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〔トー〕                          〔トイ〕 

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

 

〔と〕 

 

  戸 

    建物用戸……………………L5-12100 

    建物用折戸…………………L5-1220  

    建物用がらり戸……………L5-1230  

    建物用防火戸………………L5-1200  

    建物用よろい戸……………L5-1230  

    建物用枠付戸………………L5-111 

＊ トースカン………………………K1-00  

＊ トースター………………………C6-4320  

  トースター 

    オーブン 

     トースター………………C6-4320B 

  トースターカバー………………C5-511 

  トースター付き 

   コーヒーメーカー……………C6-4320  

  トースター付き 

   コーヒー沸かし………………C6-4320  

＊＊トースター用カバー……………C5-511 

＊ トースター用つり手……………C6-4329  

＊ トースター用焼き網……………C6-4329  

  トーチ……………………………D2-211 

  トーチ 

    溶接用トーチ………………K7-1491  

  トーチ用の火炎噴射 

   ノズル…………………………K1-01  

＊＊トーチランプ……………………K1-01  

  トーチランプの余熱器…………K1-01  

  トーチランプ用 

   バーナー………………………K1-01  

  トーンアーム……………………H4-42930 

  戸当り 

    家具用戸当り………………D2-903 

    ドア枠用戸当り……………L5-1020  

＊ 戸当り緩衝材……………………L5-1021  

   戸当り具 

    建具用戸当り具……………L5-95  

  戸当り具付き小物掛け…………D1-21、L5-95  

  戸当り 

   ゴム下がり止め具……………L5-90  

  戸当り材…………………………L5-1021  

  戸当りストッパー………………L5-95  

  戸当り部材 

    回転窓用戸当り部材………L5-1020  

    ドア枠用戸当り部材………L5-1020  

  戸当り枠材………………………L5-1020 

＊＊樋…………………………………L4-231～231D 

  樋 

    鎖樋…………………………L4-231E  

    化粧板付樋…………………L4-231D  

    竪樋…………………………L4-231C  

    谷樋…………………………L4-231A～231B 

    軒樋…………………………L4-231A～231B 

     這樋…………………………L4-231C  

    呼樋…………………………L4-2321  

＊ 樋あんこう………………………L4-2321  

＊＊樋受け……………………………L4-2391  

＊ 樋受け石…………………………L4-2391  

  樋受金具…………………………L4-2391  

  樋受金具用座金…………………L4-2390  

  樋受け金具………………………L4-2391  

  樋受け具…………………………L4-2391  

  樋受け支持具……………………L4-2390  

＊ 樋エルボ…………………………L4-2322E～2322F  

  樋かくし…………………………L4-2113  

＊ 樋飾り……………………………L4-2390  

  樋飾り板…………………………L4-2390  

  樋化粧板…………………………L4-2390  

＊ 樋材………………………………L4-231～231D 

  樋材 

    化粧板付樋材………………L4-231D  

     谷樋材………………………L4-231B  

＊＊砥石………………………………K1-281、K1-413 

  砥石 

    グラインダー 

     研削研磨砥石……………K1-413A～413C 

    グラインダー用 

     研削研磨砥石……………K1-413 

    研削盤用 

     回転円盤砥石……………K1-413 

    石材切断用ダイヤ 

     モンド砥石………………K1-412 

    切断用 

     回転円盤砥石……………K1-412 

    グラインダー用 

     回転円盤砥石……………K1-413 

  砥石車……………………………K1-413 

  砥石研磨器………………………K1-280 

  砥石修正器………………………K1-281 

   砥石修正具………………………K1-281、K1-411 

  砥石収納用腰袋…………………K1-51  

  樋支持金具………………………L4-2391  

  樋止水器…………………………L4-2323  

＊＊砥石台……………………………L4-281 
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〔トイ〕                          〔トウ〕 

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

  樋集水器…………………………L4-2321  

＊＊樋じょうご………………………L4-2321  

  樋接合管…………………………L4-2322、L4-2322C 

  樋タルキ固定金具………………L4-191C  

＊ 樋チーズ…………………………L4-2322E 

  樋付ガラス受材…………………L4-2112  

＊＊樋継ぎ手…………………………L4-2321～2322E  

  樋吊り金具………………………L4-2391  

  樋吊り具…………………………L4-2391  

＊ 樋取付け金物……………………L4-2391  

  樋取付具…………………………L4-2391  

  樋止り……………………………L4-2323  

＊＊樋止め……………………………L4-2323  

   とい止金具………………………L4-2391  

  樋の落葉受網支持具……………L4-2390  

＊ 樋曲り……………………………L4-2322D 

  樋曲り継手………………………L4-2322D 

  樋水止器…………………………L4-2323  

  とい水止…………………………L4-2323  

  とい用受ます……………………L4-2321  

＊ 樋用雨水飛散防止板……………L4-2390  

  とい用雨水飛散防止板…………L4-2390  

＊ 樋用落し口………………………L4-2321､L4-2390  

  樋用落し口カバー………………L4-2321  

  樋用落し口 

   ストレーナー…………………L4-2390  

＊ 樋用飾り升………………………L4-2321  

  樋用鎖……………………………L4-231E  

  樋用止水器………………………L4-2323  

＊ 樋用集水器………………………L4-2321  

  樋用集水口………………………L4-2321  

   樋用継手…………………………L4-2322  

  樋用ドレーン……………………L4-2390  

  樋用ます…………………………L4-2321  

  樋用水落し………………………L4-2321  

＊ 樋用寄せ升………………………L4-2321  

  トイレ、洗面室 

   付き浴室………………………D5-60  

  トイレットハウス………………L3-11  

  トイレットペーパー……………M1-2 

＊ トイレットペーパー 

   ケース…………………………C4-250 

  トイレットペーパー 

   収納容器………………………C4-250 

  トイレットペーパー 

   ストッカー……………………C4-250 

＊ トイレットペーパー 

   ホルダー………………………C4-250 

  トイレットペーパー 

    ホルダーカバー………………C4-259 

＊ トイレットペーパー 

   ホルダー抽出切断器…………C4-259 

＊ トイレットペーパー 

   ホルダー用芯棒………………C4-259 

  トイレットペーパー用 

   取付け棚………………………D1-231 

  トイレ取付け用 

   収納キャビネット……………D5-490 

  トイレ便座座布団………………D5-44  

  トイレマット……………………D5-44  

  トイレ用換気扇…………………D4-53  

  トイレ用脱臭器…………………C4-310 

  トイレ用電気ブラシ……………C3-212 

  トイレ用ブラシ…………………C3-210 

  トイレ用ブラシケース…………C3-29  

  トイレ用ブラシ立て……………C3-29、D1-232 

  トイレ用芳香器 

     擬音発生器付き 

     トイレ用芳香器…………C4-310 

  トイレ用マット…………………D5-44  

  トイレ用床敷きマット…………D5-44  

  樋用結金具………………………L4-2322  

  灯 

    足元灯………………………D3-64  

    アセチレン灯………………D3-23  

    池用ろ過機付き 

     庭園灯……………………D3-422 

    懐中電灯……………………D3-511～511D 

    かがり火灯…………………D3-211 

    街路灯………………………D3-410～410B 

    ガス灯………………………D3-23  

    携帯用ガス灯………………D3-23  

    検診灯………………………D3-651 

    作業灯………………………D3-660A～660C 

    殺菌灯………………………D3-652 

     歯科用無影灯………………D3-651 

    集魚灯………………………D3-661 

    修理点検灯…………………D3-661 

    手術用無影灯………………D3-651 

    自転車用前照灯……………D3-7120  

    自転車用発電機 

     付き前照灯………………D3-7120A 

    自転車用尾灯………………D3-7121  

    自転車用 

     方向指示灯………………D3-7120 
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〔トウ〕                          〔トウ〕 

