷機……………………H0-22 

超音波探傷器用 

収納ケース……………………H0-29 

超音波探触子……………………H1-555 

超音波探知機用 

受信表示器……………………H0-21 

超音波断層映像 

診断装置用 

電動全方向走査機……………J7-360 

超音波遅延線……………………H1-70 

＊＊超音波治療器……………………J7-50 

超音波治療器用導子……………J7-50 
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〔チョ〕                          〔チョ〕 

物品の名称          意匠分類の記号 物品の名称          意匠分類の記号 

超音波手洗い器…………………D5-22 

超音波内視鏡用 

自動注水器……………………K8-50 

超音波鼠防除器…………………K3-130 

＊ 超音波発生器……………………H0-10 

超音波モータ……………………H2-120 

＊＊超音波溶接機……………………K7-140 

超音波流量検出器………………J1-320 

吊杆部材用支持金具……………L4-3190 

鳥害防護カバー…………………K3-130 

鳥害防護具………………………K3-130 

鳥害防止テープ…………………K3-130 

鳥害防止板………………………K3-130 

鳥害防止用反射板………………K3-130 

＊＊ちょう形弁………………………M2-504 

＊＊調光器……………………………H2-61～61DAD 

＊＊超硬コアビット…………………K1-4080 

超硬耐磨用プラグ………………K1-4081 

＊ 超硬刃付き丸のこ刃……………K1-421 

＊＊超硬ロックビット………………K1-4081 

彫刻機 

  文字彫刻機…………………K7-1104 

  指輪彫刻機…………………K7-1104 

彫刻機用超音波発生器…………H0-10 

彫刻刀……………………………K1-110 

彫刻刀の刀身……………………K1-119 

彫刻刀用柄………………………K1-119 

彫刻刀用収納ケース……………K1-52 

＊ 彫刻刀用刃………………………K1-119 

＊＊調子笛……………………………E4-10 

長尺鉄板自動切断機……………K7-132 

＊＊聴診器……………………………J7-31 

聴診器用集音器…………………J7-31 

＊＊鳥獣威嚇機………………………K3-130 

鳥獣威かく機……………………K3-130 

鳥獣威嚇器………………………K3-130 

鳥獣威嚇用具……………………K3-130 

鳥獣害防止用 

爆音発生機……………………K3-130 

調整框材 

  隙間防調整框材……………L5-12016 

調整框 

  隙間止調調整框……………L5-12016 

調整機 

  色信号調整機………………H4-32 

  映像調整器…………………H4-32 

  音質調整器…………………H4-160 

  電圧調整器…………………H2-221 

  内燃機関用 

 点火時期調整器……………K8-292 

  農業用水位調整器…………L2-32 

調整具 

  上框用調整具………………L5-12010 

調整卓 

  映像調整卓…………………H4-32 

  音声調整卓…………………H4-161 

調整金具 

  足場用 

   レベル調節金具…………L1-118 

  衣服用調節金具……………B9-140～140AA 

  かばん用調節金具…………B9-140～140AA 

  サスペンダー用 

   調節金具…………………B9-140A 

  自動車用シート 

   ベルト調節金具…………B9-140A 

  帽子用調節金具……………B9-140 

調節具 

  建具用上下調節具…………L5-91 

＊ 調相機……………………………H2-13 

＊ 彫塑台……………………………F1-300 

彫塑用へら………………………F1-300 

＊＊ちょうちん………………………D3-26～26B 

ちょうちんおもちゃ……………E1-00 

＊ ちょうちん用火袋………………D3-26～26B 

＊＊ちょうつがい……………………L5-64、M3-23 

ちょうつがい 

  アルバム用 

   ちょうつがい……………F3-290 

  家具用 

   ちょうつがい……………D2-932 

  建具用 

   ちょうつがい……………L5-64 

  配電盤用 

   ちょうつがい……………H2-594 

  マンホール蓋用 

   ちょうつがい……………L2-449 

  眼鏡用 

   ちょうつがい……………B3-694 

  門扉用 

   ちょうつがい……………L3-5192 

  冷蔵庫用 

   ちょうつがい……………C6-591 

蝶ナット…………………………M3-113 

＊ 蝶ネクタイ………………………B3-32 

蝶ねじカバー……………………M3-193 

跳馬………………………………E3-21 
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〔チョ〕                          〔チョ〕 

