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〔ナイ〕
意匠分類の記号

物品の名称
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＊ 内燃機関用気化器………………K8-294
〔な〕

内燃機関用
キャブレター…………………K8-294

内燃機関用磁石式

内燃機関用給気管………………K8-294

発電機の回転子………………H2-19

内燃機関用吸気管………………K8-295

内燃機関用磁石

内燃機関用

発電機の固定子………………H2-19
内燃機関用燃料

空気フィルター………………K9-23
＊ 内燃機関用

タンクキャップ………………K8-294

クランクシャフト……………K8-291

内視鏡……………………………J7-32

内燃機関用

内視鏡カメラ……………………J3-20
内視鏡用カメラ…………………J3-20

コンロッド……………………K8-291
＊ 内燃機関用

内視鏡用テレビカメラ…………H4-310
内視鏡用
８ミリシネカメラ……………J3-71

始動プーリー…………………K8-293
＊＊内燃機関用消音器………………K8-295
＊ 内燃機関用シリンダー…………K8-291

内視鏡用

内燃機関用

フィルムカセット……………J3-37

磁石発電機の回転子…………K8-293

＊ 内診用無影灯……………………D3-651

内燃機関用

内装用羽目板……………………L6-130
＊ 内側マイクロメーター…………J1-122

磁石発電機の固定子…………K8-293
＊ 内燃機関用

＊＊ナイトガウン……………………B1-41

潤滑油ポンプ…………………K8-296

＊ ナイトキャップ…………………B2-62

＊ 内燃機関用スターター…………K8-293

ナイトテーブル…………………D2-531〜D2-531E

内燃機関用

内燃機関の

スタータケース………………K8-293

エアークリーナー用

内燃機関用点火改良器…………K8-292

防塵分離器……………………K8-295

内燃機関用点火器………………K8-292

内燃機関用通気ろ過器…………K9-23

＊ 内燃機関用点火コイル…………K8-292

内燃機関点火装置用

内燃機関用

プロテクタ……………………K8-292
内燃機関燃料噴射管……………K8-294

点火信号発生器………………K8-292
＊ 内燃機関用

内燃機関のオイル

点火時期調整器………………K8-292

フィルター用脱着具…………K9-23

内燃機関用

内燃機関のシリンダー

点火制御器ケース……………K8-292

ヘッドカバー…………………K8-291

内燃機関用点火栓………………K8-292

内燃機関の燃焼補助器…………K8-292

内燃機関用点火配電器…………K8-292

内燃機関の
燃料タンクキャップ…………K8-294

＊＊内燃機関用点火プラグ…………K8-292
＊ 内燃機関用ドレン栓……………K8-296

＊＊内燃機関用
油フィルター…………………K9-23
内燃機関用

内燃機関用燃料供給管…………K8-294
＊ 内燃機関用燃料コック…………K8-294
＊ 内燃機関用燃料タンク…………K8-294

エアークリーナー……………K9-23

内燃機関用燃料タンク

内燃機関用
エアーフィルター……………K9-23

のキャップ……………………K8-294
＊ 内燃機関用燃料噴射

内燃機関用エアー

ポンプ…………………………K8-294

クリーナ入口フード…………K8-295

内燃機関用燃料噴射

内燃機関用

ノズル…………………………K8-294

オイルフィルター……………K9-23
＊ 内燃機関用過給機………………K8-295

内燃機関用燃料コック…………K8-294
＊ 内燃機関用排気管………………K8-295
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＊ 内燃機関用排気ガス

