〔ノー〕
物品の名称

〔ノウ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

農業機械用
〔の〕

サンバイザー…………………K3-190
農業機械用座席…………………K3-190
農業機械用車輪…………………K3-191

＊＊ノート……………………………F3-211

＊ 農業機械用操作レバー…………K3-190

＊ ノートカバー……………………F3-2920
ノート表紙………………………F3-2911
＊＊ノート用紙………………………F3-1130

農業機械用タイヤ………………K3-191､G2-91191
＊＊農業機械用内燃機関……………K8-21
＊ 農業機械用ハンドル……………K3-190､G2-2931

ノート用表紙……………………F3-2911

＊ 農業機械用日よけ………………K3-190

ノイズ防止用コイル……………H1-430

＊ 農業機械用尾輪…………………K3-191

農園芸ハウス用

農業機械用ボンネット…………K3-129

十字止金具……………………L3-392

農業機器用エンジン……………K8-21

農園芸ハウス用枠材……………L4-010､L3-391

農業作業機用シート……………K3-190

農園芸用枝屈曲具………………K3-151

農業作業機用

農園芸用枝支持具………………K3-151

ステアリング

農園芸用散水器…………………K3-131､M2-532

ホイール………………………K3-190

農園芸用散水具…………………K3-131､M2-532

農業車両用メーター

農園芸用散水パイプ……………M2-532

パネル…………………………G2-2933

農園芸用シート固定具…………K3-120

農業トラクター用

農園芸用シート止着具…………K3-120

安全フレーム…………………G2-231

農園芸用支柱……………………K3-151

農業トラクター用

農園芸用支柱材…………………K3-151

整土機…………………………K3-1190

農園芸用支柱等の継手…………L3-392

農業トラクター用

農園芸用自動液体

土砂運搬器……………………K3-1190

供給器のキャップ……………K3-121

農業トラクター用

農園芸用

フェインダ……………………G2-231

自動液体供給器………………K3-121

農業用覆押器……………………L3-390

農園芸用砂運搬器………………K3-100

＊ 農業用穴掘り機…………………K3-323

農園芸用

農業用穴掘り機…………………K3-110

スプリンクラー………………M2-532

農業用移植機……………………K3-126

農園芸用ビニール

農業用運搬具……………………G2-50〜G2-50B

シートの止着具………………L3-393
農機用エンジン

農業用液体散布機………………K3-131
＊ 農業用かご………………………K3-100

マフラーカバー………………K3-190

農業用仮設作業橋………………L2-522

農機用座席………………………K3-190

農業用くま手……………………K3-161

農機用車輪………………………K3-191

農業用コンバイン………………K3-1430B

農機用操作レバー………………K3-190

農業用作業機の計器盤…………K3-190

農機用操作レバーの

農業用作業車……………………G2-221

グリップ………………………G2-2932

農業用散紛ホースの

農機用タイヤ……………………K3-191､G2-91191

粉剤案内体……………………K3-131

農機用トランス

農業用散紛ホースの

ミッションケース……………K3-190

粉剤案内筒……………………K3-131

農機用燃料タンク………………K3-190

農業シート施設機………………K3-100

農機用ハンドル…………………K3-190

農業用支柱………………………L3-391

農機用日除け……………………K3-190

農業用支柱のキャップ…………K3-151

農機用尾輪………………………K3-191

農業用焼土機……………………K3-100

農機用ベルトカバー……………K3-190

農業水位調整器…………………L2-32

農機用補助車輪…………………K3-191

農業水閘…………………………L2-30
