〔ツー〕
物品の名称

〔ツキ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

通信機用プラグ…………………H1-3424
〔つ〕

通信ケーブル……………………H1-110
通信ケーブル用

＊＊ツーピース………………………B1-111

防護カバー……………………H1-221

ツーピーススーツ………………B1-111

通信線……………………………H1-110

ツーピースドレス………………B1-111
＊＊ついたて…………………………D2-620〜620A

通信線用宙乗器…………………G1-4
＊＊通信中継交換機…………………H3-511

ついたて
植木鉢台付き

通信札……………………………F3-1310
＊＊通信用増幅器……………………H3-22

ついたて…………………D2-04

通信用搬送機……………………H3-0

鏡付きついたて……………D2-04

通信用フィルター………………H1-430

掛具付きついたて…………D2-04

通水口付きちょう形弁…………M2-504

照明器具付き

通水孔と反射板付の

ついたて…………………D2-04

歩道道境界両面縁石…………L2-5211

棚付きついたて……………D2-04

通水用函渠………………………L2-411、

墜落防止

L2-411C〜411E

安全帯用フック………………J6-19
＊

通風口

墜落防止器………………………J6-12

建物用通風口………………L5-41

墜落防止帯………………………J6-12

通風筒……………………………L5-40〜41

墜落防止帯用環…………………J6-19

通風用ダクト……………………D4-0

墜落防止帯用フック……………J6-19

通風用ダクト材…………………D4-0

墜落防止用安全器………………J6-12

通路………………………………L3-11

墜落防止用安全器
のレール取付金具……………J6-19

通路用屋根………………………L3-200
＊＊つえ………………………………B3-84

墜落防止用安全帯………………J6-12

＊＊つえ用石突き……………………B3-895

墜落防止用安全フック…………J6-19

＊＊つえ用柄…………………………B3-891

墜落防止用

つかみ

命綱のフック…………………J6-19

鍋つかみ……………………C6-222

墜落防止用フック………………J6-19

＊

墜落防止用

＊ つきあがりもち

つかみ具おもちゃ………………E1-625

ロープ連結環…………………J6-19

定量分配機……………………K4-52

通貨換算盤………………………F2-531

突壁付排水溝ブロック…………L2-411E

通気ギャラリー…………………L5-41

突出し窓用アーム………………L5-619

通気口……………………………L5-41

突き出し窓用上框材……………L5-12011

通気孔形成用型板………………L1-310

突出し窓用上枠材………………L5-1501

通気孔付き成型木炭……………M0-2

＊

突出し窓用下枠…………………L5-1512

通気口用キャップ………………L5-41

＊

突出し窓用下枠材………………L5-1512

通気用壁板間隔保持材…………L4-3212

突出し窓用縦枠材………………L5-1513

通信機械器具

突き出し窓用

及び音声周波

ヒンジ押え材…………………L5-100

機械器具用つまみ……………H1-04
通信機器用

接木カッター……………………K3-160
＊ 接木クリップ……………………K3-150

周波数変換増幅器……………H3-22

継手

通信機用継電器…………………H1-61〜61C

温室屋根用

通信機用周波数選択器…………H3-615

ガラス継手………………L4-2112

通信機用ジャック………………H1-3425〜3425A

壁板用継手…………………L4-411〜411A

通信機用蓄電器…………………H1-410〜4121

瓦継手………………………L4-2191

通信機用抵抗器…………………H1-420〜422

管継ぎ手……………………M2-410〜413
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〔ツキ〕
物品の名称