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

    自動車用 

     識別標示灯………………F5-11 

    自動車用制動灯……………D3-7111 

    自動車用前照灯……………D3-7110 

    自動車用ドア灯……………D3-7110 

    自動車用尾灯………………D3-7111 

    自動車用 

     方向指示灯………………D3-7110 

    常備灯………………………D3-511～511D 

    水中照明灯…………………D3-63  

    船尾灯………………………D3-72  

    走馬灯………………………D3-280 

    探照灯………………………D3-622 

    庭園灯………………………D3-421～421B 

    鉄道車両用室内灯…………D3-710 

     天井じか付け灯……………D3-313～313J 

    天井つり下げ灯……………D3-312～312JB  

    道路灯………………………D3-410～410B 

    内診用無影灯………………D3-651 

    舶用灯………………………D3-72  

    壁面取付け灯………………D3-322、D3-322K  

    防虫灯………………………D3-652 

    マスト灯……………………D3-72  

    門灯…………………………D3-430 

    門柱灯………………………D3-430 

    路肩灯………………………D3-410～410B 

  投影機 

    測定用投影機………………J1-13  

  投影機載置台……………………D2-41A 

  投影顕微鏡………………………J3-13  

  稲架器用頂部連結金具…………K3-141 

  透過堤ブロック…………………L2-62  

＊＊套管針……………………………J7-42  

＊ 陶管用ドリル……………………K1-4070A 

  塔形クレーン……………………G1-210 

  陶器瓦……………………………L6-1110  

  投球練習用ネット………………E3-34  

  灯具 

    多灯用灯具…………………D3-31931 

＊＊統計表示器………………………F2-43  

＊＊統計用紙…………………………F3-1132  

  凍結肉類粉粉機の 

   替え刃…………………………K4-39  

  凍結防止用栓カバー……………M2-5920  

  凍結防止用定温発熱体…………K6-50  

＊＊刀剣おもちゃ……………………E1-6840  

＊ 刀剣おもちゃ用つば……………E6-6849  

  陶芸窯……………………………K0-40  

  陶芸用ガス窯……………………K0-40  

＊＊陶芸用電気窯……………………K0-40  

＊ 陶芸用ろくろ……………………F1-300 

＊＊投光器……………………………D3-620～620B 

  投光器 

    映画撮影用投光器…………D3-621 

    写真撮影用投光器…………D3-621 

    店舗用投光器………………D3-620～620B 

    舞台用投光器………………D3-621 

  投光器取付け用脚………………D3-621 

＊ 投光器用カバー…………………D3-912 

＊ 投光器用指示脚…………………D3-923 

  投光器用支柱……………………D3-923 

  投光器用反射器…………………D3-911 

＊ 投光器用ポール…………………D3-923 

＊ 投光器用レンズ…………………D3-913 

  透光板 

    照明器具用 

     拡散透光板………………D3-392～392B 

    照明用拡散透光板…………D3-82  

    天井照明器具用 

      拡散透光板………………D3-392～392B 

  投光用照明器具…………………D3-620 

  投光用レンズ……………………D3-913 

  通し 

    ゴム通し……………………C0-34  

  通し具 

    衣服ベルト用 

     通し具……………………B9-139 

  謄写印刷器………………………F2-210 

  投射型映像表示機………………H4-342 

＊ 投射型テレビ受像機……………H4-342 

  謄写機……………………………K0-220 

  謄写原紙製版機…………………K0-21  

＊＊透写台……………………………F2-352 

  透写台 

    製図用透写台………………F2-352 

＊ 謄写版……………………………F2-211 

＊＊謄写版原紙………………………F3-1111  

＊ 謄写版用 

   インク練りへら………………F2-219 

＊ 謄写版用 

   インクローラー………………F2-219 

  謄写版用原紙……………………F3-1111  

  謄写版用やすり…………………F2-219 

  謄写版用ローラー………………F2-219 

＊＊謄写用やすり……………………F2-219 

＊ 灯芯………………………………D3-212 
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〔トウ〕                          〔トケ〕 

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

  刃身 

    包丁の刃身…………………C6-319 

  棟芯付右用三角身瓦……………L6-112 

  棟芯付瓦…………………………L6-112 

  棟芯付左用三角身瓦……………L6-112 

  棟芯付みのこ右用軒瓦…………L6-112 

＊ 灯芯用浮子………………………D3-212 

＊ 陶磁器用転写紙…………………F3-411 

  陶磁製タイル……………………L6-30  

   塔状建物用笠木…………………L4-2113  

  透水管……………………………L2-411、L2-411B  

  透水型側溝用ブロック…………L2-412C  

  透水コンクリート 

    ブロック………………………L2-411、L2-411C  

  透水性複合側溝…………………L2-411、L2-411B  

                L2-412 

  透水用マット……………………L2-122 

   投雪機……………………………K3-328 

＊＊淘汰機……………………………K3-43  

＊＊淘汰盤……………………………K3-43  

  投てき遊戯用標的………………E2-43  

   投てき遊戯用的…………………E2-43  

  盗難警報器………………………J6-30  

  盗難防止用 

   ホイールナット………………M3-113 

   豆乳製造機………………………K4-0 

  頭髪洗浄器………………………C4-111 

  頭髪用クリップ…………………B3-23  

  塔婆立て…………………………C7-139 

＊ 陶板………………………………L6-32～32B  

＊ 投票用紙…………………………F3-3420  

＊ 稲苗ばらまき機…………………K3-1250  

＊ 豆腐………………………………A1-13  

   豆腐切り機………………………K4-30  

  豆腐成型器………………………K4-0 

  豆腐製造機………………………K4-0 

  豆腐製造用廃水受皿……………K4-0 

   とうふの成型枠…………………K4-91  

  豆腐連続プレス成形機…………K4-0 

＊ 頭部保護具………………………B2-65  

＊＊唐箕………………………………K3-146 

＊ 灯明………………………………D3-212 

  灯油気化バーナー用 

   気化筒…………………………K8-49  

  灯油気化バーナー用 

    燃焼筒…………………………K8-49  

  灯油タンク用コンテナ…………G1-522 

＊ 灯油バーナー……………………K8-43  

  灯油容器…………………………G1-522 

＊＊灯ろう……………………………D3-280～281  

  灯ろう 

    石灯ろう……………………D3-282 

    釣灯ろう……………………D3-281 

     流し灯ろう…………………D3-280 

    回り灯ろう…………………D3-280 

  登録機 

    金銭登録機…………………J4-60～61C  

   通し 

    千枚通し……………………F2-823 

＊ トカゲおもちゃ…………………E1-32BB  

  研ぎ器……………………………K1-283 

  研ぎ器 

     かみそり研ぎ器……………K1-283 

    芯研ぎ器……………………F2-1230  

    電動ナイフ研ぎ機…………K1-324 

    電動刃物研ぎ機……………K1-324 

     電動包丁研ぎ機……………K1-324 

    刃物研ぎ器…………………K1-283 

    包丁研ぎ器…………………K1-283 

＊＊トグルスイッチ…………………H1-540C  

   戸車………………………………L5-62  

  戸車 

    吊り戸車……………………L5-62  

  戸車用レール……………………L5-105 

   戸車用レールの 

   掃き出し口具…………………L5-90  

  戸車用レールホルダー…………L5-105 

  戸車レール………………………L5-105 

   戸車レール用 

   保護カバー……………………L5-105 

  時計………………………………J2-0～50C  

  時計 

     腕時計………………………J2-30～30C  

    置時計………………………J2-40～40C  

    懐中時計……………………J2-20～20C  

    掛け時計……………………J2-50～50C  

     ペンダント時計……………J2-20～20C  

    指輪時計……………………J2-21～21B  

  時計、音声記録再生機 

   付き電気スタンド……………D3-331 

   時計、ラジオ付き 

   電気スタンド…………………D3-331 

＊＊時計おもちゃ……………………E1-6710  

  時計及び計算機付き 

    蛍光灯スタンド………………D3-331  
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〔トケ〕                          〔トザ〕 

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

  時計及び計算機付き 

   電気スタンド…………………D3-331 

  時計及びタイムスイッチ 

    付ラジオ受信機………………H3-7111  

  時計及びチューナー付 

   増幅器…………………………H3-713 

  時計及び電子計算機付 

    ラジオ受信機…………………J4-54 

   時計及び電子計算機付 

   テープレコーダー……………J4-54  

＊ 時計及びラジオ受信機付 

   テープレコーダー……………H4-4330  

   時計及びラジオ付き 

   懐中電灯………………………H3-7110  

  時計及びラジオ付き 

   蛍光灯スタンド………………D3-331 

   時計及びラジオ付 

   卓上電子計算機………………J4-54  

  時計及びラジオ付き 

   電気スタンド…………………D3-331 

   時計及びラジオ付 

   ライト…………………………H3-7110  

  時計ガラス………………………J2-92  

＊＊時計側……………………………J2-90  

   時計側こじあけ具………………K1-203 

  時計機械体………………………J2-90  

  時計、計算機及びラジオ 

   付き電気スタンド……………D3-331 

   時掛修理台………………………K1-203 

  時計ゼンマイ巻込器……………K1-203 

  時計台……………………………L3-12  

＊ 時計付き衣服ベルト用 

    バックル………………………B9-131 

  時計付き換気扇…………………D4-51～51E  

  時計付額縁………………………C2-22  

  時計付キーホルダー……………J2-20  

＊ 時計付き蛍光灯 

   スタンド………………………D3-331 

  時計付き事務用 

   小物入れ………………………F2-7230  

   時計付卓上電子計算機…………J4-52～J4-54  

＊ 時計付き電気スタンド…………D3-331 

  時計付き 

   電気スタンド用支柱…………D3-3390  

   時計付電話台……………………H3-310 

  時計付き電話器台………………H3-3192  

  時計付き 

   トランシーバー………………H3-614 

   時計付きネクタイピン…………J2-20  

  時計付き歯ブラシ入れ…………C4-26  

  時計付筆記用具 

   キャップ………………………F2-1191  

   時計付きブレスレット…………J2-30～30C  

  時計付き壁面灯用 

   支持具…………………………D3-3291  

  時計付きペンダント……………J2-20～20C 

   時計付きペンダント側…………J2-29  

  時計付郵便開封機………………F2-8130  

＊＊時計付きライター………………B6-41  

＊ 時計付きラジオ受信機…………H3-7111  

＊ 時計塔……………………………L3-12  

  時計のガラス……………………J2-92  

＊＊時計針……………………………J2-94  

＊＊時計バンド………………………J2-392 

＊ 時計バンド用バックル…………B9-130B  

  時計バンド用バネ棒……………J2-390 

＊＊時計文字盤………………………J2-91  

  時計文字盤用 

    時刻表示片……………………J2-90  

  時計用液晶表示盤………………H1-712 

＊＊時計用ガラス……………………J2-92  

  時計用機械体……………………J2-90  

   時計用振動子……………………H1-430 

＊ 時計用前面板……………………J2-92  

  時計用針…………………………J2-94  

  時計用バンド……………………J2-392 

＊ 時計用見切り板…………………J2-93  

  時計用文字盤……………………J2-92  

  時計用文字板……………………J2-91  

＊ とげ抜き…………………………C4-01  

   床 

    長芋育成用床………………K3-120 

＊ 床固め……………………………L2-61  

  床敷用すのこ……………………L6-140A  

   床ずれ防止用マット用 

   エアポンプ……………………K8-50  

＊＊床束………………………………L4-110 

  床吊りフック……………………G1-05  

＊ 床の間……………………………L3-45  

  床の間用框材……………………L4-410 

  ところ天つき器…………………C6-320 

  屠殺機……………………………K3-220 

＊ 登山靴……………………………B5-1B～1BK  

                B5-1BL 

  登山刀用サック…………………K1-52  

＊＊登山ナイフ………………………K1-110B  
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〔トザ〕                          〔トッ〕 