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物品の名称

〔ノウ〕
意匠分類の記号

物品の名称

農業用水コンクリート

意匠分類の記号

農業用ビニールハウス

止水ブロック…………………L2-412A

の管連結具……………………L3-392

農業用スプリンクラー…………M2-532

農業用ビニールハウス

農業用整地機……………………K3-1190

のシート止め具………………L3-391､L3-393

農業用整地機の排土坂…………K3-1190

農業用ビニールハウス

農業用背負い防除機の

のビニールシート

本体……………………………K3-131A

止着……………………………L3-393

＊＊農業用せき………………………L2-32

農業用ふるい……………………K3-42

＊ 農業用せき板……………………L2-32〜32A

農業用篩…………………………K3-42

＊ 農業用せき板材…………………L2-32A

農業用噴霧機……………………K3-131

＊ 農業用せき柱……………………L2-32〜32A

農業用プラスチック

＊ 農業用せき柱材…………………L2-32A

シート材の抱持部品…………L3-393

農業用堰枠………………………L2-32A

農業用プラスチック

農業用堰枠材……………………L2-32A

シートの抱持具………………L3-393

農業用沈でん分離槽……………K6-10

農業用溝切り機…………………K3-110

農業用接木クリップ……………K3-150

農業用薬剤散布機………………K3-131

＊＊農業用トラクター………………G2-231､K3-111
農業用トラクター

農業用薬剤散布車………………K3-131
＊ 農業用揚穀機……………………K3-147

運転席の計器盤枠……………G2-231

農業用リヤカー…………………G2-54

農業用トラクター

農業用レーキ……………………K3-160

キャビンの屋根板……………G2-231

農業用トラクタの

農業用トラクター

安全フレーム…………………G2-2910

キャビンの屋根………………G2-2910

農業用トラクタの

農業用トラクター

キャビン………………………G2-2910

前面パネル……………………G2-231

脳血管撮影台……………………J7-360

農業用トラクターの

農芸用結束具……………………K0-62

エンジンカバー………………G2-231

農芸用シート……………………K3-129

農業用トラクターの

農耕機補助車輪のラグ…………K3-191

計器盤…………………………G2-231

農耕機用タイヤ…………………G2-91191

農業用トラクターの

農耕機用ロータの

車輪カバー……………………G2-231

ラグ板…………………………K3-191

農業用トラクターの

農耕トラクター用

ステップ………………………G2-231

水田補助車輪…………………K3-191

農業用トラクター用

農耕用作業車……………………K3-3210

バケット………………………K3-1190

農耕用取水ゲート………………L2-13

農業用トラクタの

農耕機用ロータの

エンジンカバー………………G2-231

ラグ板…………………………K3-191

農業用トラクタの

納骨器……………………………C7-120

計器盤…………………………G2-231
農業用トラクタの

納骨壺……………………………C7-120
＊ 納骨袋……………………………C7-129

車輪カバー……………………G2-231

納骨仏壇…………………………C7-161

農業用トラクタの

農作業機用

ステップ………………………G2-231

粉粒体操出し機………………K3-129

農業用ハウスのパイプ

農作業機用荷台…………………K3-190

連結用支柱キャップ…………L3-392

農作業用いす……………………K3-100

農業用運搬機の

農作業用運搬車…………………G2-50

レール支持具…………………G1-69

農作業用三輪車…………………G2-50

農業用ビニールハウス…………L3-30

農作業用手押車…………………G2-50
346
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〔ノキ〕