物品の名称          意匠分類の記号 物品の名称          意匠分類の記号 

丁張り板…………………………L2-220 

蝶番………………………………L5-64 

＊ 帳簿………………………………F3-211 

帳簿立て 

  回転帳簿立て………………F2-7315 

＊ 帳簿用紙…………………………F3-1130 

調味料入れ受け台………………C5-530B～530D 

調味料入れ受け盆………………C5-530B～530D 

調味料差し………………………C5-310～310FA 

調味料収納ケース………………C5-324～324A 

調味料収納用掛け棚……………D1-231A～231B 

調味料注ぎ………………………C5-310～310FA 

＊ 調味料棚…………………………D2-537 

＊ 調味料つぎのふた………………C5-319 

調味料塗りべら…………………C6-214 

調味料ふり………………………C5-323～323A 

帳面………………………………F3-211 

＊ 跳躍運動具………………………E3-22 

跳躍器……………………………E3-22 

＊ 跳躍遊戯具………………………E2-50 

調理機器付きテーブル…………D2-30C 

調理器付き流し台………………D5-1201 

調理教習用机……………………D2-30B 

調理器用ガスバーナー…………C6-44912 

調理器用バーナー………………C6-44912 

調理器用蓋………………………C5-4191 

＊＊調理台……………………………D5-122～122D 

＊ 調理台 

  米びつ付き調理台…………D5-1202 

  こんろ付き調理台…………D5-1201 

調理台用キャビネット…………D2-531 

調律器……………………………E4-10 

調律器 

  楽音調律器…………………E4-10 

調律用発音器……………………E4-10 

＊ 調理刃物用やすり………………K1-282 

調理品搬送用ロボット…………K0-020 

聴力計……………………………J7-340 

張力計……………………………J1-512 

聴力検査器………………………J7-340 

＊ 調理用油入れ……………………C5-314 

＊ 調理用油切り……………………C5-452 

＊＊調理用油こし器…………………C5-314 

＊ 調理用油引き……………………C6-216 

＊ 調理用油飛散防止具……………C6-44922 

調理用油 

飛散防止パネル………………C6-49922 

調理用油捕集器…………………D4-0 

＊ 調理用焙焼き器…………………C6-430 

調理用泡立て器…………………C6-330 

＊＊調理用押しつぶし器……………C6-350 

＊ 調理用 

押しつぶし器の本体…………C6-359 

調理用かくはん器………………C6-330 

＊ 調理用かくはん器 

のかくはん具…………………C6-339 

調理用隔離テープ………………C5-29 

調理用カッター…………………C6-320 

調理用串…………………………C6-213 

調理用具収納ケース……………C5-5120 

＊ 調理用具用柄……………………C6-191 

＊＊調理用こし器……………………C6-360 

調理用粉練り機…………………C6-330 

調理用こね器……………………C6-330 

＊ 調理用皿…………………………C6-450 

＊ 調理用ざる………………………C4-456～456A 

調理用ざるつき容器……………C5-457～457A 

調理用杓子………………………C6-211 

＊ 調理用じょうご…………………C6-217 

＊ 調理用スプーン…………………C6-211 

調理用スライサー………………C6-322 

調理用切削器……………………K4-30 

調理用ターナー…………………C6-214 

＊＊調理用漬物器……………………C5-4510～4511 

調理用潰し器……………………C6-350 

調理用潰し器用本体……………C6-359 

調理用電動ナイフ………………C6-3111 

調理用トング……………………C6-215 

調理用ナイフ……………………C6-3110 

＊ 調理用ナイフ当て具……………C6-310 

調理用投込み加熱器……………C6-441 

調理用投入湯沸し器……………C6-441 

調理用鍋類の蓋…………………C5-4191 

調理用排煙機……………………D4-50 

＊＊調理用はさみ……………………C6-312 

＊ 調理用はさみ具…………………C6-215 

＊ 調理用はし………………………C6-12 

＊ 調理用鉢…………………………C5-450、4530 

＊ 調理用発酵器……………………C5-431 

＊ 調理用バット……………………C5-452 

＊ 調理用バット 

の水切り盤……………………C5-459 

調理用ひしゃく…………………C6-211 

＊ 調理用フォーク…………………C6-213 

調理用フライ返し………………C6-214 

＊＊調理用へら………………………C6-214 
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〔チョ〕                          〔チリ〕 