意匠分類の記号

接着テープ剥離

浄化触媒………………………K8-295

ナイフ……………………F2-80

内燃機関用排気ガス

栓抜き付き

浄化用触媒……………………K8-295

ペーパーナイフ…………F2-81320

内燃機関用発電コイル…………K8-292

調理用電動ナイフ…………C6-3111

内燃機関用

電工用ナイフ………………K1-110

パルサコイル…………………K8-292

登山ナイフ…………………K1-110B

＊ 内燃機関用ピストン……………K8-291

飛出しナイフ………………K1-110D

内燃機関用

バターナイフ………………C6-3110

ピストンクラウン……………K8-291

絵画用

内燃機関用

パレットナイフ…………F1-323

ピストンスカート……………K8-291

紐切りナイフ………………K1-123

＊ 内燃機関用

ペーパーナイフ……………F2-81321

ピストンリング………………K8-291

ペインティング

内燃機関用

ナイフ……………………F1-323

フライホール…………………K8-290

ポケットナイフ……………K1-110C

＊ 内燃機関用

マニキュア用

プラグチャンバー………………K8-292

ナイフ……………………B7-140

内燃機関用

利徳ナイフ…………………K1-110C

ヘッドカバー…………………K8-290
内燃機関用

＊ ナイフおもちゃ…………………E1-624
＊ ナイフスイッチ…………………H1-522

ベルトカバー…………………K8-290

ナイフ付き

＊ 内燃機関用

はさみ用ケース………………K1-52

ベンチュリー管………………K8-294

ナイフの柄………………………K1-119

＊＊内燃機関用放熱器………………K8-296

ナイフの鞘………………………K1-52

内燃機関用

ナイフのさや……………………K1-52

放熱器用キャップ……………K8-296

ナイフの握り柄…………………K1-119

＊ 内燃機関用

ナイフ本体………………………K1-110

マニホールド…………………K8-295

＊ ナイフ用柄………………………K1-119

内燃機関用マフラー

ナイフ用替え刃…………………K1-119､K1-129

プロテクター…………………K8-295

ナイフ用キャップ………………K1-52

内燃機関用

ナイフ用ケース…………………K1-52

冷却水タンク…………………K8-296

ナイフ用鞘………………………K1-52

＊＊内燃機関用冷却ファン…………K8-296

ナイフ用さや……………………K1-52

＊ 内燃機関用連接棒………………K8-291

ナイフ用つば……………………K1-119

＊ 内燃機関用

ナイフ用鍔………………………K1-119

エアーフィルター……………K9-23
＊＊ナイフ……………………………C6-114〜114A､

＊ 内壁見切り縁……………………L4-413
＊ 内壁見切り縁材…………………L4-413

C6-3110､

＊＊内面研削盤………………………K7-1160

K1-110〜110D

＊ 苗植機……………………………K3-126

ナイフ

苗植付機…………………………K3-1259

飲食用ナイフ………………C6-114〜114A

苗植付け具………………………K3-1259

鉛筆削り用ナイフ…………K1-110A

苗植付け装置用

折込みナイフ………………K1-110C

苗詰り防止具…………………K3-129

果物ナイフ…………………C6-3110

苗植付爪…………………………K3-1259

削字ナイフ…………………F2-1220

苗運搬器…………………………K3-129

狩猟用ナイフ………………K1-110B

苗運搬用パレット………………G1-50

水中ナイフ…………………K1-110B

苗運搬用容器……………………G1-50〜50A
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苗送りベルト用ローラ…………K3-1259