物品の名称

意匠分類の記号

物品の名称

農作業用トレーラー……………G2-60

農用トラクタ用

農作業用動力運搬車……………G2-221

フロントアクスル……………G2-231

農作物乾燥用掛器………………K3-141
＊ 農作物乾燥台……………………K3-141

意匠分類の記号

農用トレーラー…………………G2-60
＊＊軒がわら…………………………L6-112

農作物の地下自動給水

軒先唐草材………………………L4-2113

立体栽培床……………………K3-122

軒先かわら………………………L6-112

農作物の

軒先瓦下地材……………………L6-119

搬送選別ローラ………………K3-146

軒先化粧板………………………L4-2113

農作物袋詰用補助具……………K0-61

軒先化粧カバー…………………L4-2113

農産物収穫用椅子………………K3-100

軒先化粧瓦………………………L6-115

農産物用コンテナ………………G1-520A

軒先化粧材………………………L4-2113

脳室穿刺針………………………J7-42

軒先化粧用型材…………………L4-2113

農収穫物堆積乾燥台……………K3-141

軒先消雪具………………………L4-2160

濃縮機……………………………K6-0

軒先の化粧板材…………………L4-2113

農道横断用水路溝………………L2-412〜412D

軒先端部カバー…………………L4-2110

＊ 濃度計……………………………J1-35

軒先水切板………………………L4-2114

濃度計

軒先水切役物……………………L4-2113

亜硫酸ガス濃度計…………J1-532

軒先面戸板………………………L4-2110､L4-2113

イオン濃度計………………J1-523

軒先用化粧板継手………………L4-2190

一酸化炭素濃度計…………J1-532

軒先用複合機能建材……………L4-231B

ガス濃度計…………………J1-532

軒先用水切板……………………L4-2114

排ガス濃度計………………J1-532

軒先用屋根板係止材……………L4-2113

農薬散布機………………………K3-131､K3-131A､

軒下すずめ止め…………………L4-2113

K3-121

軒出しテント用

農薬散布機用ノズル……………K3-121

連結金具………………………L3-269

農薬貯溜用容器…………………G1-522

軒天換気用部材…………………L4-410

農薬噴霧機用タンク……………K3-131､K3-131A

軒天井回り縁……………………L4-410

農用運搬車………………………G2-221

軒テントの雨蓋…………………L4-229

農用結束機用針…………………K3-14390

軒天回り縁材……………………L4-4121

農用深耕機の掘削爪……………K3-391

軒天見切縁受材…………………L4-2190

農用トラクター…………………G2-231

軒天見切縁換気材………………L4-410

農用トラクターの

軒とい……………………………L4-231〜231D

ジョイントカバー……………G2-231

軒とい受金具……………………L4-2391

農用トラクターの………………

軒樋受け具………………………L4-2391

フロントアクスル……………G2-231

軒とい材…………………………L4-231〜231D

農用トラクター用

軒樋支持金具……………………L4-2391

安全フレーム…………………G2-231

軒樋継手…………………………L4-2321､L4-2322､

農用トラクター用

L4-2322B

フロントアクスル……………G2-231

軒樋吊り金具……………………L4-2391

農用トラクタの

軒樋吊具…………………………L4-2391

ジョイントカバー……………G2-231

軒樋止り…………………………L4-2323

農用トラクタの

軒樋取付金具……………………L4-2391

前輪駆動用連結機……………G2-292

軒樋取付部材……………………L4-2391

農用トラクタ用

軒樋に用いられる

安全フレーム…………………G2-231

継目板…………………………L4-2322B

農用トラクタ用

軒樋用水落し……………………L4-2321

動力取出機……………………G2-292

軒棟包板…………………………L4-2110
＊ 軒樋………………………………L4-231〜231E
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〔ノズ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