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

   登山ナイフ用鞘…………………K1-52  

  登山服……………………………B1-115～115A 

  登山用カラビナ…………………E3-00  

  とじ具 

     カレンダーとじ具…………F2-624 

    新聞とじ具…………………F2-625 

    ルーズリーフ用 

     とじ具……………………F2-623 

   とじ込み金具……………………F2-623 

  とじ込み台紙……………………F3-290 

  とじ込み張………………………F3-24  

  とじ込み帳簿……………………F3-24  

   とじ込み帳簿用 

   つり下具………………………F2-61  

＊ とじ込み表紙……………………F3-2910  

  とじ針 

     事務用とじ針………………F2-622 

  とじひも…………………………F2-621 

  とじひも 

    事務用とじひも……………F2-621 

＊ 吐水管……………………………M2-5310  

  吐水具……………………………M2-5310  

  吐水口……………………………M2-5310  

  戸滑り板…………………………L5-142J  

   戸滑り板材………………………L5-142J  

  戸滑り金具………………………L5-93  

＊ 戸滑り具…………………………L5-93  

  戸滑りブロック…………………L5-93  

   戸摺れ材 

    窓枠用摺れ材………………L5-1020  

  戸摺れ部材 

    回転窓枠用 

      戸摺れ部材………………L5-1020A 

  塗装機……………………………K0-32～32A  

  塗装室暗渠用吸気口……………D4-0 

  塗装スプレーブース……………K0-31  

＊ 塗装用下地研磨具………………K1-282 

＊ 塗装用定盤………………………K0-31  

＊＊塗装用スプレーガン……………K0-32～32A  

  塗装用塗布具……………………K0-31  

   塗装用塗料収納容器……………K0-31  

  塗装用塗料容器…………………K0-31  

＊＊塗装用はけ………………………K0-31  

  塗装用噴霧機……………………K0-32～32A  

   塗装用噴霧器の 

   ホース付きノズル……………K0-32A 

  塗装用ブース……………………K0-31 

  塗装用 

    マスキングシート……………K0-39  

＊＊塗装用ローラー…………………K0-31､39 

  塗装用ローラーカバー…………K0-31  

  塗装用ローラー 

    ならし板………………………K0-31  

  塗装用ローラーの柄……………K0-31  

  塗装用ローラー握り柄…………K0-39  

  塗装用ローラー刷子……………K0-31  

   塗装用ローラの 

   ハンドル………………………K0-31  

  塗装用ローラ本体………………K0-31  

  塗装用ロール支持柄……………K0-31  

   塗装用ロボット…………………K0-020～020B 

  塗装用ローラー用 

   係止具…………………………K0-39  

  塗装用ローラー用 

    支持具…………………………K0-31  

  塗装用ローラー用 

   把持具…………………………K0-39  

＊ トタン板折曲げ器………………K1-241 

  トタン板折曲器…………………K1-241 

  戸棚………………………………D2-511～511K 

  戸棚 

     つり戸棚……………………D2-536 

  戸棚及びオーブン付き 

   こんろ…………………………C6-454 

＊ 戸棚付きこんろ…………………C6-453 

   戸棚付き厨房台…………………D5-11  

＊ 戸棚付きレンジ…………………C6-464 

  戸棚用戸車………………………L5-62  

  土地境界用標識…………………L2-210 

   土地境界用標識杭………………L2-2110  

  土地境界用表示具………………L2-210 

  屠畜場用追込み機………………K3-220 

  土地整備材………………………L2-30  

＊＊徳利………………………………C5-312 

＊＊徳利用はかま……………………C5-530AA 

＊ 取手………………………………M3-21  

  取手 

     家具用取手…………………D2-9312～9312A  

    家具用錠付き取手…………D2-9311  

    金庫用取手…………………D2-5691  

    自動車用 

      ドア内取手………………G2-2960  

    建具用取手…………………L5-632～632B 

    建具用錠付取手……………L5-631 

    電気機器用取手……………H1-04  
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〔トッ〕                          〔トブ〕 

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

     盆の取手……………………C5-5379  

    マンホール蓋用 

     取手………………………L2-449 

    門扉用取手…………………L3-5191  

     浴槽用取手…………………D5-3192  

  取手カバー………………………L5-6392  

  取手材 

    冷蔵庫用取手材……………C5-591 

   取手付棺おけ……………………C7-110 

  取手付きコップ…………………C5-231～231E 

  トッパーコート…………………B1-110 

＊＊凸版印刷機………………………K0-220 

   土留用支保工……………………L2-2120  

  戸のスライド部材………………L5-62  

  鳶口用刃…………………………K1-10  

＊ 飛出しおもちゃ…………………E1-060 

＊ 飛出しナイフ……………………K1-110D  

＊ 跳び箱……………………………E3-21  

  跳び箱用 

   底当クッション………………E3-21  

   跳び箱用連結金具………………E3-22  

  扉…………………………………L5-12100 

  扉 

    金庫用扉……………………L5-12101 

     金庫室用扉…………………L5-12101 

    水用扉………………………L2-13  

    建物用扉……………………L5-12100 

    建物用枠付扉………………L5-111 

     ダム用開閉扉………………L2-13  

  扉係止金具………………………L5-6331  

  扉下枠用埋込部材………………L5-100 

  扉自動ヒンジ……………………L5-64  

   扉取付け用傘立て………………D1-35B 

  扉止め器…………………………L5-95  

  扉の周枠用 

   コーナー接続具………………L5-91  

   扉の把手…………………………L5-632～632C 

  扉保持金具………………………L5-60  

  扉用上框…………………………L5-12011 

  扉用上框材………………………L5-12011 

   扉用開閉支持具…………………L5-619、L5-95  

  扉用係止具………………………L5-95  

  扉用飾り金具……………………L5-635 

  扉用緩衝具………………………L5-95  

  扉用警報器………………………J6-30  

  扉用下框…………………………L5-12011 

  扉用自動閉鎖器…………………L5-6330  

   扉用錠……………………………L5-6330  

  扉用錠の取手取付け用 

   飾り板…………………………L5-634 

  扉用ストッパー…………………L5-95  

   扉用袖飾格子……………………L5-010 

  扉用縦框…………………………L5-12012 

  扉用戸当り材……………………L5-1021  

  扉用閉じ防止具…………………L5-90  

   扉用ドアーチェッカー…………L5-610 

  扉用中桟…………………………L5-12013 

＊ 扉用指詰め防止具………………L5-90  

  扉枠用コーナー継手……………L5-91  

   塗布器 

    薬剤塗布器…………………J7-10  

    路面標識塗布機……………K0-32、K0-32A 

  塗布具 

     髪染め塗布具………………B7-30  

    化粧用塗布具………………B7-10  

  塗布用具付包装びん……………F4-5120  

  塗布用けは付き 

    包装用びん……………………F4-5121  

  塗布用ローラー本体……………K0-31  

＊＊戸袋………………………………L5-220 

  戸袋付窓枠………………………L5-132 

   戸袋取付金具……………………L5-90  

  戸袋廻り 

   コーナーキャップ……………L4-491、L5-91  

  戸袋用上枠………………………L5-241 

   戸袋用上枠材……………………L5-2210、L5-241 

＊＊戸袋用鏡板………………………L5-23  

＊ 戸袋用鏡板材……………………L5-23  

＊ 戸袋用鏡板取付け枠……………L5-2211  

＊ 戸袋用鏡板取付け枠材…………L5-2211  

  戸袋用飾り材……………………L5-2211  

   戸袋用ガイド具…………………L5-93  

  戸袋用校正部材…………………L5-2210  

＊ 戸袋用皿板………………………L5-2210  

＊ 戸袋用皿板材……………………L5-2210  

＊ 戸袋用支持材……………………L5-244 

  戸袋用下枠………………………L5-242 

  戸袋用下枠材……………………L5-2210、L5-241 

  戸袋用底板材……………………L5-2210  

   戸袋用台輪………………………L5-2210  

＊ 戸袋用妻板………………………L5-2210  

＊ 戸袋用妻板材……………………L5-2210  

＊ 戸袋用天井板……………………L5-2210  

＊ 戸袋用天井板材…………………L5-2210  

  戸袋用戸繰り口カバー…………L5-90  

＊ 戸袋用庇…………………………L5-2210  
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〔トブ〕                          〔トラ〕 