＊ 長靴下……………………………B2-41B

苗かご……………………………G1-50

＊＊長靴………………………………B5-1C〜1D､

苗木用防霜覆い…………………K3-120

B5-1DC〜1E､

苗芝固定用竹串…………………L2-30

B5-1EC

苗滑ローラ………………………K3-1259

長靴

＊ 苗床用覆い………………………K3-120
＊ 苗抜き機…………………………K3-126

作業用長靴…………………B5-1CG
＊ 長靴用保型具……………………B5-03

苗箱の運搬棚……………………K3-122

長コート…………………………B1-110

苗箱用運搬器……………………G1-50

長さ計……………………………J1-10､J1-110

苗箱用土押えローラー…………K3-110

長さ計

苗箱用点捲機……………………K3-124
苗箱用根切機……………………K3-160

回転長さ計…………………J1-112
＊ 流し………………………………D5-123､26

直し

流し

剣山直し……………………C2-139

流し台用流し………………D5-191

中折網戸用縦框材………………L5-1252

流し､オーブン付き

中折障子用連結材………………L5-1221

調理台…………………………D5-1202

中折れねじり階段………………L3-44

流し槽……………………………D5-191､D5-26

中ぐり切削工具…………………K1-402

流し槽

中ぐり盤

実験用流し槽………………D5-26

精密中ぐり盤………………K7-113

薬品流し槽…………………D5-26

立て中ぐり盤………………K7-113

流し槽用水切り盤………………D5-190

横中ぐり盤…………………K7-113

流し槽用

中子

水切りプレート………………D5-190
鍋用中子……………………G5-4190

＊＊流し台……………………………D5-123〜123D

中桟

流し台
網戸用中桟…………………L5-1253

こんろ付き流し台…………D5-1201

引戸用中桟…………………L5-12013

収納棚付き流し台…………D5-11

窓用中桟……………………L5-12013

食器洗い機付き

中桟材

流し台……………………D5-1202

網戸用中桟材………………L5-1253

流し台おもちゃ…………………E1-610

引戸用中桟材………………L5-12013

流し台下収納ケース……………D2-531

窓用中桟材…………………L5-12013

流し台天板………………………D5-191

中仕切

流し台取付け用

運搬用容器の

排水ドレン……………………L2-450〜451

中仕切……………………G1-59

流し台ごみ入れ…………………C3-370D

中敷き

流し台のごみ受けかご…………L2-450

靴中敷き……………………B5-922

流し台用すのこ…………………D5-193

スキー靴用中敷き…………B5-219

流し台用

筆入れ用中敷き……………F2-7429

石鹸洗剤たわし入れ…………D1-232

中仕切板

流し台の排水栓…………………L2-453

包装用中仕切り板…………F4-9111
中底

流し台の目ざら…………………L2-450
＊＊流し台用ごみ入れ………………L2-450､C3-370D

靴中底………………………B5-922

流し台用ごみ止め栓……………L2-450

中継ぎフェンス…………………L3-530

流し台用

＊＊長いす……………………………D2-10､

ごみ袋の支持具………………D5-192

D2-14F〜14FAA

流し台用たわし入れ……………D1-232

＊ 長芋育成用床……………………K3-120

流し台用厨芥処理機……………D5-192

長芋栽培器具……………………K3-120

流し台用ちょうつがい…………D2-932
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流し台用天板……………………D5-191