軒樋カバー取付け具……………L4-2390

のこぎり用鞘……………………K1-51

軒樋化粧カバー…………………L4-2390

鋸用鞘……………………………K1-52

軒樋化粧カバー

鋸用鋸首支持金具………………K1-2190

取付け具………………………L4-2390

鋸用鋸首補強金具………………K1-2190

＊ 軒樋材……………………………L4-231〜231D

のこぎり用刃……………………K1-2190

軒樋吊金具取付け具……………L4-2390

のこぎり用やすり………………K1-282

軒樋取付具………………………L4-2391

ノコ刃用チップ…………………K1-406

軒樋取付けブラケット…………L4-2391

のこ刃……………………………K1-2190､K1-423

軒どい用落葉網支持具…………L4-2390

＊ のこ刃保護カバー………………K1-52

軒樋用落葉除け取付具…………L4-2390

鋸刃保護カバー…………………K1-52

軒鼻隠し付き雨樋………………L4-231D

のこ刃保持具……………………K1-2193

軒棟包板…………………………L6-113

鋸刃保持具………………………K1-2193

軒面戸板…………………………L6-114

のこ盤

軒用通気材………………………L4-410

金切り帯のこ盤……………K7-11030

＊＊ノギス……………………………J1-121

金切り弓のこ盤……………K7-11030

のこ

卓上金切り
携帯用電動帯のこ…………K1-3153

丸のこ盤…………………K7-11031

携帯用電動丸のこ…………K1-3151

木工用帯のこ盤……………K7-21

卓上用電動糸のこ…………K1-3152

木工用丸のこ盤……………K7-21

卓上用電動丸のこ…………K1-3152

＊＊のこ身……………………………K1-2190

手持ち

のこ用背金………………………K1-2190

空気動帯のこ……………K1-3153
電動体取付け用
携帯卓上糸のこ…………K1-3152

鋸用背金…………………………K1-2190
＊ のこ用目立てやすり……………K1-282
＊＊のし………………………………F3-13132

鋸あさり立て器…………………K1-283

のしいか…………………………A1-13

鋸あさり立器……………………K1-283

のし瓦受材………………………L4-2120

＊＊のこぎり…………………………K1-2130､2190

のし瓦用支持具…………………L4-2191

のこぎり

のし瓦用支持台…………………L6-119

携帯用
電動のこぎり……………K1-3150

のし紙……………………………F4-10〜10BF
＊ のしがわら………………………L6-113

＊ のこぎりおもちゃ………………E1-622

熨斗漆喰タイル…………………L6-113

のこぎり替え刃…………………K1-2190

のし袋……………………………F3-13132

ノコギリ立てかけ具……………K1-50

ノズル

鋸付きナイフ……………………K1-110D

衣類乾燥機用

のこぎり付

ノズル……………………C3-639

ポケットナイフ………………K1-110C

靴乾燥機用ノズル…………C3-639

鋸の柄……………………………K1-2193

散水ノズル…………………M2-532

のこぎりの柄……………………K1-2193

消防ホース用

のこぎり刃先チップ……………K1-406

ノズル……………………J6-31

鋸刃用チップ……………………K1-406

自動車用ウインド

のこぎり歯保護カバー…………K1-52

ワイパ洗浄水

鋸歯保護カバー…………………K1-52

噴射ノズル………………G2-2941

＊＊のこぎり用柄……………………K1-2193

製菓原料注出

鋸用柄……………………………K1-2193

ノズル……………………K4-90

のこぎり用替え刃………………K1-2190

農薬さん布機用

鋸用ケース………………………K1-52

ノズル……………………K3-131

鋸用携帯ケース…………………K1-52

噴霧器用ノズル……………C0-291

鋸用サック………………………K1-52
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溶接用被覆消耗
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のり網浮子接手…………………K2-190

