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テープ
〔て〕

衣服用スライド
ファスナーの

＊＊テーパーピンリーマー…………K1-402

テープ……………………B9-11490

＊＊テーブル…………………………D2-30､D2-310〜310E

靴周縁テープ………………B5-913

テーブル

合成樹脂テープ……………M1-623

いす付きテーブル…………D2-01〜01B

磁気テープ…………………H4-410

飲食用カウンター

スライドファス

テーブル…………………D2-32

ナーのテープ……………B9-11490

会議用テーブル……………D2-30A

チロリアンテープ…………M1-621

腰掛け付き

ベネチアン

テーブル…………………D2-01〜01B

ブラインド用

こんろ付き

吊下げテープ……………C1-59

テーブル…………………D2-30C
収納棚付き

巻尺テープ…………………J1-111
＊ テープ印字器……………………F2-2242

テーブル…………………D2-02

テープ印字機……………………K0-220

ミシン用テーブル…………K5-2394

＊ テープカウンター………………J1-01

レコード

＊ テープ学習器……………………F1-221

プレーヤー用

テープ消磁機……………………H4-492

ターンテーブル…………H4-4292

テープデッキ……………………H4-430〜4352AA

ワゴンテーブル……………D2-42〜42C

テープデッキ用

＊＊テーブル脚………………………D2-391〜391A

防塵カバー……………………H4-439

テーブル板………………………D2-392

テープデッキ用リモー

テーブル板固定具………………D2-900
テーブルおもちゃ………………E1-610

トコントローラー……………H4-62〜H2-62F
＊＊テーププレーヤー………………H4-430〜4352AA

＊＊テーブル掛け……………………C1-6

テーププレーヤー付き

テーブルクロス…………………C1-6

蛍光灯スタンド………………H4-4350、D3-331

テーブルコンベアー用

テーププレーヤー付き

テーブル………………………G1-190

ステレオ電気蓄音機…………H4-210〜223B

＊＊テーブルセンター………………C1-6

テーププレーヤー付き

＊＊テーブルタップ…………………H1-3422A

電気スタンド…………………D3-331

テーブル付きいす………………D2-01B、D2-14L

テーププレーヤー付

テーブル付き
折畳みいす……………………D2-01A

ラジオ受信機…………………H4-4351
＊ テーププレーヤーのラ

テーブル付き収納棚……………D2-02、D2-513
＊ テーブル付き食器棚……………D2-02、D2-513

ジオ用のチューナー…………H3-712B
＊ テーププレーヤー用

＊ テーブル付き整理棚……………D2-02、D2-513
テーブル付きベンチ……………D2-01A〜01B

カートリッジ…………………H4-4192
＊ テーププレーヤー用

テーブル用安全縁材……………D2-913

取付け具………………………H4-439

テーブル用エッジ………………D2-913〜D2-913A

テーププレーヤー付き

テーブル用エッジ材……………D2-913〜D2-913A

扇風機…………………………D4-41

テーブル用折畳み脚……………D2-391

テーププレーヤー用

＊ テーブル用脚……………………D2-391〜D2-391A

マイクロフォン………………H4-110

＊ テーブル用甲板…………………D2-392

テープマガジン

テーブル用天板…………………D2-392

テープレコーダー

テープ……………………………M1-620〜621､M1-623

用テープ
マガジン……………………H4-4192A
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ビデオテープ

手編機の針床……………………K5-1690

レコーダー用

手編機のバット進路

テープマガジン…………H4-4192

切替カム用作動カム…………K5-1690

＊ テープマガジン

手編機本体………………………K5-160、K5-1690

収納ケース……………………H4-4194

手編機用編針……………………K5-1692

テープリール

手編機用油さし…………………K9-21

映写機用

手編機用編み糸調節機…………K5-1690

テープリール……………J3-70

手編機用編地押え………………K5-1690

＊ テープリール

手編機用編地押え板……………K5-1690

収納ケース……………………H4-4194

手編機用編幅指示器……………K5-1690

＊＊テープレコーダー………………H4-430〜H4-4352AA
テープレコーダー付

手編機用糸交換器………………K5-1690
＊ 手編み機用おもり………………K5-1690

卓上電子計算機………………J4-54

手編機用おもり掛け……………K5-1690

テープレコーダー付

手編機用かがり機………………K5-1690

卓上電子オルガン……………E4-60AB

手編機用

＊ テープレコーダー付き
テレビ受像機…………………H4-3452

キャリジ駆動機………………K5-1691
＊＊手編み機用キャリッジ…………K5-1690〜1691

テープレコーダー用

手編機用駆動機…………………K5-1690

カセットテープ………………H4-4192A

手編機用ケース…………………K5-1690

テープレコーダー用

手編機用

携帯ケース……………………H4-439

交換編糸保持器………………K5-1690

＊ テープレコーダー用

手編機用ゴム編器………………K5-1690

交直流交換器…………………H2-211

手編機用針床……………………K5-1690

＊＊テープレコーダー用

手編機用成形指示機……………K5-1690

磁気ヘッド……………………H4-493

手編機用選針機…………………K5-1690

テープレコーダー用

手編機用操針具…………………K5-1690

増幅器…………………………H4-150

手編機用台………………………K5-22

＊ テープレコーダー用
テープマガジン………………H4-4192A

手編み機用段数計………………K5-1690
＊ 手編み機用つまみ………………K5-1690

＊ テープレコーダー用

手編機用テーブル………………D2-41B、K5-1690

取付け具………………………H4-439

手編機用バッグ…………………K5-1691

テープレコーダー用

手編機用

フットスイッチ………………H1-523
＊＊テープレコーダー用

パンチカード穿孔機…………K1-225
＊ 手編み機用複合針………………K5-1692

リール…………………………H4-4193

手編機用

＊ テープレコーダー用

ブックスタンド………………K5-1690

リモート

手編み機用

コントローラー………………H2-62〜62F

部品収納ケース………………K5-1690

テープレコーダー付き
扇風機…………………………D4-41
テープレコーダー付き

手編機用部品収納箱……………K5-1690
＊ 手編み機用べラ針………………K5-1692
＊ 手編み機用目移し針……………K5-1692

卓上電子計算機………………J4-54

手編機用模様制御機……………K5-1690

テールピース

手編機用模様表示………………K5-1690

ギター用
テールピース………………E4-39

意匠分類の記号

手編み用部品ケース……………K5-1690
＊ 手洗い器…………………………C4-16

＊＊手編み機…………………………K5-160

手洗い器

手編機の交換編糸

移動用手洗い器……………C4-16

保持器用支持具………………K5-1690

取付け用手洗い器…………D5-24
287

〔テア〕
物品の名称

〔テオ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

＊ 手洗い水栓………………………M2-5310

抵抗器……………………………H1-420〜422

＊ 手洗い台…………………………D5-22

抵抗器

手洗い台

可変抵抗器…………………H1-422

取付け用手洗い台…………D5-22

固定抵抗器…………………H1-421

手洗い台付出窓…………………L5-1261

スイッチ付

手洗い用吐水管…………………M2-5310

可変抵抗器………………H1-422

ティーカップ及び受け皿………C5-234〜234B
ティー定規………………………F2-312

電力用抵抗器………………H1-420
＊ 抵抗器用基板……………………H1-730

ティースプーン…………………C6-112〜112G

抵抗計

＊＊ティーポット……………………C5-310〜310FA

電気抵抗計…………………J1-40〜44C

ティッシュ

抵抗溶接機………………………K7-140

箱入れ付きチリ箱……………C3-370

停止具

＊ ティッシュペーパー……………F3-421
＊ ティッシュペーパー
容器付きごみ箱………………C3-370〜370C

開閉停止具…………………L5-95
＊ 停止表示器………………………J6-40
＊＊低周波治療器……………………J7-54

ティッシュペーパー入…………C4-24
ティッシュペーパー
ケース…………………………C4-24
ティッシュ・ペーパー

低周波治療器本体………………J7-54
＊ 低周波治療器用導子……………J7-54
＊ 定周波定電圧器…………………J7-54
＊＊丁定規……………………………F2-312