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

＊ 戸袋用庇材………………………L5-2210  

   戸袋用ブラケット………………L5-244 

  戸袋用ブラケット材……………L5-244 

  塗膜剥離器………………………K1-320 

＊＊トマト収穫機……………………K3-140 

   トマト脱果機……………………K3-140 

＊ 富くじ自動販売機………………J5-103 

  留 

  帯留…………………………B2-194 

止め 

かさ用露先止め……………B3-890 

カラー止め…………………B3-33 

スカーフ止め………………B3-33 

ネクタイ止め………………B3-33 

止め金具 

衣服用掛止め金具…………B9-12A､B9-130A 

            B9-130C 

衣服用 

 はさみ止め金具…………B9-12B 

かばん用 

 止め金具…………………B9-130A 

ガーター止め金具…………B9-12A～12B 

靴下止め金具………………B9-12A～12B 

首飾り用止め金具…………B3-390 

サスペンダー 

 止め金具…………………B9-12A～12B 

下着つりひも用 

 掛止め金具………………B9-130A 

鉄骨構造用 

 止め金具…………………L4-190 

帽子用 

 あご止め金具……………B9-140 

留型定規…………………………K1-05 

止金具締結器……………………K1-36 

止め具 

いす用布止め具……………D2-901 

衣服ベルト用 

 端止め具…………………B9-139 

衣服用止め具………………B9-111 

衣服用 

 スナップ止め具…………B9-112 

衣服用スライド 

 ファスナー 

の上止め具………………B9-11490 

衣服用スライド 

 ファスナー 

 の下止め具………………B9-11490 

衣服用 

 ホック止め具……………B9-113 

帯止め具……………………B2-191 

鏡止め具……………………D2-902 

瓦止め具……………………L4-2191 

着付用襟止め具……………B1-290 

広告止め具…………………F2-640 

事務用止め具………………F2-640 

スキー流れ止め具…………E3-4119 

スライドファスナー 

 用上止め具………………B9-11490 

スライドファスナー 

 用下止め具………………B9-11490 

装身用鎖止め具……………B3-190 

建具用 

 はずれ止め具……………L5-93 

建具用振れ止め具…………L5-93 

電線止め具…………………H2-4260～4260A 

端太止め具…………………L2-2191 

ビニールハウス用 

 シート止め具……………L3-393 

ふとんカバー 

 止め具……………………C1-10 

ポスター止め具……………F2-640 

物干し竿 

 滑り止め具………………C3-79 

屋根用雪止め具……………L4-2192 

止め具材 

ビニールハウス用 

シート止め具材…………L3-393 

留突定規…………………………K1-05 

留めピン 

  事務用留めピン……………F2-641 

止線………………………………L4-410､L4-413 

止線キャップ……………………L4-413 

＊ 巴がわら…………………………L6-115 

友釣り用鼻環……………………K2-30 

＊ トライアングル…………………E4-20 

＊ トラおもちゃ……………………E1-32ABA 

＊＊トラクター………………………G2-231､K3-1430 

トラクターおもちゃ……………E1-6310 

トラクター 

 キャビン用ドア………………G2-2910 

トラクター内燃機関用 

マフラーカバー………………G2-231 

トラクターの 

 アームレスト…………………G2-231 
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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 

トラクター用 

 アームレスト…………………G2-231 

トラクター用 

 安全フレーム…………………G2-231 

トラクター用ウエイト…………G2-2900 

トラクター用キャビン…………G2-19､G2-231､ 

              G2-2910 

トラクター用 

栽培噴霧機……………………K3-131 

トラクター用すき………………K3-1190 

トラクター用タイヤ……………G2-91191 

トラクター用多連犂……………K3-1190 

トラクター用日除け付 

 安全フレーム…………………G2-231 

トラクター用 

 フェンダー……………………G2-2910 

トラクター用補助ラグ…………K3-1190 

トラクター用ほろ………………G2-2910 

トラクター用防振ゴム…………G2-2900 

トラクター用 

 ボンネット……………………G2-231､G2-2910 

トラクターの 

 アームレスト…………………G2-232 

トラクタの 

 運転キャビン…………………K3-190 

トラクタ操縦席 

 保護フレーム…………………K3-190 

トラクタ変速機カバー…………G2-2930 

トラクタ用 

 安全フレーム…………………G2-231 

トラクタ用計器…………………G2-2933 

トラクタ用計器盤………………G2-2933 

トラクタ用ステアリング 

 ハンドル………………………G2-2931 

トラクタ用ステアリング 

 ホイール………………………G2-2931 

トラクタ用日除け付 

 安全フレーム…………………G2-231 

トラクタ用フェンダー…………G2-2910 

トラクタ用 

 変速機カバー…………………G2-2930 

トラス 

  橋梁用組立トラス…………L2-110 

＊＊トラック…………………………G2-20､G2-210､ 

              G2-220 

トラック 

ダンプトラック……………D2-220 

パレットトラック…………G2-55 

フォークリフト 

 トラック…………………G2-232 

＊＊トラックおもちゃ………………E1-6311 

トラック荷台……………………G2-2914 

トラック荷台の幌………………G2-2910 

トラック荷台用床材……………L6-140 

トラックボール…………………H5-924 

トラック用煽りの 

端末キャップ…………………G2-2914 

＊＊トラック用あおり板……………G2-922 

＊ トラック用側板材………………G2-922 

トラック用コンテナ……………G1-520～520A 

トラック用 

 ジブクレーン…………………G1-210 

＊＊トラック用荷台…………………G2-2914 

トラック用荷台の 

 あおり防護具…………………G2-920 

トラック用 

 ベルトコンベヤー……………G1-101 

トラック用保護枠………………G2-2911 

トラック用ほろ…………………G2-2910 

トラック用屋根…………………G2-2910 

トラック用 

 ラジエーターグリル…………G2-2913 

＊ トラップ…………………………L2-451､M2-540 

トラップ 

スチームトラップ…………M2-541 

床排トラップ………………L2-451 

流し用排水 

 トラップ…………………L2-451 

トラップ接続口付き 

 接続管…………………………M2-4120 

トラップ接続口付き 

 排水升…………………………L2-431A､M2-413 

トラップ付き汚水升……………L2-430～431B､ 

              L2-451 

トラップ付き接続管……………M2-4120 

トラップ付き床排水皿…………L2-450～451 

トラック用 

 サイドバンパー………………G2-2911 

トラバーサー……………………G1-190 

トラベラー 

  繊維機トラベラー…………K5-191 

＊＊トランク…………………………B4-1DA､B4-1F～FA 

トランク用隅金具………………B4-90 

＊ トランシーバー 

 おもちゃ………………………E1-642 

＊＊トランシット……………………J1-611 
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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 

＊ トランジスター 

 ソケット………………………H1-3444 

トランジスタ放熱板……………H1-02 

トランス…………………………H2-220 

＊＊トランプ…………………………E2-23 

＊＊トランペット……………………E4-40 

トランポリン……………………E3-22 

＊＊鳥居………………………………L3-50 

鳥威かく機の羽…………………K3-130 

鳥追い板…………………………K3-130 

鳥追い具…………………………K3-130 

鳥追いテープ……………………K3-130 

鳥追いバルーン…………………K3-130 

鳥追い用具………………………K3-130 

鳥追い用反射板…………………K3-130 

鳥おどし…………………………K3-130 

＊ 鳥おもちゃ………………………E1-32F 

＊＊鳥かご……………………………E0-113 

＊ 鳥かご用餌つぼ…………………E0-113 

＊ トリガースイッチ………………H1-540F 

トリガーボルト…………………L5-90 

取り器 

犬のふん取り器……………E0-10 

うろこ取り器………………C6-313 

蚊取り器……………………C4-3220 

ごきぶり取り器……………C4-323 

芯取り器……………………C6-313 

電気蚊取り器………………C4-3220A 

ネズミ取り器………………K3-130 

ヘビ取り器…………………K3-130 

取り具 

  果物のへた取り具…………C6-313 

  霜取り具……………………C3-36 

＊ トリコット機……………………K5-14 

取り出し機 

製品自動取出し機…………K0-020 

ひも取出し器………………F2-810 

取り付け階段……………………L3-44 

取付け金具 

照明器具用 

 取付け金具………………D3-922 

自動車用 

 シートベルト 

 取付け金具………………G2-2943 

床板取付け金具……………L4-3390 

波形屋根板 

 取り付け金具……………L4-2191 

取付け金物 

樋取付け金物………………L4-2391 

＊ 取付けカレンダー………………F2-410 

取付け管 

ラベル印刷貼付機用 

 ラベル取付け管…………F2-2269 

取付け換気板……………………L5-41 

取付換気口………………………L5-41 

取付換気筒………………………L5-41 

取付け機 

ステム取付け機……………F2-830 

ホック取付け機……………K5-20 

取付け具 

アンテナ取付け具…………H3-19 

階段用踏み板 

 取付け具…………………L4-039 

かばん用提げ手 

 取付け具…………………B4-90 

壁体取付け具………………L4-329 

扇風機取付け具……………D4-49 

建具用桟取付け具…………L5-92 

建物用日除 

 取付け具…………………L4-229 

釣り竿用リール 

 取付け具…………………K2-491､K2-491A 

テーププレーヤー用 

 取付け具…………………H4-439 

テープレコーダー用 

 取付け具…………………H4-439 

電気スタンド 

 取付け具…………………D3-3390 

隠し鼻取付け具……………L4-2190 

パラペット 

 取り付け具………………L4-2190 

庇取り付け具………………L4-229 

目地取付け具………………L4-490 

屋根用水切り 

 取り付け具………………L4-2190 

屋根用雪止め 

 取り付け具………………L4-2192 

取付け座 

キャスター 

 取付け座…………………M3-329 

取付け座金 

水栓取付け座金……………M2-5920 

取付け小便器……………………D5-41 

取付け浄水器……………………K6-121 

取付け水槽………………………L3-620 

 