ノズル……………………K7-1413
ノズル付き

海苔網浮子接手…………………K2-190
＊ のり網固定具……………………K2-190

ヘアードライヤー……………B7-340､

海苔網支持器用継手……………K2-190

B7-340B〜340C

海苔網支持具……………………K2-10

載台

海苔網支柱用ソケット…………K2-190

田植え機用苗載台…………K3-1259

海苔網張設用連結具……………K2-190

＊ のぞきおもちゃ…………………E1-650

海苔網取付具……………………K2-190

のぞき窓…………………………L3-11

海苔網の吊鋼連結具……………K2-10

＊＊ノッカー…………………………L5-65

海苔網張設用支持秤……………K2-190

ノッカー

海苔網用うき……………………K2-191

建具ノッカー………………L5-65

海苔網用懸吊具…………………K2-190

ノック金具………………………L5-65

海苔網用留め金具………………K2-10

伸し機付餅つき機………………K4-52

海苔網用ロープ連結具…………K2-190

延縄収納具………………………K2-190

＊ のり網連結具……………………K2-190

延縄魚用技縄巻取機……………K2-190

海苔乾燥室………………………K4-6

ノブ………………………………L5-632

＊ のり乾燥用枠……………………K4-6

ノブ

海苔原燥洗浄機…………………K4-6
自動車用シフト

海苔種重網洗滌板………………K2-190

レバーノブ………………G2-2932

海苔熟成機………………………K4-6

建具用ノブ…………………L5-632A

＊ のり抄き機………………………K4-6

ノブカバー………………………L5-6392

海苔抄機用抄枠…………………K4-6

＊＊野縁………………………………L4-3111〜3111B

海苔切断機………………………K4-6

野縁受け材………………………L4-3111A

海苔切断機用切断刃……………K4-90

野縁受けつり具…………………L4-31911
野縁支受具………………………L4-31911〜31611B

海苔切断洗滌機…………………K4-6
＊ のり洗浄機………………………K4-6

＊ 野縁材……………………………L4-3111〜3111B

海苔洗滌機用洗滌筒……………K4-6

野縁継手…………………………L4-3190

海苔洗浄用ろ過機………………K6-10

野縁吊り金具……………………L4-31911

海苔脱水機………………………K4-6

野縁取付金具……………………L4-3190､
L4-31911B､

のり種重網洗滌板………………K2-190
＊ のり付け機………………………K5-12

L4-329

糊付機……………………………K5-12

のぼり……………………………F5-13

法止ブロック……………………L2-2240､

＊＊のみ………………………………K1-211

L2-2240B

のみ

法留ブロック……………………L2-2244
石のみ………………………K1-211

海苔の種付用桶…………………K2-2

木工用角のみ………………K1-426
油圧ブレーカー用

海苔剥ぎ用ローラー……………K4-6
＊＊法張りブロック…………………L2-2240､

のみ………………………K1-4081

L2-2242〜2243C､

のみの柄……………………K1-2193

L2-2244A

のみの刃……………………K1-2191

法張り用ブロック………………L2-2240〜2243

のみ盤

法張用ブロック…………………L2-2240

角のみ盤……………………K7-23

法覆ブロック……………………L2-2240A

＊ のみ用柄…………………………K1-2193

のりまきすだれ…………………C6-230

＊＊のみ用刃…………………………K1-2191

法面階段構成材…………………L2-220

＊＊のり………………………………A1-13

法面金網保持ピン………………L2-220

海苔………………………………A1-13

法面金網用スペーサー…………L2-220〜221

乗合い自動車……………………G2-211

法面計測枠………………………L2-220
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〔ノリ〕
物品の名称

〔ノン〕
意匠分類の記号

物品の名称

法面コンクリート

意匠分類の記号

法面用枠…………………………L2-221､L2-2243B

ブロック用型枠………………L2-221

法面緑化用ブロック……………L2-2243B

のり面植栽用保護具……………L2-221

法面枠……………………………L2-221

法面植生用土のう袋……………L2-220､L2-30

法面枠用ジョイント……………L2-220〜L2-221

法面植生用枠体…………………L2-221

＊ 乗物おもちゃ……………………E1-630

法面形成用バケット……………K3-32191

＊ 乗物遊戯具………………………E2-520

法面土留用樋……………………L2-221

乗物用いす背もたれ……………D2-192

法面土留用枠……………………L2-220

乗物用いすのテーブル…………D2-190

法面敷設用ブロック……………L2-2240A

乗物用いす肘掛け………………D2-194

法面ブロック……………………L2-2240〜2240B

乗物用座席………………………D2-1530

法面ブロック用型枠……………L2-221

海苔養殖網用浮具………………K2-2

のり面保護工用

海苔養殖用網……………………K2-10

アンカー………………………L2-220

＊ のり用養殖網……………………K2-10

法面保護ブロック………………L2-2240〜2240A

法枠………………………………L2-221

＊＊法面保護用網……………………L2-221

法枠張ブロック…………………L2-2243A

法面保護用網

法枠ブロック……………………L2-221､L2-2240､

ロープ支持杭…………………L2-222

L2-2243〜L2-2243C

法面保護用金網…………………L2-221

法枠用金網………………………L2-221

方面保護用

法枠用コンクリート

金網スペーサー………………L2-220

ブロック………………………L2-2244B

法面保護用杭……………………L2-222

法枠用ブロック…………………L2-221､

法面保護用組鉄筋………………L4-120
法面保護用

L2-2243〜L2-2243C
＊＊のれん……………………………C1-53〜53A

コンクリート

＊ のれん用つり下げ杆……………C1-59

ブロック………………………L2-2243

ノンスリップ

法面保護用ブロック……………L2-2240〜2240B､

階段ノンスリップ…………L4-420

L2-2242〜2243

ノンスリップ材…………………L4-420

法面保護用

ノンスリップ材

ラススペーサー………………L2-221

階段

＊＊法面保護用枠……………………L2-221､
L2-2243B〜2243C
法面保護枠用

ノンスリップ材…………L4-420
＊ ノンスリップ板…………………L6-1422
＊ ノンスリップブロック…………L6-1422

コンクリート型

ノンスリップブロック

枠金網…………………………L2-221

用ゴム体………………………L6-1422

法面保護枠材用

ノンスリップ平板………………L6-1422

ジョイント……………………L2-220

ノンスリップ用充塡材…………L4-422

法面用網…………………………L2-221

ノンスリップ用

法面階段ブロック………………L2-2240

ブロック………………………L6-1422

法面用金網………………………L2-220

ノンスリップ枠材………………L4-421

＊ 法面用くい………………………L2-222
法面用支持ロープ
押え具…………………………L2-220
法面用土留枠……………………L2-221
法面用ブロック…………………L2-2240
法面擁壁用
コンクリート版………………L2-2242
法面用落石防護網………………L2-221
法面用落石防止網………………L2-221
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