箱カバー………………………C4-24
ティッシュペーパー用

丁定規ケース……………………F2-7431
＊＊定置網……………………………K2-10

カバー…………………………C4-24
＊ ティッシュペーパー

定置浮遊ボート…………………G3-3
＊ 蹄鉄………………………………K3-220

容器……………………………C4-24

蹄鉄

ティッシュペーパー

馬用蹄鉄……………………K3-220

容器カバー……………………C4-24

定電圧器

ティッシュペーパー用

交流直定電圧器……………H2-23

ケース…………………………C4-24

定周波定電圧器……………H2-23

＊ ティンパニ………………………E4-20

底版可動側溝……………………L2-411D

堤

定盤水平据付け器………………L4-3920
浮消波堤……………………L2-62

底部に貯水構造を

堤防用防波堤………………L2-62

有する浸透側溝………………L2-410

低圧環境室………………………L3-201

堤防用

＊ 庭園おもちゃ……………………E1-72

コンクリート階段……………L2-2240

＊＊庭園灯……………………………D3-420〜421B

堤防用

庭園灯
池用ろ過機付き
庭園灯……………………D3-422

法面遮水シート………………L2-210
＊ 堤防用防波堤……………………L2-62
＊ 停留所……………………………L3-13

庭園灯灯具………………………D3-4291

定量給餌具………………………K3-222

＊ 庭園灯頭部………………………D3-4291

手押し一輪車用渡し台…………L2-520

庭園の仕切りブロック…………L2-30
庭園用フェンス…………………L3-531

手押運搬車………………………G2-50、G2-56
＊＊手押しかんな盤…………………K7-22

低温生物保存用容器……………K6-71

手押車……………………………G2-0、G2-50、G2-56

＊＊定期入れ…………………………F2-7440

手押し車

＊ 定期券……………………………F3-3420

買物用手押し車……………G2-52

定期券入れ………………………F2-7440

手押し車の車体…………………G2-50

定期券発行機……………………H5-0〜0B

手押し車用車輪…………………G2-9110

定形目地材………………………L4-430

手押し台車………………………G2-50B
288

〔テオ〕
物品の名称

〔テス〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

手押し台車用床材………………G2-59、G2-920

手摺笠木用支持具………………L3-549、L4-2190

手押し台車用枠材………………G2-59、G2-920

手摺笠木用支持材………………L3-5430

手押し鉋盤………………………K7-22

手摺金具…………………………L3-549

手押しポンプ……………………K8-513

手摺子……………………………L3-5450

手斧………………………………K1-10

手摺り格子用上桟………………L3-5430

手斧用ケース……………………K1-52

手摺り格子用上桟部材…………L3-5451

＊＊手織り機…………………………K5-132

手摺り格子用下桟………………L3-546

＊＊手鏡………………………………B7-42

手摺子柱…………………………L3-5410

＊＊手かぎ……………………………K1-00

手摺り柵…………………………L3-530

手鉤………………………………K1-00

手摺材……………………………L3-5420

手鈎………………………………K1-00

手摺材連結用型材………………L3-5430

手書き入力用ペン………………H5-925

手摺り下桟………………………L3-546

＊＊手形………………………………F3-1113

手すり支柱固定具………………L3-549

手形用紙…………………………F3-1113

手摺支柱用埋込み具……………L3-549

手首鍛錬具………………………E3-011

手摺支柱用

＊ 手首バンド………………………B2-52

カバー材の受金具……………L3-549

手首用サポーター………………B2-52

手すり支柱用化粧枠……………L3-540、L3-549

てぐす……………………………K2-2

手摺付窓枠………………………L5-132

手ぐわ……………………………K3-160

手すり取付金具…………………L3-5390、L3-549

＊＊手提かご…………………………B4-1K

手摺取付用ブラケット…………L3-549

＊ 手提かごおもちゃ………………E1-432

手摺の下弦材用形材……………L3-5420

＊ 手提かばん………………………B4-1、B4-1AA、

手摺の笠木固定具………………L3-549

B4-1BA、B4-1CA、

手摺の笠木支持金物……………L3-549

B4-1DA、B4-1F〜1H

手摺の支持保持金具……………L3-549

手提かばんカバー………………B4-90

手摺の支柱用形材………………L3-5410

手提かばんの提げ手……………B4-92

手摺の上弦材用形材……………L3-5420

＊＊手提金庫…………………………D2-562

手摺の目隠板用形材……………L3-540

＊＊手提電灯…………………………D3-511、

手摺柱材…………………………L3-5410

D3-520〜521B

手摺柱用支持具…………………L3-549

手提電灯用壁掛け具……………D3-529

手摺パイプ用

＊＊手提袋……………………………B4-1、B4-1CA、B4-1DA

取付支持具……………………L3-549

B4-1G〜J、B4-1L〜M

手摺パネル………………………L3-5450A

＊ 手提盆……………………………C5-5370〜5370F

手すり部品………………………L3-5420

手燭………………………………D3-25C

手摺用アンカー…………………L3-549

手摺………………………………L3-530、L3-530A

手摺用エンドキャップ…………L3-549

L3-530F、L3-5420

手摺用

手摺

エンドブラケット……………L3-549

足場用手摺…………………L1-115

手摺用親柱………………………L3-5410

仏壇用手摺…………………C7-1691

＊＊手すり用笠木……………………L3-5420

窓用手摺……………………L3-430

＊＊手すり用笠木受け………………L3-5430、L3-549

手摺、フェンス等
の笠木…………………………L3-5420

手すり用笠木受け具……………L3-549
＊ 手すり用笠木受け材……………L3-5430〜5431

手摺上桟…………………………L3-5430
手摺り受け金具…………………L3-549

手すり用笠木カバー材…………L3-5420
＊ 手すり用笠木材…………………L3-5420、L4-2113

手摺り受具………………………L3-549

手摺用笠木支持調整具…………L4-2190

手摺笠木…………………………L3-530A、L3-5420

手すり用笠木の連結具…………L3-549

手すり笠木材……………………L3-5420

手摺り用笠木部材………………L3-5420、L3-5430

手摺笠木のキャップ……………L3-549

手摺用笠木受……………………L3-549
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手摺用型材………………………L3-5420

鉄筋間隔支持具…………………L1-431〜431A

手摺用コーナー笠木……………L3-5420

鉄筋間隔

手摺用コーナー具………………L3-549

支持具のキャップ……………L1-433

手摺用コーナー

鉄筋間隔保持金具………………L1-431

ジョイント……………………L3-549

鉄筋間隔保持具…………………L1-431〜433

手すり用格子金具………………L3-549

鉄筋間隔

手摺り用格子取付け材…………L3-5452

保持具用受け板………………L1-431〜432

手摺用腰板………………………L3-540

鉄筋間隔保持具用台座…………L1-433

手摺用支持材……………………L3-540

鉄筋間隔

手すり用下枠……………………L3-546

保持用スペーサー……………L1-431〜432

手すり用下枠材…………………L3-546

鉄筋緊締連結具…………………L1-433

＊＊手すり用支柱……………………L3-5410、L3-549

鉄筋組立て具……………………L1-433

＊ 手すり用支柱材…………………L3-5410

鉄筋結束金具……………………L1-433

手摺用芯材………………………L3-5430

鉄筋結束具………………………L1-433

手摺用接続具……………………L3-549

鉄筋結束用クリップ……………L1-433

手摺用装飾体……………………L3-5391
＊＊手すり用立子……………………L3-5391、
L3-5450〜5450A

鉄筋結束用番線…………………L1-433
＊ 鉄筋工作用台……………………K1-55
＊ 鉄筋固定金具……………………L1-433

＊ 手すり用立子材…………………L3-5391、

鉄筋固定用間隔保持具…………L1-431A

L3-5450〜5450A

鉄筋コンクリート管……………L2-411A、L2-411D

手摺用継手………………………L3-549

鉄筋コンクリート

手摺用継手具……………………L3-549

杭用閉塞具……………………L2-21190

手すり用パネル…………………L3-530、L3-540

鉄筋コンクリート

手摺用パネル支持枠材…………L3-540

構造物用継手部材……………L2-12191

手摺用塞ぎ具……………………L3-549

鉄筋コンクリート

手摺用ブラケット………………L3-549

施工用スペーサー……………L1-431A

手すり用保護具…………………L3-540

鉄筋コンクリート造用

手すり用目隠しパネル…………L3-540

貫通孔開口部

手すり用横桟……………………L3-5451

補助金物………………………L4-120

手すり用横桟材…………………L3-5451

鉄筋コンクリート

手摺用連結金具…………………L3-549

パネル…………………………L1-431A

手摺レール用

鉄筋コンクリート

エンドキャップ………………L3-5390

有孔梁用補助金具……………L4-120

＊＊手帳………………………………F3-211

鉄筋コンクリート用

＊ 手帳カバー………………………F3-2920

異形鋼管………………………L4-121

＊ 手帳ケース………………………F3-2921

鉄筋コンクリート用

手帳用表紙………………………F3-2911

スペースブロック……………L1-431

＊＊鉄筋………………………………L4-120〜121

鉄筋コンクリート用

＊＊鉄琴………………………………E4-20

スペーサー……………………L1-431

鉄筋位置決め用リング…………L1-432

鉄筋コンクリート用

鉄筋受け…………………………L1-433

棒鋼……………………………L4-121

鉄筋受金物………………………L1-433

鉄筋止め用キャップ…………L1-40

鉄筋受け具………………………L1-431A

鉄筋支持金具……………………L1-433

鉄筋受台…………………………L1-433

鉄筋支持具………………………L1-431〜431A、

＊ 鉄琴おもちゃ……………………E1-515

＊

L1-433

鉄筋折り曲げ機…………………K1-37、K7-133

鉄筋支持具のキャップ…………L1-433

鉄筋掛け具………………………L1-433

鉄筋支持具の

鉄筋カッター……………………K1-224、K1-311

沈み止め具……………………L1-433
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〔テッ〕
物品の名称

〔テツ〕
意匠分類の記号

物品の名称

鉄筋支持具の

意匠分類の記号

鉄筋上の

断熱材用敷具…………………L1-433

建設資材仮置台用脚…………L1-10

鉄筋支持用ブロック……………L1-431

鉄骨塗装用

鉄筋支保工………………………L1-2210、L2-122

マスキングシート……………K0-39

鉄筋締付け金具…………………L1-3230、L1-433

鉄筋柱ベースプレート

鉄筋スペーサー…………………L1-432

のレベル調整金具……………L4-190、L4-3920

鉄筋スペース形成用コ

鉄骨用スペーサー………………L1-432

ンクリートブロック…………L1-431
鉄筋接合用

鉄骨用台座………………………L4-490
＊ 鉄線切断機用刃…………………K1-420

位置合わせ治具………………K1-40

＊ 鉄塔………………………………L2-161

鉄筋接合用の

鉄塔

位置合わせ治具………………L1-40

テレビアンテナ用

鉄筋つぎ手………………………L1-433

鉄塔………………………L2-161

鉄筋継手用スリーブ……………L1-433

鉄塔支線用碍子…………………H1-210

鉄筋等の支持金具………………L1-431A

鉄塔用避鳥具……………………L2-169

鉄筋の支持金具…………………L1-433

鉄塔用防護板……………………L2-169

鉄筋の支持具……………………L1-431

鉄塔折曲げ機……………………K1-220

鉄筋の支持棒……………………L1-433

鉄板搬送具………………………K1-204

鉄筋の連結子……………………L1-433

鉄板用切断機……………………K1-220

鉄筋への

＊ 鉄板用穿孔器……………………K1-225

セパレーター連結具…………L1-3230

＊ 鉄筆………………………………F2-1100

鉄筋ベンダー……………………K1-241

鉄片探知器………………………H0-20

鉄筋保護キャップ………………L1-40

鉄砲おもちゃ……………………E1-6810

＊ 鉄筋保持具………………………L1-30、L1-431A、

鉄啞鈴……………………………E3-011

L1-433

手付きカップ……………………C5-231〜231E

鉄筋棒鋼…………………………L4-121

＊＊手付きコップ……………………C5-231〜231E

鉄筋曲げ加工用ハッカ…………K1-241

手付ざる…………………………C5-456A

鉄筋曲加工用ハッカー…………K1-241

手付きビーカー…………………K6-71

＊ 鉄筋曲げ器………………………K1-241

＊ 手付き水切りざる………………C5-456A

鉄筋用安全キャップ……………L1-40

鉄筋間隔保持具…………………L1-431A

鉄筋用

鉄道おもちゃ用レール…………E1-6361

危険防止キャップ……………L1-40

鉄道貨物

鉄筋用キャップ…………………L1-40

車輛用側ブレーキ

鉄筋用スペーサー………………L1-431〜431A

足踏み操作レバー……………G2-19

鉄筋用スペーサーの
脚部用キャップ………………L1-433

鉄道車両の運転操作盤…………G2-19
＊＊鉄道車両用いす…………………D2-1530

鉄琴用打叩具……………………E2-40

＊ 鉄道車両用室内灯………………D3-710

鉄筋用継手………………………L1-433、L4-190

＊ 鉄道車両用

鉄筋連結金具……………………L1-433

車輪踏面清掃研磨子…………G2-19

鉄筋連結部の

鉄道車両用車輪フラ

締付け金具……………………L1-433

ンジ塗油器カバー……………G2-19

＊ 手甲………………………………B2-51C

鉄道車両用集電子………………G2-19

鉄骨

鉄道車両用除雪器………………G2-19

間隔保持具鉄骨……………L1-432

鉄道車両用制輪子………………G2-19

鉄骨間隔保持具…………………L1-432

鉄道車両用絶縁制輪子…………G2-19

鉄骨建築用接続具………………L4-191B

鉄道車両用増粘着子

＊ 鉄骨構造用桁止め金具…………L4-190

付ブレーキシュー……………G2-19
＊＊鉄道車両用台車…………………G2-19
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〔テツ〕
物品の名称

〔テモ〕
意匠分類の記号

鉄道車両用戸車…………………G2-19

物品の名称
＊ テニスラケット用

鉄道車両用荷棚…………………G2-19

カバー…………………………E3-311

鉄道車両用の離線機……………G2-19

テニスラケット用

鉄道車両用

グリップ………………………E3-311

パンタグラフ…………………G2-19

手荷物用運搬車…………………G2-50B

鉄道車輌用
糞尿流し排出口覆い…………G2-19

手荷物用手押し車………………G2-52
＊＊手ぬぐい…………………………C1-7

＊＊鉄道車両用
ブレーキシュー………………G2-19
鉄道車両用ブレーキ
シューバッド…………………G2-19

手のこぎり用定規………………K1-05
＊ 手旗………………………………F5-13
＊ 手ふき器…………………………C4-27
＊＊手袋………………………………B2-51〜51C