〔ツツ〕
意匠分類の記号

物品の名称

伸縮管継ぎ手………………M2-4111

意匠分類の記号

机及び

軸割り継手…………………K9-15

ロッカー付きベッド…………D2-210

太陽熱利用温水屋

机付き整理棚……………………D2-02

根用ガラス継手…………L4-212

机付き衣服掛け整理棚…………D2-02

建具用

机付き収納棚……………………D2-02

コーナー継手……………L5-91

机付き書棚………………………D2-513

竪樋継手……………………L4-2322C

＊ 机付き整理棚……………………D2-02、D2-513

電気掃除機用

机付出窓…………………………L5-1261

ホース継手………………C3-419
樋継手………………………L4-2322〜2322E

＊

机付き本棚………………………D2-513

＊

机用脚……………………………D2-391〜391A

パラペット継手……………L4-2190

机用甲板…………………………D2-392

ビクトリック

机用棚……………………………D2-390

形管継ぎ手………………M2-4113A

机用ついたて……………………D2-390

フランジ継ぎ手……………M2-4112

机用ついたて取付金具…………D2-390

ホース継ぎ手………………M2-4111、M2-4113、

机用天板…………………………D2-392

M2-4113B

付け柱……………………………L4-410

目地材継手…………………L4-490

＊ つけひげ…………………………B3-21

屋根用ガラス継手…………L4-2112

付庇………………………………L4-220

継手ウエブの保護具……………L2-4190

＊ つけまつげ………………………B3-26

継手金具

漬物機……………………………K4-0

基礎継手金具………………L2-21191

漬物樽の押蓋……………………C5-4519

トンネル構築セグ
メント継手金具…………L2-12191
接手瓦……………………………L4-2110

＊

漬物調理用容器…………………C5-4510

＊

漬物用押えぶた…………………C5-4519

＊

漬物用重石………………………C5-4519

継手材

綴り

温室屋根用

伝票用紙綴り………………F3-210

ガラス継手材……………L4-2112

メモ帳綴り…………………F3-210

壁板用継手材………………L4-411〜411A

土止

矢板継手材…………………L2-2129

下水用管土止………………L2-420

屋根板継手材………………L4-2112

土留めコンクリート

継目材

壁用型枠保持具………………L1-3230

道路用継目材………………L2-523

土留め用ブロック………………L2-2243B

＊＊机…………………………………D2-30A、330〜330G、
D2-332〜332C

土止用ブロック…………………L2-30
土留枠ブロック…………………L2-2243B

机

槌の頭……………………………K1-24210、K1-24219
いす付き机…………………D2-01〜01B

槌の柄……………………………K1-24219

会議用机……………………D2-30A

土踏まず指圧器…………………J7-16〜16B

学習机………………………D2-330〜330G、

土ふるい機………………………K3-42

D2-332〜332C

筒

学童用机……………………D2-330〜330G

事務用筒……………………F2-7442

記載机………………………D2-330〜330G

図面用筒……………………F2-7442

腰掛け付き机………………D2-01〜01B

葬祭用花筒…………………C7-151

収納棚付き机………………D2-02

筒形カットアウト

実験机………………………D2-30B

スイッチ………………………H1-513

事務机………………………D2-330〜330G

筒形カットアウト用

調理教習用机………………D2-30B

限流ヒューズ…………………H1-591

本棚付き机…………………D2-332〜332C

筒形カットアント用ヒ
ューズ筒絶縁カバー…………H1-222
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〔ツツ〕
物品の名称