 323

〔トリ〕                          〔トレ〕 

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

取付け洗面化粧台………………D5-20､D5-24A 

取付け台 

計器用取付け台……………J1-94 

常備灯取付け台……………D3-519 

壁面用照明器具 

 取付け台…………………D3-3290 

取付通風口枠……………………L5-41 

取付はしご………………………D0-21 

取付け板 

積算電力計 

 取付け板…………………H2-592 

ネームプレート 

 取付け板…………………F2-73131 

配電取付け板………………H2-592 

取付け便器………………………D5-41 

取付けペン差し…………………F2-7215 

＊＊取付け湯沸し器…………………D5-51､K8-31 

取付け湯沸し器用 

 カバー…………………………D5-590 

＊ 取付け湯沸し器用 

 給水管…………………………D5-590 

 

 取付け湯沸し器用 

 給湯管…………………………D5-590 

＊ 取付け湯沸し器用 

 遮熱板…………………………D5-590 

＊ 取付け湯沸し器用水槽…………D5-590 

＊ 取付け湯沸し器用 

 取付け枠………………………D5-590 

＊＊取付け湯沸し器用 

 熱交換器………………………D5-591 

取付け湯沸し器用 

 排気口…………………………D5-590 

＊ 取付け用うがい器………………D5-24 

取付け用うがい台………………D5-22 

取付け用カウンター 

 付き手洗い器…………………D5-24 

取付け用鏡………………………D2-633 

取付け用ガス湯沸器……………D5-51 

取付け用給湯器…………………D5-51 

＊＊取付け用小便器…………………D5-41 

取り付け用水そう………………L3-620 

取付け用用洗濯槽………………D5-26 

取付け用洗髪洗髪器……………D5-25 

取付け用洗髪洗面器……………D5-25 

取付け用洗髪台…………………D5-23 

＊＊取付け用洗面器…………………D5-24～24A 

取付け用洗面台…………………D5-20～21A 

取付け用大便器…………………D5-41 

取付け用通風器…………………L5-41 

取付け用通風口…………………L5-41 

取付け用通風孔…………………L5-41 

＊＊取付け用手洗い器………………D5-24～24A 

取付け用手洗い台………………D5-21～22 

＊ 取付け用灰皿……………………B6-30B 

取付け用はしご…………………D0-21 

取付け用ビデ……………………D5-47 

＊＊取付け用便器……………………D5-41 

取付け用便器カバー……………D5-44 

取付け用ペン差し………………F2-7215 

＊ 取付け用ペンホルダー…………F2-7215 

取付け用水飲み器………………D5-24､L3-11 

＊ 取付け用湯沸し器………………D5-22 

取付け環 

ランドセル用 

 背負い帯 

 取付け輪…………………B4-91 

取付け枠 

自動車用ナンバー 

 プレート 

 取付け枠…………………G2-2952 

戸袋用鏡取付け枠…………L5-2211 

風呂釜取付け枠……………D5-3390 

取付け湯沸し器用 

 取付け枠…………………D5-590 

レンジ用取付け枠…………C6-459 

取付け枠材 

  戸袋用取付け枠材…………L5-221 

戸の巣箱…………………………K3-220 

鳥の着線防止具…………………H1-221 

＊ とりべ……………………………K7-59 

＊＊トリマーコンデンサー…………H1-4121 

塗料攪拌機………………………K0-30 

塗料調色作業台…………………K0-31 

塗料用杓子………………………K0-31 

鳥よけ気球………………………K3-130 

トルク計…………………………J1-510 

トルクドライバー………………K1-2310 

トルクドライバー柄……………K1-23191 

＊ トルクレンチ……………………K1-2323 

トルクレンチ用 

 ハンドル………………………K1-23291 

トルクレンチ用 

 レンチ本体……………………K1-23290 

トレース台………………………F2-352 

トレーナー………………………B1-113 
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〔トレ〕                          〔ドー〕 

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

トレーナーシャツ………………B1-113 

トレーニングシャツ……………B1-113 

トレーニング 

 ジャンパー……………………B1-115 

トレーニングパンツ……………B1-121 

トレーニング用ズボン…………B1-121 

トレーニング用ベスト…………B1-114 

トレーラー………………………G2-60 

トレーラー 

  キャンピング 

   トレーラー………………G2-610 

＊＊トレーラー………………………G2-60 

トレーラーおもちゃ……………E1-6311 

トレーラーハウス………………G2-610 

トレーラー用連結具……………G2-69 

トレイ 

  ケーブルラダー 

   トレイ……………………H2-421 

トレンチコート…………………B1-110 

＊＊トロッコ…………………………G2-10 

＊ 魚箱………………………………G1-50～50A 

＊＊トロフィー………………………C2-160 

トロフィー用飾り具……………C2-169 

＊ トロフィー用台…………………C2-169 

＊ トロフィー用胴…………………C2-169 

トロリー 

  コンベヤ用 

   トロリー…………………G1-193 

＊ トロリー集電子…………………H1-360 

トロリー線………………………H1-121 

トロリー線用導体………………H1-121 

＊ トロリーダクト用 

 ハンガー………………………H2-43 

トロリーバス……………………G2-211 

＊ トロリーバスおもちゃ…………E1-6313 

＊＊トロリーバスダクト……………H1-121 

トロリー用 

 パンタグラフ…………………G2-19 

トロリーワイヤー用 

 ハンガー………………………H2-43 

トロンボーン……………………E4-40 

トワリングバトン………………E3-00 

豚舎用錠…………………………L3-5191 

豚体運搬車………………………G2-50 

トンネル…………………………L2-120 

トンネル構築用 

 セグメント継手金具…………L2-12191 

トンネル構築用 

 セグメント……………………L2-1210 

トンネル栽培用 

 フィルム開閉具………………L3-390 

トンネルセグメント用 

 継ぎ手金具……………………L2-12191 

トンネルセグメント用 

 継手金物………………………L2-12191 

トンネル施工用 

 空気抜きパイプ………………L2-12190 

トンネルの防水施工用 

 ストリップ……………………L2-122 

トンネルハウス用杭……………L3-390 

トンネル覆工用 

 コンクリート板………………L2-1210 

トンネル覆工用 

 コンクリート型 

 わく支持具……………………L2-122 

トンネル用 

 外壁継目シール材……………L2-12190､L2-122 

トンネル用シートの 

 止め具…………………………L3-390 

＊ トンネル用支保工………………L2-122 

＊＊トンネル用セグメント…………L2-1210 

トンネル用セグメント 

 継手金物………………………L2-12191 

トンネル用セグメントの 

 外周のシール具………………L4-430 

＊＊トンネル用セグメントの 

 継ぎ手…………………………L2-12191 

トンネル用セグメントの 

 継ぎ手金具……………………L2-12191 

トンネル用セグメントの 

 継ぎ手金物……………………L2-12191 

トンネル用セグメントの 

 継ぎ手…………………………L2-12191 

トンネル用 

 セグメントリング……………L2-1210 

トンネル用 

 外継目シール材………………L4-430 

トンネル用目地材………………L4-430 

トンネル用矢板…………………L2-2121 

豚房用仕切………………………K3-220 

トンボおもちゃ…………………E1-32DA 

戸 

  建物用網戸…………………L5-1250 

＊＊ドーナツ…………………………A1-15～15G 

ドーナツ成形器…………………C6-230 
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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 