鉄道車両用窓枠…………………G2-19
＊

意匠分類の記号

手袋

鉄道車両用レール………………G1-60

医療用手袋…………………B2-51A

鉄道車輌用制輪子………………G2-19

運動用手袋…………………B2-51AA

＊ 鉄道模型用レール………………E1-6361
鉄道床嵩上げブロック…………L2-5210

作業用手袋…………………B2-51A、B2-51B
＊ 手袋仕上用型板…………………K5-21

鉄道用枕木………………………G1-69

手袋編成機………………………K5-14

鉄道用レール止め具……………G1-69
鉄道用レール塗油器……………K9-20

手巻ウインチ……………………G1-20
＊ 手回しグラインダー……………K1-280

＊ 鉄道レール継ぎ目用

手回しタップ……………………K1-226

溶接箇所切削具………………K1-400
鉄道レール
締結用板バネ…………………G1-69

手回しドリル……………………K1-214
＊ 手回しねじ切り器………………K1-226
＊＊手回しボール……………………K1-214

鉄びん……………………………G5-310D、C5-310DA

手持ち空気

鉄瓶敷き…………………………G5-532

グラインダー…………………K1-321A、K1-321B

鉄蓋用受枠………………………L2-441A

手持ち空気サンダー……………K1-322

鉄蓋用枠…………………………L2-441

手持空気サンダー………………K1-322

鉄棒

手持ち空気動帯のこ……………K1-3153

体操用鉄棒…………………E3-21

手持空気動

鉄砲おもちゃ……………………E1-6810

グラインダー…………………K1-321A、K1-321B

出留取付金具……………………L4-191A

手持ち空気動サンダー…………K1-322

手捺染板用捺染型枠

手持ち

位置ぎめポイント……………K5-150

電気グラインダー……………K1-321B

テニスゲーム盤…………………E2-212

手持ち電気掃除機………………C3-410E

テニススカート…………………B1-122

手持ち電気ドリル用

テニスネット……………………E3-310

直線切削補助具………………K1-39

テニスボール……………………E3-301

手持電動

テニスボール返し網……………L3-530E

サンダー用研磨紙……………K1-414

テニスボール保持具……………E3-310

手持ち電動

テニスボール用

サンダー用研磨紙……………K1-414

マーク印刷器…………………K0-20、K0-220

手持ち電動

＊ テニス用ネット…………………E3-310

電らん外皮切開機……………K1-310

＊ テニスラケット…………………E3-311

手持電動

テニスラケット挟圧具…………E3-310

電覧外被切開機………………K1-310

テニスラケット台枠……………E3-311

手持ち電動

＊＊テニスラケット

電らん外皮一切開機…………K1-310

フレーム………………………E3-311

手持ち電動ニブラ………………K1-311
手持電動ニブラー………………K1-311
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〔テモ〕
物品の名称

〔テレ〕
意匠分類の記号

物品の名称

手持ち電動

意匠分類の記号

テレビカメラ付ビデオ

ベルト研磨機…………………K1-322

テープレコーダー……………H4-311

手持電動ベルト研磨機…………K1-322

テレビカメラ付モニ

手持ち電動木彫機………………K1-310

ターテレビ受像機……………H4-3450

手持電動木彫機…………………K1-310

テレビカメラ用雲台……………H4-319

手持ち動力工具用

テレビカメラ用回転台…………H4-319

回転ワイヤブラシ……………K1-415

テレビカメラ用ケース…………H4-319

手持動力サンダー用

テレビカメラ用

研磨バッド……………………K1-322
テラス……………………………L3-41

自動焦点調節器………………H4-319
＊ テレビカメラ用旋回台…………H4-319

テラス屋根………………………L4-220

テレビカメラ用調整器…………H4-319

テラス用側枠材…………………L4-2110

テレビカメラ用把手……………H4-319

テラス用日除け…………………L3-41

テレビカメラ用

テラス用屋根……………………L3-41
テラニウム………………………K3-122

ハウジングケース……………H4-319
＊＊テレビカメラ用

＊＊テルミット溶接機………………K7-140

ビューファインダー…………H4-319

＊ テレシネカメラ…………………H4-310

テレビカメラ用

テレシネコンバーター…………H4-319

保護カバー……………………H4-319

テレタイプ………………………H3-510

テレビカメラ用

テレタイプ用

保護ケース……………………H4-319

防音カバー……………………H3-519

テレビカメラ用

テレックス………………………H3-510

ホルダー………………………H4-319

テレックス送受信機……………H3-510

テレビカメラ用

テレビアンテナ

マイクロホン…………………H4-110

マスト架台……………………H3-19

テレビカメラ用レンズ…………J3-31

テレビアンテナ用

テレビ共聴用増幅器……………H3-22

位相調整器……………………H3-10

テレビ共聴用分岐器……………H3-13

テレビアンテナ用

テレビ共同

増幅器…………………………H3-22

受信用増幅器…………………H3-22

テレビアンテナ用鉄柱…………L2-161

テレビ共同

＊ テレビアンテナ用鉄塔…………L2-161

受信用分岐器…………………H3-13

テレビ衛星

テレビゲーム機…………………E2-30、H5-0

放送用チューナー……………H3-720

テレビ載置台……………………D2-41、

テレビ置台………………………D2-41、D2-5321A、

D2-5321〜5321A、

D2-5322
＊ テレビおもちゃ…………………E1-643

D2-5322
＊ テレビ

テレビ及びビデオ用

収納キャビネット……………D2-5321B、D2-5322

スタンド………………………D2-5321A

テレビ信号用共聴器……………H3-13

テレビ及びラジオ付

テレビ信号用混合器……………H3-12

テープレコーダー……………H4-3452

テレビ信号用増幅器……………H3-22

＊ テレビ音声多重
放送用復調器…………………H3-722

テレビ信号用ブースタ…………H3-22
＊ テレビ信号用分配器……………H3-13

テレビ音声多重
放送用チューナー……………H3-722

テレビ信号用分波器……………H3-12
＊＊テレビ受像機……………………H4-330〜3452

＊ テレビ音声チューナー…………H3-7211

テレビ受像機付

＊＊テレビカメラ……………………H4-310

コンパクト

テレビカメラ付

ディスクプレーヤ……………H4-3450

テレビジョン受像機…………H4-3450
293

〔テレ〕
物品の名称

〔テレ〕
意匠分類の記号

物品の名称

テレビ受像機付き

テレビジョン

テープレコーダー……………H4-3452

受像機塔載車…………………G2-230

テレビ受像機付電話器…………H4-3450

テレビジョン

テレビ受像機付き

受像機用置台…………………D2-41〜41C

電話機本体……………………H4-3450

テレビジョン受像機用

テレビ受像機付きビデ

載置台…………………………D2-41、D2-5321B、

オテープレコーダー…………H4-3452

D2-5322

テレビ受像機用拡大鏡…………H4-3491

テレビジョン受像機用

＊ テレビ受像機用

スタンド………………………D2-41、D2-5322

拡大レンズ……………………H4-3491

テレビジョン受像機用

＊ テレビ受像機用カバー…………H4-3491

専用台…………………………D2-5322

テレビ受像機用載置台…………D2-5322

テレビジョン受像機用

テレビ受像機用台………………D2-41、D2-5322

台………………………………D2-41〜41C、

テレビ受像機用

D2-5321〜5322

バッテリーケース……………H1-891

テレビジョン

＊ テレビ受像機用リモー

受像機用リモート

トコントローラー……………H2-62〜62F

コントローラー………………H2-62〜H2-62F

テレビジョンおもちゃ…………E1-643
テレビジョンカメラ用

テレビスタンド…………………D2-41C
＊＊テレビ台…………………………D2-41〜41D、

ケーブル巻取り
操作機…………………………H4-319
＊ テレビジョン

意匠分類の記号

D2-5321〜5322
＊ テレビチューナー………………H3-7210
＊ テレビチューナー付き

共聴機器収納函…………………H2-591

ビデオテープ

テレビジョン

レコーダー……………………H4-4523〜4523BB

撮像機用レンズ………………J3-31

テレビチューナー付き

テレビジョン受像機

ビデオ

ステレオ付テレビ

プロジェクター………………H4-342

ジョン受像機……………H4-3450

テレビ付インターホン…………H4-3450

テープレコーダー

テレビ付き収納棚………………D2-5160

付テレビジョン

＊ テレビ付き整理棚………………D2-5160

受像機…………………………H4-3452

テレビ付き電話機………………D4-3450

投射型テレビ

テレビ付ビデオ

ジョン受像機…………………H4-342
ビデオテープレ

テープレコーダー……………H4-3452
＊ テレビ電話機……………………H4-3450

コーダー付テレ

テレビ電話機本体………………H4-3450

ビジョン受像機………………H4-3452

テレビ電話機用

プリンタ付テレビ

カメラ付受像機………………H4-3450

ビジョン受像機………………H4-3450

テレビ電話機用

ラジオ受信機付

画像表示器……………………H4-3450

テレビジョン

テレビ電話機用受像機…………H4-3450

受像機………………………H4-3451
テレビジョン受像機

テレビ電話端末機………………H4-3450
＊ テレビ投射機……………………H4-342

置台…………………………D2-41〜41C

テレビ投射機支持台……………D2-5321A

テレビジョン

テレビ文字

受像機載置用収納棚………D2-5321A

多重放送用復調機……………H3-722

テレビジョン

テレビ文字

受像機載置用

多重放送用復調器……………H3-722

収納キャビネット…………D2-5322
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〔テレ〕
物品の名称

〔テン〕
意匠分類の記号

物品の名称

テレビモニター付

意匠分類の記号

点検口用パネル框材……………L5-4211

インターホーン………………H4-3450

点検口用蓋………………………L5-420

テレビ用アンテナ基台…………H3-19

点検口用蓋框……………………L5-4211

テレビ用

点検口用蓋框材…………………L5-4211

アンテナ支持アーム…………H3-19

点検口用枠材……………………L5-4212

テレビ用

点検口用枠体……………………L5-420

アンテナ整合器………………H3-13

点検口枠…………………………L5-420

テレビ用置台……………………D2-41〜41A、

点検口枠

D2-41C、D2-5321、

建物用点検口枠……………L5-420、L5-4212

D2-5321B、D2-5322

点検口枠材

テレビ用

建物用点検口枠材…………L5-4212

カーアンテナ取付具…………H3-19

甜菜の葉刈機用刈取刃…………K3-14391

＊ テレビ用共聴器…………………H3-13

転写器……………………………F2-210

テレビ用載置台…………………D2-41〜41B、

転写紙

D2-5321B、D2-5322
テレビ用周波数変換器…………H3-231

陶磁器用転写紙……………F3-411
＊ 点字タイプライター……………J4-10

テレビ用信号増幅器……………H3-22

展示パネル

テレビ用台………………………D2-41〜41B

吊り下げ用レール……………L4-4121

テレビ用同調器…………………H3-24

展示パネルの吊り下げ

テレビ用分波器…………………H3-12

フック支持レール……………L4-4121、L5-511

テレビ用ラック…………………D2-5321

展示物

＊＊テレプリンター…………………H3-510

吊り下げ用ルール……………L4-3111B

転化機……………………………K6-3

点字歩車道

点火器
ガス点火器…………………B6-44

境界ブロック…………………L2-5211
＊ 天井………………………………L4-30、L4-310〜310A

点火具

天井

バーナー点火具………………K8-49

衛生設備室用天井…………D5-69

点火コイル………………………K8-292

建物用天井…………………L4-30

点火剤付き固形燃料……………M0-2

枠付天井……………………L4-310〜310A

点火時期調整器…………………K8-292

天井板

点火栓ギャップゲージ…………J1-127

戸袋用天井板………………L5-2210

点火プラグ………………………K8-292

天井板押え伸縮支柱……………L1-2211

点火プラグ清掃具………………K1-2010

天井板固定金具材………………L4-3192

点火プラグ調整具………………K1-2010

＊ 天井板材…………………………L6-10C

点火プラグ用

天井板材

点火促進電極…………………K8-292

戸袋用天井材………………L5-2210

＊＊天がい用飾り具…………………C7-140

天井板支持枠材…………………L4-3111B

＊＊点眼器……………………………C4-13

天井板支持枠連結金具…………L4-31911B

＊＊天球儀……………………………F1-2323

天井板等の取付金具……………L4-3192

天球儀

天井板止金具……………………L4-3192

地球儀付天球儀……………F1-2320

天井板止釘………………………L4-3192

＊ 天狗おもちゃ……………………E1-310E

天井板止具………………………L4-3192

点検口コーナー具………………L5-91

天井板取付金具…………………L4-3111B

点検口……………………………L5-420

天井板取付け用

点検口

枠材の固定具…………………L4-31911B

建物用点検口………………L5-420

天井板保持用野縁………………L4-3111B

点検口用錠………………………L5-6331〜6331A

天井板保持用野縁受け…………L4-3111

点検口用パネル框………………L5-4211

天井板枠材………………………L4-3111B
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＊ 天井埋込み換気扇………………D4-51、D4-51B〜51E