〔ツメ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

包み材用のベース材……………L4-2111

手編機用つまみ……………K5-1690

＊

鼓…………………………………E4-20

電気機器用つまみ…………H1-04

＊

鼓おもちゃ………………………E1-514

鍋蓋のつまみ………………C5-4193

綴り機
製本綴り機…………………K0-24
綴り込み金具……………………F2-623

やかん蓋用つまみ…………C5-139
＊

つまみ付きターミナル…………H1-331

＊＊つまようじ………………………C6-14

綱…………………………………M1-630

つまようじ入れ…………………C5-5121、

＊＊つなぎ服…………………………B1-13
つなぎ服

C5-534〜534A
＊＊つまようじ立て…………………C5-534〜534A

作業用つなぎ服……………B1-13
つば

積み重ね盆………………………C5-5370
＊＊積み木……………………………E2-112

竹刀用つば…………………E3-02

積木………………………………E2-112

刀剣

積木おもちゃ……………………E2-112

おもちゃ用つば…………E1-6849

積木おもちゃ用

翼

ブロック………………………E2-119
攪拌機用翼…………………K6-29

＊ 積み木用ブロック………………E2-119

混合機用翼…………………K6-29

積込み車輌用

飛行機

情報表示器……………………G2-2934

おもちゃ用翼……………E1-6339

積みブロック……………………L2-2224〜2244A

風車用翼……………………K8-19

爪

潰し機

飾り爪………………………B3-43

空缶潰し機…………………K0-50

刈取り機

屑鉄潰し機…………………K0-50

茎杆搬送用爪……………K3-14392

調理用潰し器………………C6-350

刈取り機

野菜潰し器…………………C6-350

茎杆引越し用爪…………K3-14392

つぼ

琴爪…………………………E4-39

インクつぼ…………………F2-125

田植え機用

絵画用油つぼ………………F1-320

植付け爪…………………K3-1259

骨つぼ………………………C7-120

詰襟学生服の襟芯………………B1-922

食品用つぼ…………………C5-320〜320F

詰め衿用カラー…………………B1-922

墨つぼ………………………K1-05

爪掛け……………………………B5-792

たこつぼ……………………K2-00

＊

たんつぼ……………………C4-30

＊＊つめ切り…………………………B7-1410

つめ飾り…………………………B3-43

鳥かご用餌つぼ……………E0-113

つめ切り器用カバー……………B7-1419

マッチ火消しつぼ…………B6-32

つめ切り器用

妻板

飛散防止ケース………………B7-1419

戸袋用妻板…………………L5-2210
妻板材
戸袋用妻板材………………L5-2210

爪切り鋏…………………………K1-130
＊

＊ つめ切り用

妻飾り……………………………L4-2190
＊＊つま掛け…………………………B5-792

つめ切り用カバー………………B7-1419
つめ屑用防止カバー…………B7-1419

＊ つめ切り用はさみ………………K1-130

妻側唐草…………………………L4-2113

詰め具

つまみ

パイプ用

家具用つまみ………………D2-9312B

たばこ詰め具……………B6-190

こんろ用つまみ……………C6-44910

爪洗浄用ブラシ…………………C4-100

スイッチ用つまみ…………H1-04

爪ばさみ…………………………K1-132

釣り用リールの

爪磨き具…………………………B7-140

ドラグつまみ……………K2-590

爪磨き用やすり…………………B7-140
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〔ツメ〕
物品の名称