＊＊ドア………………………………L5-12100 

扉…………………………………L5-12100 

ドア 

建物用 

 アコーディオン 

 ドア………………………L5-1220 

建物用回転ドア……………L5-1200 

ドアーガード……………………L5-6334 

ドアークローザー………………L5-610 

ドアー錠のサムターン…………L5-6331 

ドアー停止具……………………L5-95 

ドアー止め………………………L5-95 

ドアーのとっ手カバー…………L5-6392 

ドアーのとっ手部用 

 かざり…………………………L5-6392 

ドアーホルダー…………………L5-95 

ドアー用緩衡気密材……………L5-1021 

ドアー用緩衡材…………………L5-1021 

ドアー用下框材…………………L5-12011 

ドア用取手………………………L5-632～632C 

ドアー用パネル…………………L5-12100 

ドアー用密閉具…………………L5-1021 

ドア及び窓用 

 上枠構成部材…………………L5-100 

ドア及び窓用格子材……………L5-12014 

ドアガード装置の 

 防護金物………………………L5-6334 

ドア框……………………………L5-1211 

ドア框材…………………………L5-1211 

ドアキャッチャー………………L5-95 

＊＊ドアクローザー…………………L5-610 

ドアクローザー用 

 アーム…………………………L5-619 

ドア軸用ガラス 

 はめ殺し部材…………………L5-1010C 

ドア錠サムターン 

 つまみ…………………………L5-6391 

ドア除閉器………………………L5-610 

＊＊ドアスコープ……………………L5-66 

ドアスコープ塗飾板……………L5-66 

ドアストッパー…………………L5-95 

ドアストップ……………………L5-95 

ドア袖用下枠材…………………L5-1502 

＊ ドアチェーン……………………L5-6334 

ドアチェーンの受座……………L5-6334 

ドアチェーン用受具……………L5-6334 

ドアチェッカー…………………L5-610 

ドアチェン用受け金具…………L5-6334 

ドア取手のカバー………………L5-6392 

ドア取付用換気板………………L5-41 

ドアノッカー……………………L5-65 

ドアのノブの 

 回動補助具……………………L5-6392 

ドアのノブ被抱錠………………L5-6330 

扉の把手…………………………L5-632 

ドアノブカバー…………………L5-6392 

ドアハンドル用 

 支持金具………………………L5-6391 

ドアパネル………………………L5-12100 

ドアパネル用板材………………L5-1212 

ドアパネル用枠材………………L5-1212 

ドア開止具………………………L5-95 

ドア用板材………………………L5-1212 

ドア用上枠構成部材……………L5-100 

＊＊ドア用上框………………………L5-1211 

＊ ドア用上框材……………………L5-12011､L5-1211 

＊＊ドア用上枠………………………L5-1501､L5-1511 

＊ ドア用上枠材……………………L5-100､L5-1501 

              L5-1511 

ドア用縁材………………………L5-1010D 

ドア用押し縁材…………………L5-1010D 

ドア用押し棒材…………………L5-632 

扉用錠付き取手…………………L5-631 

ドア用飾り板……………………L5-95 

ドア用方立材……………………L5-1700 

ドア用框…………………………L5-1211 

ドア用框材………………………L5-12011～12012､ 

              L5-1211 

ドア用換気孔枠…………………L5-90 

＊ ドア用緩衡材……………………L5-1021 

ドア用額縁材……………………L5-103 

ドア用ガラスの 

 戸当り枠………………………L5-1021 

ドア用ガラスはめ殺し 

 押し縁…………………………L5-1010D 

ドア用ガラスはめ殺し 

 押し縁材………………………L5-1010D 

ドア用ガラスはめ殺し 

 部材……………………………L5-1010C 

＊ ドア用ガラス 

 はめ殺し枠……………………L5-1010A 

＊ ドア用ガラス 

 はめ殺し枠材…………………L5-1010A～1010B 

＊ ドア用ガラスポケット…………L5-1010B 

＊ ドア用ガラス 

 ポケット材……………………L5-1010B 
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ドア用採光窓枠…………………L5-90 

ドア用シール材…………………L4-432 

ドア用下框材……………………L5-12011､L5-1211 

＊＊ドア用下框………………………L5-1211 

＊＊ドア用下枠………………………L5-1502､L5-1512 

＊ ドア用下枠材……………………L5-1502､L5-1512 

ドア用錠座………………………L5-634 

ドア用隙間塞ぎ材………………L5-1020 

＊ ドア用装飾板……………………L5-96 

＊ ドア用縦框材……………………L5-12012､L5-1211 

ドア用堅框材……………………L5-12012 

＊＊ドア用縦框………………………L5-1211 

＊＊ドア用縦枠………………………L5-1503､L5-1513 

ドア用縦枠及び 

 回転窓用縦枠…………………L5-1513 

＊ ドア用縦枠材……………………L5-100､L5-1503､ 

              L5-1513 

＊ ドア用単位板……………………L5-1212 

＊ ドア用単位板材…………………L5-1212 

＊ ドア用チャイム…………………H4-1212 

ドア用丁番………………………L5-64 

ドア用チリ調整具………………L5-90 

＊＊ドア用戸当り……………………L5-1020～1021､ 

              L5-95 

ドア用戸当たり…………………L5-95 

ドア用戸当り掛止具……………L5-95 

ドア用戸当り具…………………L5-95 

ドア用戸当り材…………………L5-1021 

ドア用戸当り縦枠………………L5-1020 

ドア用戸摺れ材…………………L5-1020 

ドア用戸摺れ部材………………L5-1020 

ドア用把手………………………L5-632～632C 

ドア用把手カバー………………L5-6392 

ドア用取手かバー………………L5-6392 

ドア用取手座金…………………L5-634 

ドア用中桟………………………L5-12013 

ドア用用中骨材…………………L5-12013 

扉用無目…………………………L5-1600 

ドア用無目材……………………L5-1600 

ドア用のガラスの 

 戸当り枠………………………L5-1021 

ドア用ノブ飾り…………………L5-6392 

ドア用ノブカバー………………L5-6392 

ドア用ハンドル…………………L5-632 

ドア用パネル……………………L5-632 

ドア用パネル構成部材…………L5-12100 

＊ ドア用パネル 

 はめ殺し部材…………………L5-1211 

ドア用パネル 

 嵌殺し部材……………………L5-1010C 

ドア用引き手……………………L5-1010C 

ドア用引手材……………………L5-632 

＊ ドア用方立て……………………L5-632 

＊ ドア用方立て材…………………L5-172､ 

              L5-174～174C 

＊ ドア用無目………………………L5-162 

＊ ドア用無目材……………………L5-162 

ドア用レバーハンドル 

 のエスカッション……………L5-634 

＊＊ドア用枠…………………………L5-130～131､ 

              L5-1510 

ドア枠……………………………L5-131 

扉枠の無目………………………L5-164 

ドア枠用飾り縁…………………L5-103 

＊ ドア枠用額縁……………………L5-103､L5-131 

＊ ドア枠用額縁材…………………L5-103 

ドア枠用空気遮蔽部材…………L5-1021 

ドア枠用遮蔽部材………………L5-1021 

＊ ドア枠用戸当り…………………L5-1020 

＊ ドア枠用戸当り材………………L5-1020 

ドア枠用戸当り部材……………L5-1020 

ドア枠用廻り縁材………………L5-103 

樋 

谷樋…………………………L4-231 

軒樋…………………………L4-231 

樋材 

谷樋材………………………L4-231 

軒樋材………………………L4-231 

這樋材………………………L4-231C 

胴 

  剣道用胴……………………E3-02 

銅イオン発生具…………………K6-0 

銅管の被覆断熱材 

 カッター………………………K1-220A 

＊ 同期電動機………………………H2-120 

道具運搬用トレー………………K1-53 

道具箱……………………………K1-53､K1-54 

胴込コンクリート 

 打設用裏板仮支持具…………L2-220 

動作保持器付き 

 電磁接触器……………………H1-62 

導子 

  低周波治療用導子…………J7-54 

動植物組織培養容器……………K6-71 

同軸ケーブル……………………H1-110 

同軸ケーブル接続器……………H1-3426 
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同軸ケーブル付 

 コネクター……………………H1-3426 

同軸コネクター…………………H1-3426 

胴線取付金物……………………L4-191A 

剛体電車線………………………H1-121 

＊＊同調器……………………………H3-24 

導通検査用 

 コンタクトプローグ…………J1-93 

＊ 導伝フィルム……………………H1-10 

導電フィルム……………………H1-10 

＊＊導波管……………………………H1-10 

導波管接続具……………………H1-10 

胴縁………………………………L3-5420 

胴縁固定金具……………………L4-191A 

胴縁取付け用 

 間柱補強留金具………………L4-191C 

胴縁間柱固定金具………………L4-191A 

＊＊動物おもちゃ……………………E1-32～32F 

動物おもちゃ 

ぬいぐるみ 

 動物おもちゃ……………E1-32～32F 

動物玩具…………………………E1-32～32F 

動物飼育ケース…………………K3-220 

動物識別用耳札…………………K3-220 

動物哺育授乳器…………………K3-220 

動物捕獲器………………………K3-130 

動物誘導用柵……………………L3-530 

動物用あんま針…………………K3-220 

動物用運動機……………………K3-220 

動物用給餌器……………………K3-222 

動物用給水容器…………………K3-222 

動物用採血ナイフ………………K3-220 

動物用つめ切りはさみ…………K1-130 

動物用投薬器……………………K3-220 

＊ 動物用服…………………………E0-10 

動物用便器………………………K3-220 

銅屋根板用吊子…………………L4-2191 

動力運搬車………………………G2-0､G2-20 

              G2-221 

動力運搬車用ホッパー…………G2-2914 

動力計……………………………J1-510 

動力牽引車………………………G1-221 

＊＊動力耕運機………………………K3-111 

動力耕運機のハンドル 

 コラムカバー…………………K3-190 

動力耕運機の 

 ハンドルカバー………………K3-190 

 