物品の名称

意匠分類の記号

＊＊天井じか付け灯用笠……………D3-313〜313J

天井埋込み照明器具……………D3-314〜314B

天井じか付け

＊＊天井埋込み灯……………………D3-314〜314B

照明器具………………………D3-311〜313B、

天井埋込み灯用笠………………D3-314A

D3-313〜313J

天井埋め込み灯用

天井じか付け灯用

電球ソケット…………………H1-3441〜3441A

グローブ………………………D3-313A、D3-313C

天井埋込み灯用

天井じか付け用

取付け具………………………D3-3190

照明器具………………………D3-313

天井埋込み用エアー

天井設置用エアー

コンディショナー……………D4-313

コンディショナー……………D4-313

天井埋込用

天井扇……………………………D4-41E

換気扇ルーバー………………L5-41

＊＊天井扇風機………………………D4-41、D4-41E、

天井エアーコンディ

D4-41H

ショナー用室内機……………D4-313

天井走行クレーン………………G1-210

天井飾り板………………………L4-310A

天井走行クレーン用桁…………G1-219

天井換気口………………………L5-41

天井走行車………………………G2-0

＊＊天井クレーン……………………G1-210

天井吊り金具……………………L4-31910〜31912

天井固定金物……………………L4-31911B

天井吊り金具用

天井さお縁………………………L4-3111〜3111B

接続具…………………………L4-3190

天井さお縁材……………………L4-3111

天井吊り金物……………………L4-3190

天井さお縁つり具………………L4-31912

＊ 天井つり木………………………L4-31910

天井竿縁用継ぎ手………………L4-3190

＊＊天井つり木受け…………………L4-31911〜31911B

天井材……………………………L6-130

天井吊木受固定金具……………L4-31911

天井材吊り具……………………L4-3111B

天井吊り具………………………L4-31910

天井材載置用型材………………L4-3111B

天井つり下げ照明器具…………D3-312〜312JB

天井下地材………………………L4-3111A

天井つり下げ

天井下地材吊り金具……………L4-31910〜31911B
天井下地材連結金具……………L4-191、
L4-191B〜L4-191C、

照明器具用笠…………………D3-312〜312JB
＊＊天井つり下げ灯…………………D3-312〜312JB
＊＊天井つり下げ灯用笠……………D3-312〜312JB

L4-3190

天井つり下げ灯用

天井下地材連結具………………L4-3190
天井下地用の野縁………………L4-3111A

つり具…………………………D3-31921、D3-31922
＊ 天井つり下げ灯用灯具…………D3-31931

天井照明器具つり環……………D3-31921

天井つり下げ用

天井照明器具用笠………………D3-312〜313J

照明器具………………………D3-311〜312JB

天井照明器具用

天井つりボルト

拡散透光板……………………D3-392〜392B

の受け金具……………………L4-3190

天井照明器具用

天井つりボルト用

つり飾り………………………D3-31911

の止めナット…………………L4-3190

天井照明器具用透光板…………D3-392

天井点検口用

天井照明器具用縁枠……………D3-31930

内蓋の座金……………………L5-4210

天井照明器具用

天井点検口用

ルーバー………………………D3-3910

内蓋の受金具…………………L5-4210

天井照明器具用

天井点検口用枠材………………L5-4211〜4212

ルーバーリーフ……………D3-3911

天井点検口………………………L5-420

天井じか付け

天井点検口用蓋…………………L5-420

照明器具用笠………………D3-313〜313J

天井点検口枠……………………L5-420

＊＊天井じか付け灯………………D3-311〜313B、

天井灯つり下げ基台……………D3-31921

D3-313〜313J
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〔テン〕
物品の名称

〔テン〕
意匠分類の記号

＊ 天井灯つり下げ用

物品の名称

意匠分類の記号

＊ 天井見切り縁材…………………L4-410、L4-4121

アーム…………………………D3-31922

天井見切り

＊ 天井灯つり輪……………………D3-31921

縁材の取付具…………………L4-410、l4-490

天井灯用拡散透光板……………D3-392

天井見切縁用型材………………L4-4121

＊＊天井灯用笠………………………D3-30

天井目地板材……………………L4-430

＊ 天井灯用つり飾り………………D3-31911

天井用あかとり…………………L5-1260

＊＊天井灯用つり具…………………D3-31922

天井用埋込み灯…………………D3-314〜314B

＊ 天井灯用つり下げ金具…………D3-31921

天井用押え縁材…………………L4-3111

＊ 天井灯用つり下げ具……………D3-31922

天井用押え縁材受け……………L4-3111

＊＊天井灯用透光性カバー…………D3-392〜392B

天井用型材………………………L4-3111

＊ 天井灯用縁枠……………………D3-31930

天井用額縁………………………L4-4121

＊＊天井灯用ルーバー………………D3-3910

天井用額縁材……………………L4-4121

＊ 天井灯用

天井用格子部材…………………L4-3110

ルーバーリーフ………………D3-3911

天井用さお縁……………………L4-3111

天井取付用

天井用竿縁材……………………L4-3111

冷暖房空気吹出口……………L5-41

天井用照明器具…………………D3-30、311〜313J

天井野縁…………………………L4-3111〜3111B

天井用照明器具

＊ 天井野縁受けつり具……………L4-31911〜31911B

の装飾縁………………………D3-31930

天井野縁受けハンガー…………L4-31911〜31911B

天井用じか付け灯………………D3-311〜311B、

天井野縁係止金具………………L4-31911〜31911B
天井野縁材………………………L4-3111〜3111B

D3-313〜313J
＊ 天井用装飾盤……………………L4-310〜310A

天井野縁接続金具………………L4-3190

天井用吊り金具…………………L4-3190〜31912

天井野縁吊持金具………………L4-31910〜31911B

天井用

＊＊天井板……………………………L6-10〜10C

つり下げ照明器具……………D3-311〜312JB

L6-130〜131A

天井用つり下げ灯………………D3-311〜312JB

＊ 天井板固定金具…………………L4-3192

天井用点検口……………………L5-420

＊ 天井板材…………………………L6-10、L6-10B、

天井用枠材接続カバー…………L4-3190

L6-130〜130C、

天井用枠材の吊り具……………L4-31910〜31912

L6-131

展示用組立室……………………L3-201

天井板支持具……………………L4-3192

点字用道路貼り付け板…………L6-1421

天井板取付金具…………………L4-3192

点字用道路鋲……………………L2-531

天井板保持金具…………………L4-3192

展示用パネルの吊下げ

天井板用止金具…………………L4-3192

フック支持レール……………L5-511

天井パネル取付用型材…………L4-3111
天井ファン………………………D4-41E

天体観測用自動車………………G2-230
＊ 天体望遠鏡………………………J3-11

天井フィルター

天端定規…………………………L1-40

支持枠材………………………L4-3111

天台

＊＊天井回り縁………………………L4-4121

サンダル用天台……………B5-592

天井廻り縁………………………L4-4121

＊ 天突き……………………………C6-320

＊ 天井回り縁材……………………L4-4121

＊ 点滴制御器………………………J7-40

天井回り縁材受け………………L4-4121
天井回り縁材継ぎ手……………L4-490〜491

転轍器用床板……………………G1-69
＊＊テント……………………………L3-260〜261

天井廻縁ユニット………………L4-390

テント

＊ 天井回り縁用

エアーコンディシ

コーナー具……………………L4-491

ョナー用テント…………D4-391

天井回り縁用

日除けテント………………L3-260

コーナー材……………………L4-491
＊ 天井見切り縁……………………L4-4121、L4-491
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物品の名称

テント・ビニール

意匠分類の記号

展望台……………………………L3-10

ハウス組立骨継手……………L3-392

展望台付すべり台………………L3-10

点灯管……………………………D3-123

＊ 展望塔……………………………L3-10

＊ 点灯管用ソケット………………H1-3441〜3441A

店舗………………………………L3-24

テント組立用

店舗用組立て家具………………L3-200〜201、L3-24

支柱継ぎ手……………………L3-269
テント車庫………………………L3-230

店舗用スポットライト…………D3-620B
＊ 店舗用投光器……………………D3-620〜620B

テントの支柱固定具……………L3-269

店舗用庇…………………………L4-220

＊＊テント柱…………………………L3-269

＊ 天幕………………………………L3-260

＊ テント柱キャップ………………L3-269

＊ 天窓………………………………L5-112、L5-1260

テント柱接続金具………………L3-269

天窓の開閉装置用枠材…………L5-100

テントフレーム用

天窓用目板………………………L5-106

接続具…………………………L3-26

天窓用雨樋………………………L4-231B

テントポール……………………L3-269

天窓用上枠構成部材……………L4-2110

テント屋根骨係止具……………L3-269

天窓用押縁材……………………L4-2112、L5-1010D

テント屋根骨

天窓用型材………………………L4-2110

固定リング……………………L3-269

天窓用カバー材…………………L5-1260

＊ テント用くい……………………L3-269

天窓用カバー枠…………………L5-100

テント用ポール

天窓用框材………………………L4-2110

のジョイント…………………L3-269

天窓用構成部材…………………L4-2110、L5-100

テント用連結金具………………L3-269

天窓用下枠構成部材……………L4-2110

テント用ロープ係止具…………L3-269

天窓用摺動中枠…………………L4-2110

＊ テント用枠………………………L3-269

天窓用側枠………………………L5-1500

テント用枠体……………………L3-269

天窓用台枠………………………L5-100

＊ 転動おもちゃ……………………E1-010

天窓用トップレール材…………L4-2112

店内案内用表示灯………………F5-10〜10C

天窓用扉框………………………L4-2110

天張支持棒………………………L1-40

天窓用取付枠……………………L4-2110、L5-100

天板

L5-1500

飲料供給機用天板…………C6-69

天窓用中棧………………………L4-2112

受付けカウンター

天窓用鼻隠し……………………L4-2113

用天板……………………D2-392

天窓用補助枠……………………L5-100

洗面台用天板………………D5-29

天窓用窓枠材……………………L4-2112

テーブル用天板……………D2-392

天窓用水切り……………………L4-2114

天板付き洗面器…………………D5-24

天窓用雪割板……………………L4-2110

天びん……………………………J1-210

天窓用橫枠材……………………L4-2112

天びんのおもちゃ………………E1-670

天窓用枠構成部材………………L4-2110

天びん棒…………………………G1-00

天窓用枠材………………………L4-2110、L5-100

＊＊天火………………………………C6-4310〜4310BA

天窓枠構成部材…………………L5-100

＊ 天袋………………………………L3-40
てんぷら油飛散防止具…………C6-44922

天文時計…………………………J2-10
＊ データ作成機……………………H5-5

＊＊天ぷらなべ………………………C5-4110A、C5-4110C

データ入力用ペン………………H5-925

＊ 天ぷらなべ用揚げ網……………C5-4190

データ処理用印字機……………H5-450〜450B

天ぷらなべ用フード……………C5-4190

データ処理用磁気

＊＊テンプレート……………………F2-310B

テープ記録再生機……………H5-31〜31A

テンプレート

データ通信機器用

製図用
テンプレート……………F2-310B

載置台…………………………D2-41B
＊ データ通信用

展望客車…………………………G2-11

音響結合器……………………H3-25
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データ通信用復調器……………H3-230