〔ツリ〕
意匠分類の記号

物品の名称

爪やすり…………………………B7-140

つり飾り

露先

シャンデリア用

傘用露先……………………B3-895

つり飾り…………………D3-31912

つらら落し………………………K3-160

天井照明器具用

つらら落とし具…………………K3-160

つり飾り…………………D3-31911

吊り

吊り金具…………………………L4-3390、L4-390

ズボンつり…………………B2-30

吊り金具

ツリーキーパー用

足場用吊り金具……………L1-191

保持枠…………………………L2-550

カーテン吊り金具…………L5-513

＊ つりあい人形おもちゃ…………E1-081

腰吊り用

吊上げクランプ…………………G1-05

工具入吊り金具…………K1-51

吊り上げ具………………………G1-05
吊り上げ挟み具…………………G1-05

配管用つり金具……………M2-6
＊＊釣機………………………………K2-00

吊上げ用挟持具…………………G1-05

吊木………………………………L4-31911A

吊り上げ用フック………………G1-05
吊り足場…………………………L1-110

意匠分類の記号

つり木受け………………………L4-31911
＊ つり筋……………………………L4-122

釣り糸……………………………K2-30

吊り具

釣糸遠投機………………………K2-00

竿縁吊り具…………………L4-31912

釣糸遠投具………………………K2-00

皿用吊り具…………………C5-2190

釣り糸固定具……………………K2-30

シャンデリア

釣り糸水洗器……………………K2-00

吊り具……………………D3-31923

釣糸水洗具………………………K2-00

照明器具用

＊ 釣糸切断具………………………K2-00

吊り具……………………D3-31922

釣糸通し…………………………K2-00

照明ルーバー用

釣糸の継手………………………K2-33

吊り具……………………D3-819

つり糸の

吊り下げおもちゃ用

竿先からみ防止具……………K2-490

吊り具……………………E1-079

釣り糸の継手……………………K2-33

天井吊り具…………………L4-31910

釣り糸の巻き上げ機……………K2-50

天井野縁受け

釣糸の巻き移し具………………K2-00

吊り具……………………L4-31911〜31911B

釣糸の連結具……………………K2-33

釣具入れ…………………………K2-7

釣糸よじれ防止用蛇口…………K2-490

釣具用糸案内環…………………K2-490

釣り糸巻き………………………K2-00、K2-30、K2-7

釣り具用糸通し環………………K2-33、K2-492

釣り糸巻付防止具………………K2-490

K2-492C

釣糸用サルカン…………………K2-33

釣具用小物入れ…………………K2-7

釣糸用繫ぎ環……………………K2-33

釣り具用テンビン………………K2-33

釣り糸用天ビン…………………K2-30
釣糸用ボビン……………………K2-7

釣具用バック……………………K2-7
＊＊つり子……………………………L4-2191

釣糸用撚り戻し…………………K2-33
釣り糸用
撚り戻し付き繫ぎ環…………K2-33
釣糸撚り戻し器…………………K2-33

釣りさお支持器…………………K2-494
＊

つり下げ衣服収納具……………D1-13

＊

つり下げおもちゃ………………E1-070

＊ つり下げ

釣り糸連結具……………………K2-30
釣餌の練り袋……………………K2-7

おもちゃ用回転体……………E1-079
＊ つり下げ

釣り餌箱…………………………K2-7
釣餌自動販売機…………………J5-100〜100CA

おもちゃ用飾り………………E1-079
＊ つり下げ

つり掛け棚………………………D1-231A

おもちゃ用引手………………E1-079

＊ つりかご…………………………D1-12
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〔ツリ〕
物品の名称