動力耕運機の 

 ベルトカバー…………………K3-190 

＊＊動力耕運機用 

 うね立て機……………………K3-1190 

動力耕運機用刈払い機…………K3-1190 

＊＊動力耕運機用耕運刀……………K3-1191 

＊ 動力耕運機用耕運刃……………K3-1191 

動力耕運機用車輪………………K3-191 

動力耕運機用すき………………K3-1190 

＊ 動力耕運機用整地板……………K3-1190 

動力耕運機用培土機……………K3-1190 

＊＊動力耕運機用プラウ……………K3-1190 

＊ 動力工具用工具箱………………K1-53 

動力耕運機用 

 フェンダー……………………K3-1190 

動力散布器用手押車……………G2-50 

＊＊動力ジャッキ……………………G1-31 

動力茶葉摘採機…………………K3-1430F 

動力伝達用軸継手………………K9-15 

動力伝導用軸継ぎ手……………K9-15 

動力伝達用自在継手……………K9-15 

動力伝達用プーリー……………K9-122 

動力伝導プーリー………………K9-122 

＊＊動力伝導用 

 カップリング…………………K9-15 

＊＊動力伝導用クラッチ……………K9-16 

動力伝導用軸……………………K9-10 

動力伝導用軸受け 

 支持金具………………………K9-19 

＊＊動力伝導用チェーン……………K9-13 

動力伝導用プーリー……………K9-122 

＊＊動力伝導用ベルト………………K9-14 

＊ 動力伝導用 

 ベルトタイトナー……………K9-19 

動力伝導用 

 ユニバーサル 

 ジョイント……………………K9-15 

動力伝導用 

 ローラーチェーン……………K9-14 

動力はさみ………………………K1-135 

動力噴霧器用運搬車……………G2-50 

道路 

  組立道路……………………L2-51 

道路用安全柵……………………L3-530A 

道路案内標………………………F5-10､F5-10B～10C 

道路案内用反射器………………J6-42 

道路拡幅用張出し剤……………L2-51～520 

道路拡幅用張り出し材…………L2-51～520 
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道路境界付暗渠 

 ブロック………………………L2-411D 

道路境界ブロック………………L2-2240B､ 

              L2-5210～5211 

道路境界ブロック付き 

 水路ブロック…………………L2-411D 

道路境界用暗渠 

 ブロック………………………L2-411～411E 

道路境界用ブロック……………L2-5210～5211 

道路区画線消去機………………K3-326 

道路形成用マット………………L2-522 

道路検査用自走車………………G2-0 

道路工事用バリケード…………L3-532 

道路交通用信号機………………J6-41 

道路交通用注意灯………………L2-531 

道路ごみ収集車…………………G2-230 

道路柵……………………………L3-530～530D､ 

              L3-5470 

道路柵策条繁着具………………L3-549 

＊ 道路さく用笠木…………………L3-5470 

道路さく用笠木材………………L3-5420､L3-5470 

道路柵用支柱……………………L3-5472 

道路柵用継手……………………L3-549 

道路柵用フェンス………………L3-530 

道路識別鋲………………………L2-531 

＊ 道路照明用電球…………………D3-1130 

道路伸縮継目用 

 パッキング材…………………L2-523 

道路側溝用コンクリート 

 ブロック………………………L2-411E 

道路側溝用蓋ブロック…………L2-442 

道路側溝用ブロック……………L2-411D～411E 

道路継目伸縮装置用 

 ガードプレート………………L2-523 

道路継目用シール材……………L2-523 

道路継目用継目材………………L2-523 

道路継目用継手材………………L2-523 

道路灯……………………………D3-410～410B 

道路灯灯具………………………D3-4191 

道路などの舗装版用 

 高さ調整ボルト………………L1-40 

道路排水枡用目皿………………L2-450 

＊＊道路標識…………………………F5-10～10C 

道路標識具………………………F5-10～10C 

道路標識具用運搬車……………G2-50 

道路標識取付け具………………F5-190 

道路標識板の 

 支柱取付金具…………………F5-190 

道路標識用 

 コーン連結具…………………L3-532 

道路ブロック……………………L2-5210～5212 

道路分離帯用ブロック…………L2-5210 

道路舗装用こて…………………K3-326 

道路舗装用 

 セラミックブロック…………L6-1420 

道路舗装用展圧機………………K3-326 

道路舗装用ブロック……………L6-1420 

道路面標識体……………………L2-530 

道路面表示具……………………L2-5211 

＊＊道路用安全さく…………………L3-530～530F､ 

              L3-532 

道路用安全柵支柱用 

 保護カバー……………………L3-5390 

道路用安全さくの支柱…………L3-532､L3-5410 

              L3-5472 

道路用安全柵のパネル…………L3-5450A 

道路用安全柵の巻軸 

 ビーム保護カバー……………L3-5390 

道路用安全柵の 

 ワイヤーロープ 

 端末金具………………………L3-5390 

＊ 道路用移動さく…………………L3-532 

道路用縁石ブロック……………L2-5211 

道路用ガードポール……………L3-5410 

道路用吸音板……………………L6-131～131A 

道路用吸音板材…………………L6-131 

道路用境界ブロック……………L5-5210～5212 

道路用境界縁石…………………L2-5211 

道路用桁カバー…………………L2-520 

道路用格子蓋の 

 パッキン………………………L2-449 

道路用コンクリート 

 ブロック………………………L2-411D～411E､ 

              L2-5210～5212 

道路用さく………………………L3-530～530D､ 

              L3-532 

＊ 道路用さく親柱…………………L3-5471 

＊ 道路用さく支柱…………………L3-5472 

道路用柵の継手…………………L3-549 

道路用敷石………………………L6-1420 

＊ 道路用敷板………………………L6-1420～1421 

道路用視線誘導標………………J6-42 

道路用遮音壁……………………L2-543 

＊ 道路用遮光板……………………L2-532 

道路用集水口具…………………L2-450 

道路用集水溝……………………L2-411C 
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道路用集水口具…………………L2-452 

＊ 道路用集水ブロック……………L2-411D､L2-412B 

道路用集水枡蓋…………………L2-441～441B 

道路用消音板……………………L3-131～131A 

道路用消火栓ブロック…………L2-432B 

＊＊道路用伸縮継ぎ手………………L2-523 

道路用伸縮継手材………………L2-523 

道路用伸縮継手の 

 止水材…………………………L2-523 

道路用伸縮継目材………………L2-523 

道路用側溝………………………L2-411～411E 

道路用側溝管……………………L2-411D～441E 

道路用側溝管ブロック…………L2-411D 

道路用側溝蓋……………………L2-442 

道路用側溝ブロック……………L2-411､411E 

              L2-412D 

道路用段差プレート……………L2-520 

道路用中央分離 

 ブロック………………………L2-5210 

＊ 道路用継ぎ目材…………………L2-523 

道路用手摺………………………L3-530～530D 

道路用手摺親柱…………………L3-5410 

道路用手摺の束柱………………L3-5390､L3-5472 

道路用点字ブロック……………L6-1421 

道路用排水管……………………L2-411 

道路用排水溝……………………L2-412A 

道路用排水枡……………………L2-431～431B 

道路用排水枡……………………L2-431～431B 

道路用排水目皿…………………L2-450 

＊＊道路用反射器……………………J6-42 

＊＊道路用反射鏡……………………J6-42 

道路用反射板……………………J6-42 

道路用標識板……………………F5-10～F5-10C 

＊＊道路用びょう……………………L2-531 

道路用履行板……………………L2-522 

＊ 道路用ブロック…………………L2-2243A､ 

              L2-411E～412A､ 

              L2-5210～5211､ 

              L6-1420 

道路擁壁用ブロック……………L2-2244 

道路用防音板……………………L6-131 

道路用防音板材…………………L6-131 

＊ 道路用防音壁……………………L2-543 

道路用防音壁枠…………………L2-543 

道路用防眩板……………………L2-532 

道路用防護さく…………………L3-530､L3-530B 

道路用防護柵の支柱……………L3-5472 

道路用溝板………………………L2-442 

道路用融雪マット………………L2-522 

道路用誘導敷板…………………L6-1421 

＊ 道路用誘導ブロック……………L6-1421 

道路用路肩カバー………………L2-5210 

道路用ローラー…………………K3-3241 

胴割れ米鑑別器…………………K3-146 

戸車レール材……………………L5-105 

時計 

腕時計………………………J2-30～30C 

置時計………………………J2-40～40C 

懐中時計……………………J2-20～20C 

掛け時計……………………J2-50～50C 

砂時計………………………J2-11 

日時計………………………J2-12 

ペンダント時計……………J2-20～20C 

指輪時計……………………J2-21～21B 

土建用表装材剥離具……………K1-04 

土砂運搬用土砂削取刃…………K3-391 

土砂トラップ付側溝……………L2-412 

土砂排水マット…………………L2-210 

土砂ふるい機……………………K3-42 

土砂流出防止用 

 排水フィルター………………L2-4190 

土壌改良具………………………K3-0 

土壌消毒薬注入器………………K3-121 

土壌消毒用 

 スチームパイプ………………K3-129 

土壌水分センサー………………H1-550 

土壌薬液注入機…………………K3-121 

土壌用液注入具…………………K3-121 

土壌及び栽培土壌用 

 排水格子………………………L2-210 

度数計 

 電話機用 

  通話度数計…………………H3-3190 

土石粒塊選別器…………………K3-43 

土台換気スペーサー……………L4-3390 

土台換気用部材…………………L4-410 

土台締着用アンカー 

 ボルト支持金具………………L1-433 

土台と柱と筋かいの 

 連結金具………………………L4-191 

土台水切…………………………L4-410 

土中排水管材……………………L2-411～411E 

土中用アンカー…………………L2-2110 

ドットプリンター用 

 リボンカートリッジ…………H5-921 

土留板……………………………L2-2120～2121A 
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土留篭用金網……………………L2-61 