出入口枠用目板…………………L5-106

データ通信用変調器……………H3-230

出入口枠用目板材………………L5-106

データ通信用変復調器…………H3-230
データディスプレイ用
載置台…………………………D2-41B

デカンタ…………………………C5-312
＊＊デシケーター……………………K6-70
＊ デジタルオーディオ

＊＊データ入力機……………………H5-41〜41AA

ディスクプレーヤー…………H4-460〜H4-460BB

データ入力機用

デジタルオーディオ

入力ペン………………………H5-925

プロセッサー…………………H4-160

＊ データ入力用

デジタルサウンド

キーボード……………………H5-41A〜41AA
データ入力用ペン………………H5-925

プロセッサー…………………H4-160
＊ デジタルスイッチ………………H1-540G

＊ データ表示機付き

デジタル時計付

携帯電鈴用受信機……………H3-60

ラジオ受信機…………………H3-7111

データ表示機用台………………D2-41A〜41B

デジタル表示器付

＊ デアボロ…………………………E2-401

割出し円テーブル……………K7-1920

ディーゼルエンジン用

デジタル電子交換機……………H3-40

ガスケット

＊ デスクペン………………………F2-1141

パッキング……………………K8-291

＊ デスクマット……………………F2-7311

ディーゼル

出隅

機関用掃気弁…………………K8-291

壁用出隅……………………L4-4120〜4120A

ディーゼル軌道車両……………G2-11

出隅コーナー用

ディシャー

コンクリート板………………L4-4120

アイスクリーム

出隅材……………………………L4-4120

ディシャー………………C6-232

出隅材

ディスク

壁用出隅材…………………L4-4120〜4120A

磁気ディスク………………H4-410

出隅役物…………………………L4-4120

ディスクカートリッジ…………H4-4195

出隅用型枠………………………L1-312〜312A

ディスククリーナー……………H4-491

出隅用型枠材……………………L1-312A

ディスクブレーキのピ

出隅用カバー……………………L4-4120

ストン押し戻し工具…………K1-2010

出隅用外装化粧板………………L4-2113

ディスクブレーキ用
キャリパボディ………………G2-907

出隅用キャップ…………………L4-4120
＊ 出隅用

ディスクブレーキ用
パッド…………………………G2-907

コンクリート型枠……………L1-312〜312A
＊ 出隅用

ディスプレー棚

コンクリート型枠材…………L1-312A

組立用管継ぎ手………………D2-921〜921B

出隅用幅木………………………L4-491

＊＊ディスポーザー…………………D5-192

出隅用コンクリート

漏水受板保持具材………………L2-122

型枠支持材……………………L1-330

漏水受板

デッカ受信機……………………H3-620

保持具用の台座材……………L2-122

デッキ材…………………………L6-140〜140C

出入口の縦枠……………………L5-1513

デッキ材用幅調整材……………L6-141

出入口用水切り…………………L5-104

デッキチェア……………………D2-14J

出入口用水切り材………………L5-104

デッキ板

出入口の枠材……………………L5-130

エスカレータ用

出入口枠用水切り………………L5-104

デッキ板…………………G1-1291

出入口枠用水切り材……………L5-104

デッキ板材

出入口枠用溝ふさぎ……………L5-107

エスカレータ用

出入口枠用溝ふさぎ材…………L5-107

デッキ板材………………G1-1291
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デッキプレート…………………L6-140

出窓用上枠材……………………L5-100

デッキプレート

出窓用受皿材……………………L5-103

支持金具………………………L4-3390

出窓用上枠………………………L4-2112

デッキプレート

出窓用上枠材……………………L4-2112

側端部幅調整板………………L6-141

出窓用縁材………………………L5-103

デッキプレート

出窓用方立て……………………L5-1700

谷用セル構成カバー…………L6-141

出窓用方立材……………………L5-1700

デッキプレートの

出窓用外周枠……………………L5-132

セルラ…………………………L6-141

出窓用額縁材……………………L5-100

デッキプレートの

出窓用地板材……………………L5-103

耐火被覆用面戸………………L4-3390

出窓用縦枠………………………L5-100、L5-1513

デッキプレートの

出窓用縦枠材……………………L5-100、L5-143、

谷用セル………………………L6-141

L5-1513

デッキプレート面戸……………L4-331、L4-3390

出窓用天板アタッチ材…………L5-100

デッキプレート山用

出窓用無目………………………L5-164

セル構成カバー………………L6-141

出窓用無目材……………………L5-1600

デッキプレート用

出窓用鼻隠し……………………L4-2113

小口塞ぎ具……………………L6-141

出窓用縁材………………………L5-100

デッキプレート用

出窓用縁枠………………………L5-103

スペーサー……………………L1-431

出窓用回し縁……………………L5-103

デッキプレート用底蓋…………L6-141

出窓用回し縁材…………………L5-103

デッキプレート用

出窓用屋根………………………L4-220

端部塞ぎ板……………………L4-2110、L4-3390

出窓用屋根ユニット……………L4-220

デッキプレート用

出窓用床板………………………L5-103

天端定規………………………L1-40

出窓用枠構成部材………………L5-100

デッキプレート用

出窓用枠材………………………L4-4121、L5-100、

止め金具………………………L4-3190〜31910

L5-103

デッキプレート用

出窓枠材用カバー………………L5-103

固定金具………………………L4-191

出窓枠取付用

デッキ用連結材…………………L4-191

補助縦枠材……………………L5-100

電動オルガン……………………E4-51A

デリック…………………………G1-210

＊＊デバイダー………………………F2-331
デバイダー
製図用デバイダー……………F2-331

＊＊電圧計……………………………J1-40〜44C
＊ 電圧調整器………………………H2-221
＊ 電圧差計…………………………J1-40〜44C

＊ 出刃包丁…………………………C6-3110

電解イオン水生成器……………K6-40

デフレクター

電界強度

自動車用
デフレクター………………G2-2953

測定器用発信器………………J1-450
＊＊電解コンデンサー………………H1-411

デプスゲージ……………………J1-120

電解コンデンサ用端子…………H1-419

＊ 出窓………………………………L5-1261

電解槽……………………………K6-3

出窓地板用水切り材……………L5-100

電解槽

出窓付きエアー

食塩電解槽…………………K6-3

コンディショナー……………D4-30

水電解槽……………………K6-3

出窓付き洗面化粧台……………L5-1261

電気アイロン……………………C3-810

出窓の屋根用縁材………………L4-221

電気揚げ物機……………………K4-70

出窓補強部材……………………L5-100

電気油揚げ器……………………K4-70

出窓ユニット……………………L5-1261

電気あんか………………………D4-13

出窓用アタッチ材………………L5-100
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〔デン〕
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物品の名称

電気按摩器………………………J7-16〜J7-16A

電気かみそり用

J7-16C〜16D

外刃押え………………………B7-2391

電気糸鋸…………………………K1-3150

電気かみそり用

電気井戸ポンプ…………………K8-50

刃保護キャップ………………B7-2392

電気泳動槽セル…………………K6-70

電気かみそり用

電気鉛筆削り器…………………F2-1232
＊ 電気オーブン……………………C6-4310〜4310BA

意匠分類の記号

保護キャップ…………………B7-2392
＊ 電気缶切機………………………C6-2211

電気オルガン……………………E1-51〜51A

電気かんな………………………K1-312

電気温灸器………………………J7-51

＊ 電気かんな用胴…………………K1-425

電気音響機器用

＊ 電気かんな用刃…………………K1-425

ツマミ…………………………H1-04

電気釜……………………………C5-4121〜4121CA

電気温水器………………………K8-31

電気機関車おもちゃ……………E1-6321

電気温風機………………………D4-311〜311BD、

電気機器収納箱の

D4-315〜315A

扉用取手………………………H2-593

電気温風器………………………D4-311〜311BD、

電気機器収納箱の

D4-315〜315A

扉用ラッチ……………………H2-593

電気温風暖房器…………………D4-311〜311BD、

電気機器収納箱の

D4-315〜315A

扉用ハンドル…………………H2-593

＊＊電気カーペット…………………C1-31

電気機器用収納箱用蝶番………H2-594

電気カーペットカバー…………C1-390

電気機器収納箱用

＊ 電気カーペット用

ハンドル………………………H2-593

カバー…………………………C1-390

電気機器収納ボックスの

＊ 電気カーペット用リモ

扉用プッシュロック…………H2-593

ートコントローラー…………H2-62〜62F

電気機器収納ボックスの

＊ 電気回路計………………………J1-40〜44C

扉用ロックハンドル…………H2-593

電気回路測定器…………………J1-43

電気機器収納ボックスの

電気加湿器………………………D4-331〜331C

扉用蝶番………………………H2-594

＊＊電気蚊取り器……………………C4-3220A
＊ 電気蚊取り器用マット…………C4-3221

電気機器扉用蝶番………………H2-594
＊ 電気機器用

＊＊電気かみそり……………………B7-230〜230E
＊ 電気かみそり

キャビネット…………………H1-03
＊ 電気機器用筐体…………………H1-03

掃除用ブラシ…………………C3-210

電気機器用錠の鍵………………M3-223

＊ 電気かみそり陳列台……………F5-210

電気機器用錠の鍵材……………M3-223

＊ 電気かみそり用内刃……………B7-2391

電気機器用錠前の鍵材…………M3-223

電気かみそり用内替刃…………B7-2391

＊＊電気機器用つまみ………………H1-04

電気かみそり用

＊ 電気機器用取手…………………H1-04

替刃ケース……………………B7-2392

電気機器用把手…………………H1-04

電気かみそり用

電気機器用ブッシング…………H1-223

カッター………………………B7-2391

＊ 電気機器用放熱器………………H1-02

＊ 電気かみそり用カバー…………B7-2392

＊ 電気機器用放熱板………………H1-02

＊ 電気かみそり用ケース…………B7-2392

＊ 電気器具おもちゃ………………E1-6110

＊ 電気かみそり用充電器…………B7-2392
電気かみそり用
スタンド………………………B7-2392

電気器具載置棚…………………D2-5321B
＊ 電気機器用プラグ………………H1-3421〜3421D
＊＊電気ギター………………………E4-31

電気かみそり用
掃除ブラシ……………………B7-2392

電気ギタースタンド……………E4-00
＊ 電気ギター用ケース……………E4-91

＊ 電気かみそり用外刃……………B7-2391

電気ギター用増幅器……………E4-150
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物品の名称

＊ 電気ギター用

意匠分類の記号

電気こんろ付

ピックアップ…………………E4-39

サービスワゴン………………C6-450

電気ギター用ブリッジ…………E4-39

電気こんろ付き

電気釘打機………………………K1-34

テーブル………………………D2-30C

電気草刈り機……………………K3-1430D

電気こんろ付

＊＊電気靴磨き機……………………C3-11

電気オーブン…………………C6-452

＊ 電気ケーブル……………………H1-110〜110A

電気こんろ付き流し台…………D5-1201

電気ケーブル用

電気サーベルソー………………K1-3150

延線ローラー…………………H2-410

電気酒かん器……………………C5-421

電気ケーブル用乾燥機…………K0-41

電気殺虫器………………………C4-321

電気ケーブル用

電気さび落し機…………………K1-35

ブッシング……………………H1-223

電気サンダー……………………K1-322

電気ケーブル用

電気座いす………………………D2-12

防護カバー……………………H1-222

電気座布団………………………C1-20

電気計測器………………………J1-42

電機子……………………………H2-19

電気毛玉取り器…………………C3-10

電気敷毛布………………………C1-12

電気弦楽器用

電気三味線………………………E4-30

圧電ピックアップ……………E4-39

電気車両用

電気刻印機………………………K7-1104

主抵抗器タワミ風道…………G2-19

＊＊電気こたつ………………………D4-120

電気車両用

電気こたつ板……………………D2-312

主電動機妻風動口……………G2-19

電気コタツ用木枠………………D4-120

電気集塵機………………………C3-410〜410D

電気こたつ用天板………………D2-312
電気こたつ用発熱体……………D4-129

電気ジグソー……………………K1-3154
＊ 電気自動販売機…………………J5-101

＊＊電気こたつ用ヒーター…………D4-129
＊ 電気こたつ用リモート

電気炊飯器………………………C5-4121〜4121CA
＊＊電気スタンド……………………D3-332〜332E

コントローラ…………………H2-62〜62F

電気スタンド

＊ 電気コネクター…………………H2-340〜3432AA

時計付き

＊ 電気コネクターカバー…………H1-222

電気スタンド……………D3-331

＊ 電気コネクター

ラジオ付き

カバー用クリップ……………H1-229
＊ 電気コネクター
ハウジング……………………H2-340〜3432AA
＊ 電気コネクター

電気スタンド……………D3-331
＊ 電気スタンドおもちゃ…………E1-6110
＊ 電気スタンド支持金具…………D3-3390
＊ 電気スタンド取付け具…………D3-3390