〔ツリ〕
意匠分類の記号

物品の名称

つり下げ回転おもちゃ

釣竿受金具………………………K2-494

乳幼児用吊下げ

竿受け具………………………K2-494

回転おもちゃ……………E1-071

釣竿受器…………………………K2-494

つり下げかご……………………D1-12

釣竿置き具………………………K2-494

つり下げ飾り

釣り竿掛け用支柱………………K2-494

クリスマス用
つり下げ飾り……………C2-30

＊

釣竿結束具………………………K2-490

つり下げ飾り……………C2-30

釣り竿固定具……………………K2-494

つり下げ金具
照明器具用

釣竿支持器………………………K2-494
＊ 釣ざお支持具……………………K2-494

つり下げ金具……………D3-31921
ベネチアン

釣ざおガイド保護具……………K2-493

＊＊釣ざおケース……………………K2-7

室内用

釣竿収納袋………………………K2-7
＊ 釣ざお尻…………………………K2-490〜491A

ブラインド用

釣り竿立て………………………K2-494

つり下げ金具……………C1-59

釣り竿の

つり下げカレンダー……………F2-412、412A

先竿脱落防止具………………K2-493

つり下げ玩具……………………E1-070

釣り竿の中間竿…………………K2-493、K2-40

つり下げ給油

釣り竿の中竿……………………K2-40

ホース用ケース………………K9-241

釣り竿の握り……………………K2-491〜491A

つり下げ具

釣り竿の握柄……………………K2-491〜491A

広告つり下げ具……………F2-61

釣り竿の握り柄…………………K2-491〜K2-491A

照明器具用

釣り竿の

つり下げ具………………D3-31922

握り柄のカバー………………K2-490

事務用

釣竿のハンドル…………………K2-491〜K2-491A

つり下げ具………………F2-61

釣竿の穂先………………………K2-40

陳列用商品

釣竿の穂先保護具………………K2-493

つり下げ具………………F5-210B

釣竿の元竿………………………K2-40〜K2-491

履物つり下げ具……………D1-113

釣り竿の元竿用管材……………K2-40

札つり下げ具………………F2-61

釣り竿の弛み止め具……………K2-490

包装用つり下げ具…………F4-924

釣竿部材…………………………K2-40

ポスター

釣り竿保持具……………………K2-494

つり下げ具………………F2-61

釣竿用糸通し案内具……………K2-490

眼鏡つり下げ具……………B3-690

釣竿用糸通し環…………………K2-492〜492C

つり下げコード収納具…………H2-46

釣竿用糸通し

つり下げ鈴おもちゃ……………E1-513

ガイドのカバー………………K2-492〜492C

つり下げ台
陳列用衣服ハン

釣竿用管材………………………K2-40
＊＊釣ざお用ガイド…………………K2-490〜492C

ガーつり下げ台…………F5-212A
＊

意匠分類の記号

釣り竿用魚信警鐘具……………K2-490

つり下げ灯………………………D3-312

釣竿用グリップ…………………K2-491〜K2-491A

＊つり下げ人形…………………C2-30A〜30AB

釣竿用ケース……………………K2-7

＊ つり下げ用

＊ 釣ざお用さお先保護具…………K2-493

オイルランプ…………………D3-220

釣竿用竿先ライト………………K2-490

つり下げ用鏡……………………D2-633

釣竿用支桿………………………K2-494

つり下げ用カレンダー…………F2-412〜412A

つり竿用尻栓……………………K2-491

つり下げ用チェーン……………G1-05

釣竿用振鈴………………………K2-490

つり下げ用包装台紙……………F4-31

釣竿用鈴…………………………K2-490

つり下げ用万力…………………G1-05

釣竿用継手………………………K2-490

＊＊釣ざお……………………………K2-40

釣竿用釣糸結着具………………K2-490
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物品の名称

〔ツリ〕
意匠分類の記号

物品の名称

釣竿用トップガイド……………K2-490

意匠分類の記号

吊橋点検用ゴンドラ……………G1-4

釣竿用導糸管……………………K2-492〜492C

＊＊釣針………………………………K2-31〜K2-32C

釣り竿用導糸環

＊ 釣針ケース………………………K2-7

の回転防止具…………………K2-490

釣針収納ケース…………………K2-7

釣竿用導糸環

釣針収納箱………………………K2-7

の回り止め具…………………K2-492
釣竿用握り柄……………………K2-491〜K2-491A

釣針外し器………………………K2-00
＊ 釣針はずし具……………………K2-00

釣り竿用把手……………………K2-491

釣り針はずし付ハサミ…………K1-132

釣竿用握り部補助具……………K2-490

釣針ホルダー……………………K2-7

釣竿用把手………………………K2-491〜K2-491A

釣針用自在環……………………K2-33

釣竿用発光体取付具……………K2-490

釣針用止金具……………………K2-30

＊＊釣ざお用ハンドル………………K2-491〜K2-491A

釣り針用保護カバー……………K2-7

釣竿用肘当て具…………………K2-494

吊ボルト用インサート…………L4-3920

釣竿用保護具……………………K2-493

吊りボルト用

釣り竿用穂先……………………K2-50

化粧プレート…………………L4-3929

釣竿用リール座金………………K2-590

釣元ワイヤーのはめ輪…………K2-34

釣竿用リールシート……………K2-490

吊り床……………………………L3-40

＊ 釣ざお用

＊ 釣用足場板………………………K2-01

リール取付け具………………K2-490〜491A

釣り用いかだ……………………G3-20

＊

釣ざお連結具……………………K2-490〜491A

釣用椅子…………………………K2-01

＊

つり銭器…………………………F0-11

釣用糸巻…………………………K2-30、K2-7

つり銭皿…………………………F0-12

釣用糸巻具………………………K2-30

＊

つり銭マット……………………F0-10

釣用魚引掛具……………………K2-30

釣り台……………………………K2-00

＊＊釣用浮き…………………………K2-35

＊ つり棚……………………………D1-231〜231B

釣り用浮具………………………K2-35

つり棚用棚板支持枠……………D2-9142

釣り用うきと

吊束連結用の金具………………L4-191A

道糸の連結具…………………K2-490

つりチェーン用

釣り用うき止め具………………K2-33

クランプ………………………L1-192

釣り用浮き止めゴム管…………K2-30

つり手……………………………G2-19

釣用うき取付具…………………K2-33

吊り手

釣り用浮子の

急須用吊り手………………C5-319

保護カバー……………………K2-7

トースター用
吊り手……………………C6-7329
鍋用吊り手…………………C5-4190

釣用餌入れ………………………K2-7
＊

釣用餌箱…………………………K2-7

＊＊釣用おもり………………………K2-34

やかん手鍋…………………C5-319

釣り用おもりの天秤……………K2-33

つり手鍋…………………………C5-4110D

釣り用おもりの浮上翼…………K2-34

＊

つり戸車…………………………L5-62

釣用活餌畜養器…………………K2-2

＊

つり戸車レール…………………L5-50、L5-511

釣用活傘保存水槽………………K2-2

＊

つり戸車レール材………………L5-510〜511

釣用擬餌…………………………K2-32〜32C

＊＊つり戸棚…………………………D1-231A、D2-536
吊り戸……………………………L5-12100

釣用擬餌かご……………………K2-30
＊＊釣用クーラー……………………C5-3251

＊ 釣灯ろう…………………………D3-281

釣用具入れ………………………K2-7

吊り戸用つり滑車………………L5-62

釣り用

吊戸用ランナー…………………L5-62

携帯アイスボックス…………C5-3251

つり戸用レール材………………L5-100、L5-511

釣用携帯水槽……………………K2-6

吊橋付き

釣り用携帯保冷箱………………C5-3251

ジャングルジム………………E2-534

釣用毛針…………………………K2-32A
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〔ツリ〕
物品の名称