土留め壁用ジャッキ……………L2-2129 

土留め切り梁用の 

 シュー…………………………L2-2129 

＊ 土留めくい………………………L2-2122 

土留めくい用カバー……………L2-2129 

土止めコンクリート 

 ブロック………………………L2-413B 

土留め柵…………………………L2-2120 

土留柵笠石………………………L2-2120 

土留サポート用 

 取手付き掛け具………………L2-2129 

土留支保工用腹起し材…………L2-2120 

土止めステップ材………………L2-220～221､ 

              L2-2240 

土留側溝…………………………L2-411､L2-412 

土留側溝ブロック………………L2-412 

土留付組立側溝…………………L2-411 

土留パネル用のシュー…………L2-2120 

土留ブロック……………………L2-2240､L2-2240B 

              L2-2244 

土留壁化粧板……………………L2-2244 

土留め壁用ブロック……………L2-2244B 

土留め用当板……………………L2-2121A 

土留用石詰籠……………………L2-61 

土留用籠…………………………L2-61 

土留用杭先端金具………………L2-2129 

土留用コンクリート 

 ブロック………………………L2-2240～2240B 

土留用柵…………………………L2-2120～2121A 

土留用サポート…………………L2-2120 

土留サポート接続金具…………L2-2129 

土留用サポートの 

 操作棒…………………………L2-2120 

土留用サポートの 

 引掛け金具……………………L2-2129 

土留用支持枠……………………L2-2120 

土留用支持枠材…………………L2-221 

土留用支柱………………………L2-2120～223 

＊ 土留め用支保工…………………L2-2120 

土留め用パイル…………………L2-2121､L2-2240､ 

              L2-2244C 

土留め用部材……………………L2-2120､L2-2240 

＊ 土留め用ブロック………………L2-2240～2240B 

              L2-2242 

              L2-2244～2244C 

土留用水抜穴 

 フィルター……………………L2-4190 

土留用矢板の支持柱材…………L2-2120 

土留用矢板の腹起し材…………L2-2120 

土留用枠…………………………L2-61 

土留用工ブロック………………L2-2244～2244B 

土留め枠体用のパネル…………L2-2121 

土留め枠体用パネルの 

 接続具…………………………L2-2129 

土鍋蓋……………………………C5-4191 

＊ ドビー織機………………………K5-131 

＊＊土瓶………………………………C5-310～310FA 

＊ 土瓶敷き…………………………C5-532 

＊ どぶさらい器……………………C3-10 

土木建築工事用 

 クランプ………………………L1-192 

土木建築用クランプ……………L1-192 

土木建築用山留架構体 

 のコーナーボックス…………L2-2120 

土木建築用山留に 

 おけるコーナー部材…………L2-2120 

土木工事用防水シート…………L2-220 

土木工事用止水シート 

 接続具…………………………L2-122 

土木工事用遮水シート…………L2-210､L2-220 

土木構造物用目地材……………L1-30 

土木構築用ブロック……………L2-30 

土木作業用懸垂具………………L1-30 

土木用 

 アイソレーション 

 シート…………………………L2-122 

土木用掘削機……………………K3-323 

土木用掘削機の掘削刃…………K3-391 

土木用掘削機の 

 バケット………………………K3-32191 

＊ 土木用構造材……………………L2-02 

土木コンクリート 

 ブロック………………………L2-2240A､L2-2241､ 

              L2-2244 

＊ 土木用穿孔機のドリル…………K3-391 

土木用穿孔機の 

 ドリルヘッド爪………………K3-391 

土木用積ブロック………………L2-2244～2244A 

土木用積ブロック台……………L2-2244 

土木用ネット……………………L2-210 

土木用排水材……………………L2-210 

土木用品…………………………L2-221 

土木用ブロック…………………L2-01B､L2-2240､ 

              L6-1420 

土木用ポンプ……………………K8-50 
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土間用目地材……………………L4-120､L4-430 

止り 

  樋止り………………………L4-2323 

止め 

キャスター用 

 輪止め……………………M3-329 

自転車車輪止め……………G2-2902 

花止め………………………C2-139 

ドライアイス製造機……………K6-0 

＊ ドライクリーニング機…………C3-520～520C 

＊＊ドライバー………………………K1-2310 

ドライバー 

携帯用空気動 

 ドライバー………………K1-331 

携帯用電動 

 ドライバー………………K1-331 

ドライバー柄……………………K1-23191 

ドライバーケース………………K1-52～53 

ドライバー付穿孔錐……………K1-230 

ドライバーの柄…………………K1-23191 

＊ ドライバービット………………K1-23190 

ドライバー本体…………………K1-2310 

＊ ドライバー用柄…………………K1-23191 

ドライバー用 

 ネジ取付把持具………………K1-23190 

＊ ドライバー用 

 ねじ保持具……………………K1-23190 

ドライバー用保持柵……………K1-50 

ドライバ収納具…………………K1-52 

ドライブゲーム盤………………E2-212 

ドライヤー 

いす付きヘアー 

 ドライヤー………………B7-340A 

くし付きヘアー 

 ドライヤー………………B7-340､B7-340B 

ハンドドライヤー…………C4-27 

ブラシ付ヘアー 

 ドライヤー………………B7-340､B7-340B 

ヘアードライヤー…………B7-340～340C 

ドラフティング・ 

 プロッタ………………………H5-451 

＊＊ドラフトチャンバー……………K6-74 

ドラム 

オフセット 

 印刷機用原版 

 取付けドラム……………K0-229 

カーテン巻取り 

 ドラム……………………L5-590 

ケーブルドラム……………H2-411 

ドラム缶運搬車…………………G2-55 

ドラム缶切り……………………K1-220 

ドラム缶吊り下げ 

 反転機…………………………G1-05 

ドラム支持用スタンド…………E4-00 

＊ ドラムスイッチ…………………H1-540 

ドラム用打ち皮締め枠…………E4-20 

ドラム用音響調整器……………E4-20 

ドラム用締付ボルト……………E4-20 

ドラム用 

 締付ボルト座金………………B4-20 

ドラム用 

 締付ボルトの掛金……………E4-20 

ドラム用締付レンチ……………E4-20 

ドラム用フットペダル…………E4-20 

ドラム用連結具の 

 受け止め具……………………E4-20 

ドラム連結用受座………………E4-20 

ドラム連結用ホルダー…………E4-20 

＊＊ドリッパー………………………C6-361 

＊＊ドリル……………………………K1-4070～4070A､ 

              K1-4081 

ドリル 

ガラス穿孔用 

 ドリル……………………K1-4070 

携帯用 

 エアードリル……………K1-3140 

携帯用電動ドリル…………K1-3140～K1-3140B 

            K1-3140､K1-3140A 

            K1-3140B 

鋼管穿孔用ドリル…………K1-4170 

鋼板用コアドリル…………K1-4080 

コンクリート 

 穿孔用ドリル……………K1-4070A 

石材用ドリル………………K1-4070A 

手回しドリル………………K1-214 

陶管用ドリル………………K1-4070A 

土木用穿孔機用 

 ドリル……………………K3-3372 

布穿孔機用ドリル…………K1-4070 

木材用ドリル………………K1-4070A 

ドリルのスタンド用 

 電磁石…………………………K1-3149 

ドリル鋼管杭……………………L2-2111 

ドリル収納ケース………………K1-53 

＊ ドリル収納用スタンド…………K1-50 
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ドリルスタンド用 

 電磁石盤………………………K7-112 

ドリルスタンド用 

 電磁石…………………………K1-3149 

ドリル立て………………………K1-50 

ドリル立…………………………K1-50 

ドリルチャック…………………K1-39､K7-1912 

ドリルチャック 

 ハンドル………………………K1-230 

ドリル付き 

 ねじ形成用ダイス……………K1-4032 

ドリル研器………………………K1-283 

ドリル研ぎ具……………………K1-283 

ドリル抜き具……………………K1-25 

ドリル刃収納用 

 スタンド………………………K1-50 

ドリル盤…………………………K7-112 

ドリルビット……………………K3-391 

ドリル用切刃チップ……………K1-406 

ドレイン 

ルーフドレイン……………L2-452 

ドレッサー………………………D2-631 

ドレッサー 

ダイヤモンド 

 ドレッサー………………K1-411 

ロータリー 

 ドレッサー………………K1-411 

ドレッシング入れ………………C5-310～310FA 

ドレッシング差し………………C5-310～310FA 

＊ ドレッシングつぎ………………C5-310～310FA 

ドレッジャー用 

 遠心ポンプ……………………K8-522 

ドレン栓 

内燃機関用 

 ドレン栓…………………K8-296 

＊ ドロップ…………………………A1-15～15G 

泥よけ 

自転車用泥よけ……………G2-4913 

自転車用泥よけ……………G2-2951 

＊＊どんぶり…………………………C5-210～210J 

 

 

 