保持ケース……………………H1-391

電気スタンド用底蓋……………D3-3390

＊ 電気コネクター用

電気スタンド用アーム…………D3-3390

係止保持具……………………H1-390

＊＊電気スタンド用笠………………D3-3391

電気コネクター用カバー………H1-222

電気スタンド用基台部…………D3-3390

電気コネクター用

電気スタンド用

パッキング……………………H1-222

支持アーム……………………D3-3390

電気コネクター用

電気スタンド用

防水カバー……………………H1-222

支持金具………………………D3-3390

電気コネクター用防水栓………H1-222

電気スタンド用支持脚…………D3-3391

電気コネクター用
防水パッキン…………………H1-222
電気コンセント付き

電気スタンド用支持具…………D3-3390
＊ 電気スタンド用支柱……………D3-3390
＊ 電気スタンド用台………………D3-3390

ガスコック……………………M2-521

電気スタンド用台座……………D3-3391

＊ 電気こんろ………………………C6-442〜442D
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〔デン〕
意匠分類の記号

物品の名称

電気スタンド用

電気掃除機用

取付け具………………………D3-3390

吸込みノズル…………………C3-419

＊＊電気ストーブ……………………D4-21

電気掃除機用

電気ストーブ用

手元スイッチ…………………C3-419

前面反射板……………………D4-290

電気掃除機用

電気ストーブ用
ヒーター………………………D4-290
＊ 電気スリッパ……………………D4-16

意匠分類の記号

フィルター……………………C3-419
＊ 電気掃除機用ブラシ……………C3-419
＊ 電気掃除機用

電気接触器………………………H1-62

ホース継ぎ手…………………C3-419

＊ 電気接触子………………………H1-322〜322AA

電気掃除機用床ブラシ…………C3-419

＊ 電気接続器………………………H1-30〜35

電気足温器………………………D4-16

電気接続器用カバー……………H1-222

電気端子用カバー………………H1-222

電気接続用ハウジング…………H1-3430〜3432B

電気チェーン

＊ 電気接続クリップ………………H1-321B
＊ 電気接続端子……………………H1-320〜321B
電気接続端子カバー……………H1-222

ブロック本体…………………G1-22
＊＊電気蓄音機………………………H4-210〜211
＊ 電気蓄音機用

電気接続端子

キャビネット…………………H4-4291

保護カバー……………………H1-222

電気調理機器収納用

電気接続端子

ワゴンテーブル………………D2-42

絶縁カバー……………………H1-222

電気つめ磨き器…………………B7-142

電気接続端子用
絶縁キャップ…………………H1-222
電気接続用
高周波同軸コネクター………H1-3426

電気つめやすり…………………B7-142
＊ 電気抵抗計………………………J1-40〜44C
＊ 電気滴定分析計…………………J1-523
＊＊電気天ぷらなべ…………………C5-4121CA

電気接続用

電気天ぷら鍋……………………C5-4121CA

端末キャップ…………………H1-312

電気動力計………………………J1-510

＊＊電気洗濯機………………………C3-520〜520C

電気ドライバー…………………K1-331

＊ 電気洗濯機用

電気ドリル………………………K1-3140

糸くず取り……………………C3-529

電気ドリルのスタンド…………K1-3149

＊ 電気洗濯機用

電気ドリルスタンド……………K1-3149

からみ防止具…………………C3-529
電気洗濯機用の
排水口金具……………………L2-450

電気ドリル本体…………………K1-3140〜3140B
＊ 電気ナイフ研ぎ機………………K1-324
＊＊電気なべ…………………………C5-4121〜4121CA

＊＊電気洗濯機用

電気のこぎり……………………K1-3150

排水ホース……………………C3-529
＊ 電気洗濯機用ふた………………C3-529

電気配線束ね具…………………H2-46〜46A
＊＊電気はさみ………………………K1-135

＊＊電気掃除機………………………C3-410〜410E

電気鼻毛切り器…………………B7-21

電気掃除機おもちゃ……………E1-6110

電気鼻毛そり器…………………B7-21

電気掃除機の吸込口……………C3-419

＊＊電気歯ブラシ……………………C4-143

＊ 電気掃除機本体…………………C3-410〜410E

＊ 電気歯ブラシ本体………………C4-143

＊ 電気掃除機用

＊ 電気歯ブラシ用充電器…………C4-26

エアーフィルター……………C3-419

＊＊電気歯ブラシ用ブラシ…………C4-143

＊ 電気掃除機用ケース……………C3-419

＊ 電気刃物研ぎ機…………………K1-324

電気掃除機用集塵袋……………C3-419

電気半田こてのこて先…………K1-02

電気掃除機用集塵容器…………C3-419

電気ハンマー……………………K1-34

電気掃除機用

＊＊電気バリカン……………………B7-351

吸い込み口……………………C3-419

電気バリカン用
刃カバー………………………B7-359
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＊ 電気火鉢…………………………D4-11

＊＊電気床磨き機……………………C3-420

＊＊電気ピアノ………………………E4-52〜52A

＊＊電気床磨き機用ブラシ…………C3-429

電気ピアノ用フレーム…………E4-59

電気湯沸かし……………………C5-422

電気部品用放熱器………………H1-02

電極………………………………H1-00

電気ヘアーカッター……………B7-351
＊ 電気包丁…………………………C6-3111

電極用クリップ…………………H1-321B
＊＊電気溶接機………………………K7-140

＊ 電気包丁研ぎ機…………………K1-324

電気溶接機用

＊ 電気保温盆………………………C5-432

溶接棒保持具…………………K7-1491

電気保温盆用天板………………C5-432

電気溶接製管機…………………K7-140

電気保温ポット…………………C5-316〜316A

電気リズム発生器………………E4-01

電気保冷盆………………………C5-432

電気リベット打ち機……………K1-34

＊ 電気ポット………………………C5-421

電気ルーター……………………K1-313

電気マイクロメーター…………J1-122

＊ 電気ろうそく……………………D3-242

電気マッサージ器………………J1-16〜16A

電気炉用発熱体…………………K0-490

16C〜16D

電気炉用ヒーター………………K0-490

電気マッチ………………………B6-40
＊ 電気まゆ毛そり器………………B7-230
電気丸のこ………………………K1-3151

電撃殺虫器………………………C4-321
＊ 電源用周波数変換器……………H2-20
＊ 電源用整流器……………………H2-210

電気モータ………………………H2-120
電気毛布…………………………C1-12

電光掲示板………………………F5-10〜10C
＊＊電工ナイフ………………………K1-110

＊ 電気毛布用リモート
コントローラー………………H2-62〜62F

電光表示器………………………F5-10〜10C
＊＊電光表示盤………………………F5-10〜10C

電気焼ごて………………………K1-02

電工用ナイフ……………………K1-110

電気やぐらこたつ………………D4-120

電弧熔接機用

＊ 電球………………………………D3-110
電球

集塵機本体……………………K6-13
＊ 伝言板……………………………F2-421〜421A

クリスマス用

電算写真植字機用

装飾電球…………………D3-112

出力機…………………………K0-230

シールドビーム

電算写真植字機用

電球………………………D3-1130

組版校正機……………………K0-230

写真用閃光電球……………D3-1130
集魚灯用電球………………D3-1130

電子アコーディオン……………E4-60A
＊＊電子オルガン……………………E4-60A〜60AC

照明用

電子オルガンおもちゃ…………E1-512

ハロゲン電球……………D3-110
赤外線電球…………………D3-1130

電子オルガンカバー……………E4-91
＊ 電子オルガン付き

装飾電球……………………D3-112

電気蓄音機……………………H4-2111

装飾用電球…………………D3-112

電子オルガン付録音機…………E4-60〜60AC

道路照明用電球……………D3-1130
白熱電球……………………D3-111

電子オルガン用カバー…………E4-91
＊ 電子オルガン用

表示灯用電球………………D3-1131

譜面立て………………………E4-59

ボール電球…………………D3-111

電子回路用コイル………………H1-430

豆電球………………………D3-111
＊ 電球カバー………………………D3-1191

＊＊電子管用ソケット………………H1-3443
＊ 電子楽器…………………………E4-60

＊ 電球支持具………………………D3-1191

電子楽器用

＊ 電球保護キャップ………………D3-1191

フットペダル…………………H1-523

＊ 電球用口金………………………D3-1190

電子楽器用ペダル………………H1-523

＊ 電球用ソケット…………………H1-3441〜3441A

電子楽器用ラック………………D2-5321A

＊ 電球用火屋………………………D3-1190
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電子機器及び通信機器

意匠分類の記号

電子計算機用

設置台…………………………D2-41B

紙テープ読取穿孔機…………H5-441

電子機器載置台…………………D2-41B

電子計算機用

電子機器収納用

紙テープ読取り機……………H5-441

キャビネット…………………H1-03

電子計算機用

＊ 電子機器用キャビネット………H1-03

紙テープ穿孔機………………H5-441

＊ 電子機器用筺体…………………H1-03

電子計算機用

電子機器用ケース………………H1-03

漢字印字機……………………H5-450〜450B

電子機器用載置台………………D1-41A〜41B

電子計算機用

電子機器用

プリンター……………………H5-450〜450B

収納キャビネット……………H1-03

電子計算機用

電子機器用ダイヤル……………H1-04

記憶カード……………………H4-410

電子機器用机……………………D2-41B

電子計算機用

＊ 電子機器用つまみ………………H1-04

光学カード読取機……………H5-440〜440B

＊ 電子機器用取手…………………H1-04

電子計算機用

電子機器用把手…………………H1-04

光学マーク読取機……………H5-440〜440B

＊ 電子機器用表示板………………H1-721

電子計算機用

電子機器用プリンタ

光学文字読取機………………H5-440〜440B

置台……………………………D2-533A

電子計算機用

＊ 電子機器用放熱器………………H1-02

読取機用ソーター……………H5-922

＊ 電子機器用放熱板………………H1-02

電子計算機用

＊＊電子計算機………………………H5-1〜1B

サーマルプリンター…………H5-450〜440B

電子計算機印字機用

電子計算機用載置台……………D2-41〜41B

カートリッジ…………………H5-921

電子計算機用作図機……………H5-451

電子計算機置台…………………D2-41B

電子計算機用

電子計算機おもちゃ……………E1-663

座標指示機……………………H5-924

電子計算機及び

電子計算機用

時計付ラジオ受信機…………J4-54

磁気カード読取り機…………H5-450〜440B

電子計算機載置台………………D2-41B

電子計算機用

電子計算機積載用机……………D2-41B

磁気テープ機…………………H5-31〜31A

電子計算機付そろばん…………F2-510

電子計算機用

電子計算機付

磁気テープ記憶機……………H5-31〜31A

テープレコーダ………………J4-54

電子計算機用

電子計算機

磁気ディスク記憶機…………H5-30〜30B

入力用カード…………………F3-1120

電子計算機用

＊ 電子計算機用

磁気ディスク機………………H5-30〜30B

演算制御機……………………H5-2〜2BA

電子計算機用

電子計算機用印字機……………H5-450〜450B

磁気ドラム機…………………H5-30〜30B

電子計算機用エックス

電子計算機用

ワイプロッタ…………………H5-451

自動紙送り機…………………H5-922

電子計算機用置台………………D2-41B

電子計算機用スタンド…………D2-41C

電子計算機用

電子計算機用台…………………D2-41〜41B

カード読取機…………………H5-440〜440B

電子計算機用机…………………D2-41B

電子計算機用紙送り機…………H5-922

電子計算機用テーブル…………D2-41B

＊ 電子計算機用

電子計算機用

紙カード穿孔機………………H5-440〜440B

データー表示機………………H4-332

＊ 電子計算機用

電子計算機用

紙カード読み取り機…………H5-440〜440B

データ印字機…………………H5-450〜450B
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電子計算機用データー