意匠分類の記号

雪崩防止ブロック用

＊＊流し台用流し……………………D5-191

金網枠…………………………L4-120

流し台用排水口金具……………L2-450

雪崩防止ブロック用

流し台用排水口蓋………………L2-450

コンクリート型枠……………L2-220

流し台用排水目皿………………L2-450

なだれ防止用

流し台用引手……………………D2-9312A､D2-9312D

凸型ブロック…………………L2-2240

＊ 流し台用マット…………………D5-193

雪崩防止用ブロック……………L2-2243､L2-542

流し台用水切り…………………L4-410

雪崩防止用

流し台用水切器…………………L2-450

ブロックの型枠………………L1-3130

＊ 流し台用水切り板………………D5-190

＊＊雪崩予防さく……………………L2-542

流し台用水切り盤………………D5-190

雪崩落石防護壁…………………L2-542

流し台用

捺染型紙用穿孔刃………………K5-150

水切りプレート………………D5-190

捺染型紙用ポイント……………K5-150

流し台用目皿……………………L2-450

捺染機……………………………K5-151

＊ 流し灯ろう………………………D3-280

捺染台……………………………K5-22

長尺物用の保護シート…………L1-40
＊＊流し用すのこ……………………D5-193

捺染用スケージ…………………K5-150
＊＊ナット……………………………M3-113〜113A

流し用排水口金具………………L2-450

ナット隠し………………………M3-193

＊ 流し用排水トラップ……………L2-451

ナットカバー……………………M3-193

＊ 流し用目皿………………………L2-450
長尺天井板吊金具………………L4-3190
＊＊長じゅばん………………………B1-21

ナット締付け機…………………K0-00
＊ ナット形成用ダイス……………K1-4032
＊ ナットタップ……………………K1-4031

長ねぎ皮むき機…………………K4-30

ナット用化粧キャップ…………M3-193

流れ壁雨押え……………………L4-2114

ナット用弛止め具………………M3-190､M3-193

菜切り包丁………………………C6-3110
投網………………………………K2-10

ナット破壊器……………………K1-223
＊ ナット用保護カバー……………M3-193

投入れ口

ナップサック……………………B4-20

ダストシュート

なつ印器

投入れ口…………………L3-40

事務用なつ印器……………F2-222

投入み加熱器
調理用

夏用掛け布団……………………C1-13
＊＊ナトリウムランプ………………D3-1130

投込み加熱器……………C6-441

ナフキンスタンド………………G5-5350

＊ 投込み湯沸し器…………………C6-441

ナフキンリング…………………G5-5351

長押材……………………………L4-411

名札

長押用衣服掛け…………………D1-21A､D1-21E

着用名札……………………F3-3414

無目構成部材……………………L5-1600

名札入れ…………………………F3-3414

無目構成部材内枠………………L5-1600

名札入れ付

無目構成部材外枠………………L5-1600

洋ばさみケース………………K1-52

＊ 無目用はめ殺し部材……………L5-1601

名札入付洋鋏ケース……………K1-52

＊ なす環……………………………M3-00

名札取付け板……………………F2-73131

＊＊な染機……………………………K5-151

＊＊ナプキン…………………………C1-6

＊ な染台……………………………K5-22

ナプキン

＊＊なた………………………………K1-10

生理ナプキン………………C4-41

なたの柄用カバー………………K1-52

＊＊ナプキン立て……………………C5-5350

なた用柄…………………………K1-19

＊＊ナプキンリング…………………C5-5351

なた用サック……………………K1-52

鍋…………………………………C5-4110〜4110F､

雪崩防護壁………………………L2-542〜543

C5-4112､C5-4113

雪崩防止さく……………………L2-524
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鍋

意匠分類の記号

生海苔水分分離用
圧力鍋………………………C5-4112

遠心分離機……………………K4-6

おでん鍋……………………C5-4110C

生海苔切断洗滌機………………K4-6

片手鍋………………………C5-4110E〜4110EA

生海苔洗滌機……………………K4-6

クレープ焼き鍋……………C5-4110B〜4110BA

生のり洗滌機……………………K4-6

ジンギスカン鍋……………C5-4110B

生のり脱水機……………………K4-6

すきやき鍋…………………C5-4110CA〜4110D

生海苔脱水機……………………K4-6

中華鍋………………………C5-4110CA

生花用水取替え桶………………K3-150

天ぷら鍋……………………C5-4110A､C5-4110C

生ビール樽………………………G1-522

電気鍋………………………C5-4121〜4121CA

鉛沈子圧着器……………………K1-260

電気天ぷら鍋………………C5-4121CA

波板押え材………………………L4-2110

肉焼き鍋……………………C5-4110B

波板屋根用押えフック…………L4-2191

両手鍋………………………C5-4110C〜4110CA

波板用止金具……………………L4-2191

鍋置き台…………………………C5-532

波型建築用板材…………………L6-10

鍋釜保持台………………………C5-532

波型屋根板支承材………………L4-2191

＊＊なべ敷き…………………………C5-532

＊ 波型屋根板取付け金具…………L4-2191

鍋台………………………………C5-532

波がわら…………………………L6-1110

なべつかみ………………………C6-222

＊ 並谷がわら………………………L6-112

鍋の蒸し皿………………………C5-4190

波のり板…………………………E3-52

＊＊なべぶた…………………………C5-4191

＊ 倣い画おもちゃ…………………E1-00

なべぶた掛け……………………C5-530E

＊＊ならい施盤………………………K7-111

なべぶた立て……………………C5-530A､

ならいフライス盤………………K7-114

C5-530B〜530BB､

均し機

C5-530D〜530E

空気動コンクリート

＊＊なべぶた用つまみ………………C5-4193
＊＊なべ用柄…………………………C5-4192

均し機……………………K3-2250
＊ 鳴り物おもちゃ…………………E1-510

＊＊なべ用落としぶた………………C5-4191

鳴りもののおもちゃ用

なべ用把手………………………C5-4192

共鳴管…………………………E1-5191

＊ なべ用中子………………………C5-4190

鳴子おもちゃ……………………E1-510

鍋用中蓋…………………………C5-4191

なると……………………………A1-13

鍋用排気案内カバー……………C5-4190

苗代床づくり器…………………K3-110

生菓子……………………………A1-15AB
生コンクリート

苗代散水器………………………K3-131
＊＊なわ跳び具………………………E2-50

移送用容器……………………G1-520

なわとび用グリップ……………E2-50

＊ 生コンクリート
供給用移動ホッパー…………K3-301
生コンクリート

縄とび用ひも……………………E2-50
＊＊なわない機………………………K3-101
＊＊南きん錠…………………………M3-221

スペーサーブロック…………L1-433

軟弱地盤用排水板………………L2-210

生コンクリート

軟水器……………………………K6-121､K6-40

バケット用漏水受皿…………K3-32519

軟水器用

生コンクリート用

コントロールバルブ…………K6-40

シュートの受台………………K3-32519
＊ 生ごみ入れ………………………C3-370〜370C
生ごみ処理槽……………………K3-100､K0-50
生ごみ用屑入れ…………………C3-370
生茶葉蒸機………………………K4-0
生海苔洗機………………………K4-6
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