物品の名称          意匠分類の記号 物品の名称          意匠分類の記号 

＊＊調理用ボール……………………C5-4530 

調理用ボールの柄………………C5-459 

調理用ミキサー…………………C6-341 

調理用みじん切り器……………C6-320 

調理用焼き板……………………C5-4110B 

＊ 調理用焼き器……………………C6-430 

＊ 調理用指当て……………………C6-310 

＊ 調理用容器支持柄………………C5-54 

＊ 調理用レードル…………………C6-211 

鳥類威嚇用具……………………K3-130 

鳥類の造巣 

防止具用締め具………………L3-549 

貯液槽……………………………L3-620 

＊＊貯金箱……………………………C2-18～18C 

＊ 貯金箱付きカレンダー…………F2-4110 

＊ 貯金箱付き地球儀………………F1-2320 

＊ 貯金箱付きペン差し……………F2-7210 

貯金箱付きペン立て……………F2-7210 

直交偏波分波器…………………H3-12 

直接駆動モーター………………H2-120 

直線移動体用 

ガイドレール…………………G1-60、G1-69 

直線運動用軸受…………………K9-110 

直線運動用スライダー…………K9-110 

直線摺動用ベアリング…………K9-110 

直線運動用ベアリング…………K9-110 

直線作動機………………………K9-17 

直線作動機の本体………………K9-17 

直腸カテーテル…………………J7-43 

＊＊直立ボール盤……………………K7-112 

＊＊直流安定化電源器………………H2-23 

＊＊直流電動機………………………H2-120 

直流電動機の回転子……………H2-19 

直流二極モーター………………H2-120 

＊＊直流発電機………………………H2-110 

＊＊チョコレート……………………A1-15～15G 

＊ チョコレート菓子 

製造機用成形金型……………K4-91 

貯水槽……………………………L3-620 

貯水槽の上蓋……………………L3-6290 

貯水槽用蓋………………………L3-6290 

貯水槽用ブロック………………L3-620 

貯水槽用濾過器…………………K6-120 

貯水タンク………………………L3-620 

貯水タンク用置台………………L3-6290 

貯水ダム 

浮遊物防除フェンス…………L2-60 

 

貯水ダム浮遊沕防除 

フェンス吊り金具……………L2-60 

貯蔵器 

  穀類貯蔵器…………………K3-1480 

貯蔵用容器………………………G1-50B 

チョッキ…………………………B1-114 

チョッパー用カッター…………K3-14391 

＊ 貯尿架台…………………………K6-73 

＊＊貯湯式ボイラー…………………K8-31 

貯留槽の支持固定具……………L3-6290 

貯留槽用ブロック………………L2-40 

＊ 調理用刷毛………………………C6-214 

＊＊彫刻刀……………………………K1-110 

地絡事故点 

探査用受信機…………………H0-20 

地絡短絡 

故障感知表示器………………H0-20 

地絡短絡 

故障探査用表示器……………H0-20 

＊＊ちらし……………………………F3-33 

ちらし置き台……………………F2-7241 

＊ ちらし立て………………………F2-7241 

＊ ちらし立て具……………………F2-73131 

＊ ちり紙……………………………F3-421 

ちり紙地…………………………M1-2～2L 

＊＊ちり取り…………………………C3-330 

塵取具……………………………C3-330 

ちり箱……………………………C3-370 

治療機 

  高周波治療機………………J7-50 

  紫外線治療器………………J7-55 

  磁気治療器…………………J7-52 

  水銀灯治療器………………J7-55 

  赤外線治療器………………J7-55 

  超音波治療器………………J7-50 

  低周波治療器………………J7-54 

  熱圧治療器…………………J7-51 

  治療台 

    歯科用治療台…………J7-61 

  治療台付き 

  歯科用ユニット…………J7-61 

治療浴機 

  蒸気治療浴機………………J7-56 

  電熱治療浴機………………J7-56 

  水治療浴機…………………J7-56 

治療台付 

  歯科用ユニット……………J7-61 

＊ 散蓮華……………………………C6-112～112G 
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物品の名称          意匠分類の記号 物品の名称          意匠分類の記号 

散蓮華置き………………………C5-533 

＊ チロリアンテープ………………M1-621 

沈下防止用台……………………L2-4390 

沈砂槽……………………………L2-430 

沈子索 

  魚網用沈子索………………K2-191 

＊＊沈床………………………………L2-61 

建築用継目隠し…………………L4-491 

陳列ケース 

  商品陳列ケース……………F5-220～220B 

陳列ケース用 

商品陳列皿……………………F5-229 

陳列皿 

  食品陳列皿…………………F5-210 

陳列棚用支柱……………………D2-9111～9111B 

陳列棚用支柱材…………………D2-9111～9111B 

陳列棚用棚受け…………………D2-9142 

陳列棚用継ぎ手…………………D2-920～922B 

陳列台……………………………F5-210A、F5-210C 

陳列台 

  かつら陳列台………………F5-213 

  商品陳列台…………………F5-210C 

  自転車陳列台………………F5-210 

  卓上商品陳列台……………F5-210A 

  電気かみそり 

   陳列台……………………F5-210 

陳列棚……………………………F5-210D 

陳列棚用支柱……………………D2-9110～9111 

陳列棚用棚受け具………………D2-9142 

陳列棚用連結具…………………D2-921A 

＊ 陳列用衣服 

ハンガーつり下げ台…………F5-212A 

陳列用衣料ハンガー……………D1-111AA、D1-111F 

＊ 陳列用商品つり下げ具…………F5-210B 

地盤硬化用 

 掘削孔攪拌翼…………………K3-3240 

 

 

 

 

 