物品の名称
＊ 電子計算機用マイクロ

出力機用紙カセット…………H5-922

フィルム出力機………………H5-450〜450B

電子計算機用
データ入力機…………………H5-41〜41B

電子計算機用マウス……………H5-924
＊ 電子計算機用

電子計算機用

文字表示機……………………H5-43〜43B

データ入力端末機……………H5-41〜41B

電子計算機用

電子計算機用
データ表示機支持台…………D2-41

文字読取機……………………H5-440〜440B
＊ 電子計算機用

＊ 電子計算機用

ラインプリンター……………H5-450〜450B

データ表示機…………………H4-332

電子計算機用ライン

電子計算機用電話機付

プリンタ用紙収納機…………H5-922

データ表示機…………………H4-3450

電子計算機用

＊ 電子計算機用入出力

ラインプリンター

タイプライター………………H5-42〜42B

給紙セット……………………H5-922

電子計算機用

電子計算機用ラック……………D2-41B

入力端末機……………………H5-41〜41B

電子計算機用

電子計算機用表示機……………H4-332

レーザープリンター…………H5-450〜450B

電子計算機用フロッ

電子計算機用ワゴン……………D2-41B

ピーディスク機………………H5-30〜30B

電子血圧計………………………J7-331

＊＊電子計算機用
プリンター……………………H5-450〜450B

電子鍵盤楽器……………………E4-60A〜60AC
＊＊電子顕微鏡………………………H0-23

電子計算機用プリン

電子顕微鏡用鏡体………………H0-23

ター収納ボックス……………D2-533

電子顕微鏡用

電子計算機用

試料像表示器…………………H0-23

プリンター収納棚……………D2-533A

電子交換機………………………H3-40

電子計算機用プリン

電子黒板…………………………F2-420

ターの印字ヘッド……………H5-911

電子黒板用プリンター…………H5-450

電子計算機用

電子サイレン……………………H4-1213

プリンター用インク

電子式卓上

リボンカードリッジ…………H5-921

計算機付ライター……………B6-41

電子計算機用プリンタ

電子写真複写機…………………J4-21

ーのリボンカセット…………H5-921
電子計算機用

電子書類記憶機用置台…………D2-41B
＊＊電子ジャー………………………C5-430A

プリンター用給紙器…………H5-922

電子錠モニターテレビ

電子計算機用プリン

付インターホン………………H4-3450

ター用シートガイド…………H5-922

電子スチールカメラ……………H4-312

電子計算機用プリン

電子製版機………………………K0-21

ターのトラクター……………H5-922

電子素子

電子計算機用
プリンターの

意匠分類の記号

整列用パレット………………G1-510
＊ 電子体温計………………………J1-23〜23B

ロール紙ホルダー……………H5-922

電子体温計本体…………………J1-23

電子計算機用

電子卓上計算機…………………J4-52〜53A

プリンタ置台…………………D2-533A

電子卓上計算機付

電子計算機用プリンタ

テープレコーダ………………J4-54

の給紙カセット………………H5-922

電子厨芥処理器…………………K0-52

電子計算機用

電子ドラム………………………E4-60

プロッター……………………H5-451

電子ノギス………………………J1-120
電子はかり………………………J1-210〜210B
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＊＊電子ピアノ………………………E4-60A〜60AC

意匠分類の記号

電子レンジ用

＊ 電子ピアノ用譜面立て…………E4-59

ターンテーブル………………C6-4319

電子ファイル用

電子レンジ用ワゴン……………D2-41C

画像読取り機置台……………D2-41B

＊＊電信機……………………………H3-510

電子ファイル用机………………D2-41B

＊ 電信機用電鍵……………………H3-519

＊ 電子複写機………………………J4-21〜21B

電信中継交換機…………………H3-511

電子複写機用置台………………J4-41、J4-290

電磁往復圧縮機…………………K8-611

電子複写機用載置台……………D2-41B
電子複写機用

電磁往復ポンプ…………………K8-511
＊ 電磁オシログラフ………………J1-46

自動給紙台……………………J4-290

＊＊電磁開閉器………………………H1-530A、H1-62

電子複写機用

電磁開閉器用

自動給紙器……………………J4-290

サージ電圧吸収器……………H2-31

電子複写機用台…………………D2-533AB、J4-290
電子複写機用丁合機……………J4-291

電磁切換弁………………………M2-51
＊＊電磁継電器………………………H1-61〜61C

電子複写機用排紙受皿…………J4-290
電子複写機用

電磁雑音防止用コイル…………H1-430
＊ 電磁石……………………………H1-01

分配整理機……………………J4-291

電磁石

電子部挿入固定機………………K0-03

ドリルスタンド用

電子部品自動装着機……………K0-03

電磁石……………………K1-3149

電子品部自動挿入器……………K0-03

電磁石用鉄芯板…………………H1-01

電子部品装着機…………………K0-03

＊ 電磁接触器………………………H1-62

電子部品挿入組付機……………K0-03

電磁接触器ケース………………H1-69

電子部品の

電磁接触器用

端子曲げ工具…………………K1-221

サージ電圧吸収器……………H2-31

電子部品の搬送用容器…………G1-50〜50B

電磁接触器用

電子部品ハンダ付用

冷却ファン……………………H1-02

赤外線ヒーター………………K0-03
電子部品用絶縁カバー…………H1-222

電磁遅延線用コイル……………H1-430
＊ 電磁チャック……………………K7-1922

電子部品用トレイ………………G1-510

電磁調理器………………………C6-442CA

＊ 電子マイクロメーター…………J1-122

電磁波遮蔽保護カバー…………H1-221

電子脈拍計………………………J7-330

電磁ブレーキ……………………K9-16

電子メトロノーム………………E4-11

電磁プランジャー………………H1-01

電車………………………………G2-11

＊ 電磁弁……………………………M2-51

＊＊電車おもちゃ……………………E1-6321

電磁弁ブロック…………………M2-51

電車用

電磁ポンプ………………………K8-50

エアースポイラー……………G2-19

電磁ポンプ用本体………………K8-50

電柱バンド締付金具……………L2-169

＊ 電磁誘導加熱調理器……………C6-442CA

電子ライター……………………B6-43

電磁誘導加熱

電子リズム発生器………………E4-01

調理器付き座卓………………D2-311

＊＊電子レンジ………………………C6-4310〜4310BA

電磁誘導加熱

電子レンジ置台…………………D2-41〜41D、

調理器用上板…………………C6-44910

D2-5323

電磁流量計の検出器……………J1-320

電子レンジ載置用
収納キャビネット……………D2-5323

電線………………………………H1-110〜110A
＊＊電線管……………………………M2-31、H2-4220

電子レンジ付き流し台…………D5-1202

電線間隔保持器…………………H2-443

電子レンジ付冷蔵庫……………C6-51C

電線管コネクタ…………………H2-4221〜4221A

＊ 電子レンジ用回転台……………C6-4319

＊ 電線管材…………………………M2-31、L2-410

＊ 電子レンジ用加熱容器…………C6-4319

＊ 電線管接続具……………………H2-4221〜4221A
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電線管理接続具付

意匠分類の記号

電線の保護カバー………………H1-221

配管仮止具……………………H2-4229

電線引込口………………………H2-4250

＊＊電線管

電線引出し口……………………H2-4250

ターミナルキャップ…………H2-4250

電線引出口用

＊ 電線管端部キャップ……………H2-4229

保護カバー……………………H2-4250

電線管配管用ボックス…………H2-4230

電線引留金具…………………H2-4410

＊ 電線管用エント

電線引留クランプ………………H2-4410

ランスキャップ………………H2-4250

電線被覆剥離工具………………K1-277

＊ 電線管用

電線表示具………………………H1-119

ケーブル牽引具………………H2-410

電線標示リング…………………H1-119

電線管用端末キャップ…………H2-4229

電線分離留具……………………H2-46

電線挟持具………………………K0-03

電線保護カバー…………………H1-221

電線係止具………………………H2-4260〜4260A

電線保護

＊ 電線結束具………………………H2-46〜46A

カバーの装着具………………K1-250

＊ 電線結束バンド…………………H2-46A

電線保持具………………………H2-4260〜4260A

電線結束用プラスチッ
クバンド締付切断具…………K0-62

電線保持固定具…………………H2-4260〜4260A
＊ 電線防護カバー…………………H1-221

電線ゲージ………………………J1-127

電線巻枠…………………………H2-411

電線固定具………………………H2-4260〜4260A

電線用皮剥器……………………K1-227

＊ 電線支持具………………………H2-442A

電線用皮剥ぎ具…………………K1-227

電線集束テープ巻き機…………K0-03〜K0-62
＊ 電線接続器………………………H1-313

電線用ゲージ……………………J1-127
＊ 電線用合成樹脂覆着機…………K0-03

電線接続子圧着具………………K1-261

＊ 電線用接続金具圧接器…………K1-261

＊ 電線接続スリーブ………………H1-311

電線用絶縁カバー………………K1-261

＊ 電線接続用

＊ 電線用端子自動圧着機…………K0-03

端末キャップ…………………H1-312

電線用端子插入機………………K0-03

電線接続用

電線用端部ねじり工具…………K1-227

分岐スリーブ…………………H1-11

電線用ナイフ……………………K1-227

電線切断及び連続

電線用ナイフの刃………………K1-227

端子自動圧着機………………K0-03

＊ 電線用標識………………………H1-119

電線切断機………………………K0-03

電線用標識札……………………H1-119

電線端子圧接工具………………K1-261

電線用表示具……………………H1-119

＊ 電線端子圧着器…………………K1-261

電線用ブッシング………………H1-223

電線端子圧着機…………………K0-03

電線用保護カバー………………H1-221

電線端子圧着治具………………K1-261

電線用撚り機……………………K1-330

電線端部識別子帯………………H1-119

電池

電線端末絶縁カバー……………H1-222

乾電池………………………H1-81

電線着雪

空気電池……………………H1-80

防止リング装着機……………K0-03

湿電池………………………H1-80

電線天井引出口…………………H2-4250

水銀電池……………………H1-81

＊＊電線止めくぎ……………………H2-4260A

太陽電池……………………H1-83

＊＊電線止めクリップ………………H2-4260

燃料電池……………………H1-80

電線止め具………………………H2-4260〜4260A

電池ケース………………………H1-891

電線等の鳥害防止具……………K3-130、H1-221

電池ケース付

電線捩れ防止器…………………H2-443

直流電動機……………………H2-120

電線の皮剥き用ナイフ…………K1-110

電池収納ケース…………………H1-891

電線の切断

電池チェッカー…………………H1-550、J1-510

被覆剥ぎ取り器………………K1-227

電池ドリル………………………K1-3140A
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電池ボックス……………………H1-891