〔ヅク〕
意匠分類の記号

物品の名称

釣用こませ入れ…………………K2-30

釣り用リールの

釣り用コマセかご………………K2-30

アームローラー………………K2-590

＊ 釣用小物入れ……………………K2-7
釣り用竿…………………………K2-40

意匠分類の記号

釣用リールの糸切具……………K2-590
＊ 釣用リールの

釣り用竿受け具…………………K2-494

糸巻き量調節具………………K2-591

釣用竿受け台……………………K2-494

釣り用リールの

釣り用竿の元竿…………………K2-40

深度検出具……………………K2-590

＊ 釣用魚入れ………………………K2-6

釣り用リールの

釣り用魚入れ……………………K2-6

深度読み取り具………………K2-590

釣用魚入れの柄…………………K2-6

＊ 釣用リールのスプール…………K2-591

釣り用魚入れ箱…………………K2-6

釣用リールのスプール

釣用魚入箱………………………K2-6

糸巻量調節環…………………K2-590

釣り用サルカン…………………K2-33

釣用リールの

釣用深度読みとり具……………K2-590

スプールカバー………………K2-590

釣用深度読み取り具……………K2-590

釣用リールの

釣り用深度読み取り具…………K2-590

電動駆動機……………………K2-590

釣り用スイベル…………………K2-33
釣用スイベル……………………K2-33

釣り用リールの取付具…………K2-490
＊ 釣用リールの

釣り用スピニング

ドラグつまみ…………………K2-590

リールのスプール……………K2-590〜K2-591

釣用リールの

釣り用スピニング
リールのローター……………K2-590

ドラッグ調節ねじ……………K2-590
＊ 釣用リールのハンドル…………K2-592

釣り用手かぎ……………………K2-00

釣り用リールの

釣り用手袋………………………B2-51C

ハンドルつまみ………………K2-590

釣用天秤…………………………K2-30、K2-33

釣用リールの

釣用天幕…………………………L3-260

ベイルヒンジ…………………K2-590

＊

釣用電気浮き……………………K2-35

釣り用リールの枠体……………K2-590

＊

釣用電気リール…………………K2-50

釣用ツアー………………………K2-32〜32C

釣用電動リール…………………K2-50、K2-50AA

つり輪

釣り用導糸環

天井照明器具

の回転防止具…………………K2-490

つり輪……………………D3-31921

釣り用発光具……………………K2-490

吊枠足場の取付金具……………L1-190

釣り用発光体の保持具…………K2-490

つる

釣用鼻環…………………………K2-30

眼鏡用つる…………………B3-693

釣用はりす止め…………………K2-33

つるし

釣り用ハリス止めピン…………K2-33

しつけ糸つるし……………C0-30

釣り用バッグ……………………K2-6、K2-7

つる植物用台……………………D1-370A

釣り用引き船……………………K2-6

つる棚……………………………K3-151

＊＊釣用びく…………………………K2-6

蔓止めクリップ…………………K3-150

釣用保冷箱………………………C5-3251

＊

つるはし…………………………K3-160

釣用まき餌かご…………………K2-30

＊

つるはし用柄……………………K3-169

釣り用撒き餌具…………………K2-30、33
釣餌用容器………………………K2-7
＊

ツルハシ用刃……………………K3-160
＊＊つるまきばね……………………M3-01

釣用撚り戻し……………………K2-33

杖

＊＊釣用リール………………………K2-50〜50D、K2-7

松葉杖………………………J7-70

釣り用リール支持台……………K2-494

机

釣用リールスプール……………K2-591

経机…………………………C7-10

釣り用リール取付具……………K2-490

座り机………………………D2-331
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〔ヅク〕
物品の名称

〔ヅツ〕
意匠分類の記号

物品の名称

文机…………………………D2-331
脇机…………………………D2-334
槌
金槌…………………………K1-24210
木槌…………………………K1-24210
筒
茶筒…………………………C5-320〜320F
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意匠分類の記号