電柱用配線腕金…………………H2-444

＊＊電柱………………………………L2-162

電柱用貼紙防止板………………L2-169

電柱足場の

電柱用貼紙防止標識板…………L2-169

ボルト穴埋栓…………………L2-169

＊＊電柱用バンド……………………L2-169

電柱キャップ……………………L2-169

電柱用バンド締具………………L2-169

電柱固定具………………………L2-169

電柱用バンド

電柱用支持アーム………………H2-444

締付け金具……………………L2-169

電柱用支持金具…………………H2-444

電柱用引込線支持金具…………H2-444

電柱支線保護カード……………L2-16

電柱用避鳥具……………………L2-169

電柱支線用がいし………………H1-210

電柱用変圧器取付金具…………H2-444

電柱支線用耐雪器………………L2-169

＊ 電柱用防護板……………………L2-169

電柱締付

電柱用銘板………………………L2-169

バンド用サドル………………L2-169

電灯

電柱上器具取付金具……………H2-444

懐中電灯……………………D3-511〜511D

電柱取付け用植木鉢……………K3-15690

携帯電灯……………………D3-521〜521B

電柱搬送用支持台車……………G1-00

信号警報器付き

電柱バンド締付け金具…………L2-169

懐中電灯…………………D3-512

電柱防護板………………………L2-169

信号警報器付き

電柱用アース線

手提電灯…………………D3-522

保護カバー……………………H1-221

自転車取付け電灯…………D3-521A〜521B

電柱用アーム……………………H2-444

手提電灯……………………D3-521〜521B

＊＊電柱用足場金具…………………L2-169

非常用懐中電灯……………D3-512

電柱用足場取付け金具…………L2-169

非常用携帯電灯……………D3-512、D3-522

＊ 電柱用腕金………………………H2-444

非常用手提電灯……………D3-522

電柱用機器支持材………………H2-444

電動アクチュエーター…………K9-17

電柱用機器取付け金具…………H2-444

電動あんま器……………………J7-16、J7-16A

電柱用キャップ…………………L2-169

電動糸鋸…………………………K1-3150

電柱用継柱………………………L2-169

電動衣服ブラシ…………………C3-212

電柱用継柱金具…………………L2-169

電動ウインチ……………………G1-20

電柱用継柱管……………………L2-169

電動運搬車………………………G2-50

電柱用高圧碍子

電動遠心ポンプ…………………K8-522

支持金具………………………H2-444
電柱用支線アンカー……………L2-169

＊＊電動鉛筆削り器…………………F2-1232
＊＊電動オルガン……………………E4-51〜51A

＊ 電柱用支線カバー………………L2-169

電動オルガン用鍵盤……………E4-59

電柱用支線ガード………………L2-169
電柱用支線取付け金具…………L2-169

電動カーテン駆動具……………L5-590
＊ 電動加算機………………………J4-51

電柱用支線バンド………………H2-444

電動刈払い機……………………K3-1430D

電柱用支線引留バンド…………H2-444

電動皮むき機……………………K4-30

電柱用支線保護カバー…………L2-169

電動瓦切断機……………………K7-30

電柱用締付け具…………………H2-444

電動缶切機………………………C6-2211

電柱用締付バンド金具…………L2-169

電動かんな用胴…………………K1-425

電柱用接地線引出口……………H2-4250

電動かんな用刃…………………K1-425

電柱用電気機器

電動機付真空ポンプ……………K8-50

取付け金具……………………H2-444

電動機付四輪車…………………G2-20

電柱用取付梯子…………………L2-169

＊ 電動機用インバーター…………H2-20

電柱用根かせ……………………L2-169

電動機用回転子…………………H2-19

電柱用配線支持金具……………H2-444

電動機用コイル…………………H2-19

電柱用配線槍出し金具…………H2-444

電動機用固定子…………………H2-19
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電動機用刷子保持器……………H2-19

意匠分類の記号

＊ 電動体取付け用

電動機用支持金具………………H2-19

携帯卓上糸のこ………………K1-3152

電動機用ステータコア…………H2-19

＊ 電動体取付け用

電動機用

携帯ジグソー…………………K1-3154

スライドベース………………H2-19

＊ 電動体取付け用

電動機用整流子…………………H2-19

携帯グラインダー……………K1-321

電動機用鉄心……………………H2-19

＊ 電動体取付け用

電動機用電機子…………………H2-19

携帯サンダー…………………K1-322

電動機用フレーム………………H2-19

電動取付用ジグソー……………K1-3154

電動機用ブラケット……………H2-19

電動取付用ルーター……………K1-313

電動機用ブラシ…………………H2-19

電動たがね………………………K1-35

電動草刈機………………………K3-1430D

電動つめやすり…………………B7-142

＊ 電動車いす………………………G2-20、J7-71

電動鉄筋カッター………………K7-11030

電動毛玉取り器…………………C3-10

電動鉄筋曲機……………………K7-130

電動牽引車………………………G2-20、G2-221

電動ドライバー…………………K1-3140、K1-331

電動研磨機………………………K7-1161

電動ドライバー本体……………K1-331

電動工具収納用ケース…………K1-53

電動ドライバー用

電動工具用工具箱………………K1-53

チャック………………………K7-1921

電動工具用電動体………………K1-30

電動ドライバー用

電動コッター

ねじ供給器……………………K1-39

ピン引き抜き機………………K1-30

電動ドライバー用

電動三輪牽引車…………………G2-221

ねじ締付深さ調整具…………K1-39

電動三輪車………………………G2-20、G2-30、G2-30D

電動ドライバー用本体…………K1-331

電動三輪車用いす………………D2-150

電動ドリル………………………K1-3140、K1-3140B

電動芝刈機………………………K3-1430C

電動ドリルスタンド……………K1-3149

電動芝刈機の

電動ドリル本体…………………K1-3140A

電動機カバー…………………K3-14390

電動ナイフ研ぎ機………………K1-324

電動射出成形機…………………K7-40

電動ニッパー……………………K1-311

電動シリンダー…………………K9-17

電動ニブラシャー………………K1-311

伝導軸用接手……………………K9-15

電動乳鉢…………………………K6-20

電動ジグソー……………………K1-3154

電動はさみ………………………K1-134、K1-135、

＊ 電動字消し具……………………F2-1222
電動自転車………………………G2-40

K1-311
＊＊電動発電機………………………H2-13

＊＊電動ステープラー………………F2-8322

電動歯ブラシ……………………C4-143

電動穿孔機………………………F2-8322

電動歯ブラシ立て………………C4-26

電動剪定機………………………K2-1430、K3-1430C

電動歯ブラシ本体………………C4-143

K3-1430F

電動歯ブラシ用

電動剪定鋏………………………K1-134、K3-1430

充電台…………………………C4-26

電動操作ボールバルブ…………M2-520

電動歯ブラシ用

電動送排風機……………………K8-710

充電スタンド…………………C4-26

電動送風機………………………K8-70

電動歯ブラシ用

電動送風機用羽根………………K8-791

スタンド………………………C4-26

電動帯研磨機……………………K7-1161C

電動歯ブラシ用台………………C4-26

電動体取付用糸のこ……………K1-3150

電動刃物研ぎ機…………………K1-324

＊ 電動体取付け用

電動パイプ面取り機……………K1-310

携帯かんな……………………K1-312
＊ 電動体取付け用

電動布カッター…………………K1-311
＊ 電動ブラシ………………………C3-212

携帯ルーター…………………K1-313

電動弁……………………………M2-500
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＊ 電動ペーパーカッター…………F2-8212

物品の名称

意匠分類の記号

＊ 電話機台…………………………H3-3192、D2-41、

電動包丁研ぎ機…………………K1-324

D2-41D

電動ほぞ切り機…………………K7-23

電話機付

電動ボールバルブ………………M2-520

テレビジョン受像機…………H4-3450

電動ボルト切断機………………K1-311

電話機付データ表示機…………H4-3450

電動ポンプ………………………K8-50

電話機付モニター

電動丸鋸機用定規………………K7-29

テレビ受像機…………………H4-3450

電動みぞ切り機…………………K1-313

電話機取付台……………………H3-3192

電動油圧圧着機…………………K1-36

電話機本体

電動油圧鉄筋カッター…………K1-311

モニターテレビ付

電動床下収納庫…………………D1-38

インターホン…………………H4-3450

電動洋ばさみ研磨機……………K1-324

電話機本体用カバー……………H3-3193

電動リベッター…………………K1-34

電話機モニターテレビ

電動両軸リール…………………K2-50

付インターホン親機…………H4-3450

電動ルーター……………………K1-313

電話機用

電動レンチ………………………K1-332

オートダイアラー……………H3-323

＊ 電熱治療浴機……………………J7-56

電話機用

＊ 電波スイッチ……………………H1-555

自動ダイヤル発信機…………H3-323

＊＊伝票………………………………F3-1112
＊＊伝票つづり………………………F3-210

電話機用イヤホーン……………H4-143
＊ 電話機用応答記録器……………H3-324

伝票用紙…………………………F3-1112

電話機用置台……………………H3-3192

伝票用紙つづり…………………F3-210
＊＊電流計……………………………J1-40〜44C

電話機用拡声器…………………H3-321
＊ 電話機用カバー…………………H3-3193

電流検出器………………………H1-550

電話機用切換器…………………H3-322

電力ケーブル……………………H1-110〜110A

電話機用切替え中継器…………H3-322

＊＊電力計……………………………J4-40〜44C

電話機用コード…………………H1-110

＊ 電力計器集合盤…………………H2-63
電力検出センサ…………………H1-550
＊＊電力用コンデンサー……………H1-410
電力用抵抗器……………………H1-420

電話機用コンセント……………H1-340
＊ 電話機用敷物……………………C1-6
＊ 電話機用消毒器…………………H3-3194
＊ 電話機用

＊＊電力用変圧器……………………H2-220

使用状態表示器………………H3-320

＊＊電力用巻き線抵抗器……………H1-420

電話機用

電力量測定器……………………J1-40〜44C

自動応答記録器………………H3-324

電話・インターホン付

電話機用

テレビ受像機…………………H4-3450

自動応答記録機………………H3-324

＊＊電話おもちゃ……………………E1-641

電話機用自動選番機……………H3-323

電話回線中継用
コネクタ………………………H1-340
電話回線用

電話機用ジャック………………H1-340
＊ 電話機用スピーカー……………H3-321
＊ 電話機用送受話器………………H3-3191

自動応答伝言再生器…………H3-324

電話機用

＊＊電話機……………………………H3-30〜310
電話機

送受話器受け具………………H3-3190
＊ 電話機用送受話器置台…………H3-3190

携帯電話機…………………H3-30
公衆電話機…………………H3-311

電話機用送受話器掛台…………H3-3190
＊ 電話機用

車載用電話機………………H3-312

送受話器カバー………………H3-3193

テレビ電話機………………E4-3450

電話機用

電話機おもちゃ…………………E1-641
電話機スタンド…………………H3-3192

送受話器ホルダー……………H3-3190
＊ 電話機用増幅器…………………H3-321
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電話機用
ダイヤル発信機………………H3-323

物品の名称

＊＊電話早見表………………………F2-7331
＊ 電話早見表用記入用紙…………F3-1130

電話機用

電話番号記入用紙………………F3-1130

ダイヤル表示板………………H3-3190
＊ 電話機用中継器…………………H3-320

意匠分類の記号

電話番号索引器…………………F2-7331
＊ 電話番号帳………………………F3-212

＊ 電話機用通話度数計……………H3-3190

電話番号発信機…………………H3-323

電話機用

電話番号早見器…………………F2-7331

通話料金表示器………………H3-320

電話番号早見器用

電話機用転送器…………………H3-320

記入用紙………………………F3-1130

電話機用電気接続器……………H1-340

電話番号早見器用台紙…………F3-1130

電話機用電鈴……………………H4-129

電話番号早見表…………………F2-7331

電話機用電話番号

電話番号札表示支持具…………H3-3190

カードホルダー………………H3-3190
電話機用

＊ 電話保安器函……………………H2-591
＊＊電話ボックス……………………L3-12

電話番号発信機………………H3-323

電話ボックス用屋根……………L4-210

電話機用取付台…………………H3-3192
電話機用内線呼出器……………H3-322

電話用台…………………………D2-41〜41D
＊ 電話用保安器……………………H2-31

電話機用ハンドセット…………H3-3191

電話用保安器取付板……………H2-592

＊ 電話機用番号表示器……………H3-3190

＊ 電話呼出し器……………………H3-322

電話機用分時計…………………J2-7

電話料金早見表…………………F2-531

電話機用プラグ…………………H1-340

電話料金表示器…………………H3-320

電話機用ペンホルダー…………F2-7215
＊ 電話機用芳香器…………………H3-3194
電話機用
マイクロフォン………………H4-110
電話機用
モジュラージャック…………H1-340
電話機用料金箱…………………H3-3190
電話機用ローゼット……………H1-340
＊＊電話交換機………………………H3-40
＊ 電話交換機用受付け台…………H3-41
＊ 電話交換機用監督台……………H3-41
電話交換機用
局線表示器……………………H3-49
＊ 電話交換機用試験器……………J1-511
＊ 電話交換機用中継台……………H3-41
＊ 電話交換機用表示盤……………H3-49
電話交換中継機…………………H3-40〜H3-41
電話室……………………………L3-12
電話自動応答記録
兼着信選択機…………………H3-324
電話自動応答
記録再生機……………………H3-324
＊ 電話自動
ダイヤル発信器………………H3-323
＊ 電話端子函………………………H2-591
＊ 電話台……………………………D2-41〜41D
電話帳用紙………………………F3-1130
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