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物品の名称
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排煙口用開放器…………………D4-0
〔は〕

＊ 肺活量計…………………………J7-340
配管案内具………………………K1-200

刃

配管カバー………………………M2-490
カーペット

配管カバー用孔閉塞具…………M2-490

カッター用刃……………K1-129

配管貫通スリーブの

刈取り機用刃………………K3-14391

埋戻し用あて板………………L1-30

刈払い機用刃………………K3-14391

配管固定金具……………………M2-6

硬貨包装機用刃……………K1-420

配管固定金具用取付台…………M2-6

食品きざみ器用刃…………C6-329

配管固定具………………………M2-6

飼料截断機用刃……………K3-14391

配管固定用サドルの

事務用

台座……………………………M2-6

カッターの刃……………F2-8219

配管固定用

段ボール

サドルバンド…………………M2-6

溝切り機用刃……………K1-420

配管固定用取付け台……………M2-6

中耕助走機用刃……………K3-1191

配管支持金具……………………M2-6

彫刻刀用刃…………………K1-119

配管支持具………………………M2-6

鉄線切断機用刃……………K1-420

配管支持バンド…………………M2-6

電動かんな用刃……………K1-425

排水管掃除口用

動力耕うん機用

保護カバー……………………L2-453

耕うん刃…………………K3-1191

配管つり金具……………………M2-6

のこぎり用刃………………K1-2190

配管止め具………………………M2-6

のみ用刃……………………K1-2191

配管取付け具……………………M2-6

破砕機用刃…………………K3-491

配管の取付け金具………………M2-6

破砕機用打撃刃……………K3-491

配管支持止め具…………………M2-6

溝切り機用刃………………K1-428

配管用の取付け金具……………M2-6

木材剥皮機用刃……………K1-420

配管バンド用支持金具…………M2-6

木工用

配管ピット用ふた………………L2-441B

ほぞ取り機の刃…………K1-427

配管フランジ

木工用

防食カバー……………………M2-490

溝切り機の刃……………K1-427

配管分岐用サドル………………M2-4121

わら截断機用刃……………K3-14391

廃缶プレス機……………………K0-50

＊＊ハーケン…………………………E3-00

配管プロテクター………………M2-490

ハードル…………………………E3-1

配管保持具………………………M2-6

＊ ハープ……………………………E4-30

配管ホルダー……………………M2-6

＊ ハープシコード…………………E4-52

配管ホルダー用

＊＊ハーモニカ………………………E4-41

取付け金具……………………M2-6

ハーモニカおもちゃ……………E1-511

配管目地モルタル押え…………L1-30

＊ ハーモニカケース………………E4-91

配管用

ハーモニカ用ケース……………E4-91

ウォールキャップ……………M2-490

歯当て

配管用埋込ボックス……………L2-432A

げた用歯当て…………………B5-790

配管用押えバンド………………M2-6

排液管用飛散防止具……………L2-4190

配管用架台………………………M2-6

廃液蒸発機………………………K6-0

配管用カバー……………………M2-490

排煙機

配管用カバー材…………………M2-490

調理用排煙機………………D4-50

配管用カバーの

排煙口手動開放

端部カバー……………………M2-490

操作ボックス…………………D4-0
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＊＊配管用管…………………………L2-410、L2-411A、

意匠分類の記号

スタンド灰皿………………B6-30A

M2-31

たばこ入れ付灰皿…………B6-31

＊ 配管用管孔閉塞具………………M2-490

取付け用灰皿………………B6-30B

＊ 配管用管材………………………M2-31

ライター付灰皿……………B6-31

配管用貫通孔形成具……………K1-69

灰皿付屑入れ……………………C3-370〜370C

配管用気水分離機………………K6-10

＊ 灰皿付きごみ箱…………………C3-370〜370C

配管用孔閉塞具…………………M2-7

灰皿付きテーブル………………D2-310E

配管用固定金具…………………M2-6

灰皿付きライター………………B6-31

配管用固定具……………………M2-6

灰皿の載置台……………………B6-39

＊＊配管用支持金具…………………M2-6

灰皿の支持脚……………………B6-39

配管用支持具……………………M2-6
配管用締付け具…………………M2-4190

灰皿のふた………………………B6-39
＊ 灰皿用消火具……………………B6-39

配管用磁気処理器………………K6-10

灰皿用吸差し

配管用スペーサー………………M2-6

巻きたばこ插入器……………B6-39

配管用スリーブ…………………M2-490
配管用

灰皿用たばこ受…………………B6-39
＊ 灰皿用たばこ置具………………B6-39

スリーブ抜取り器……………K1-250

灰皿用たばこ載置台……………B6-39

配管用ダクト……………………H2-4220

灰皿用たばこホルダー…………B6-39

＊ 配管用つり金具…………………M2-6

排紙トレイ………………………H5-922

配管用つりバンド………………M2-6

排臭管上端カバー………………D4-59

配管用取付け具…………………M2-6

排臭管用空気加熱器……………D4-0

配管用バンドつり具……………M2-6

排臭扇……………………………D4-53

配管用ブロック…………………L2-420

＊＊配色盤……………………………F1-301

配管用保温ゴム…………………M2-490

＊ 配色表……………………………F1-301

配管用保護カバー………………M2-490

排水管……………………………L2-410〜411E、

配管用ろ過器……………………K6-120

L2-412B、M2-310

＊ 排ガス濃度計……………………J1-532

排水管材…………………………L2-411〜411E

排気口キャップ…………………L5-41
廃棄物圧縮締付機………………K0-50

排水管支持具……………………M2-6
＊ 排水管清掃具……………………C3-10

廃棄物置台………………………L3-10

排水管掃除口用蓋………………L2-450、L2-453

廃棄物収納庫……………………L3-11

排水管掃除口用栓………………L2-453

＊ 廃棄物焼却炉……………………K0-52

排水管継ぎ手……………………L2-441A、L2-453

＊ 廃棄物焼却炉用

排水管継手用掃除口用蓋………M2-413

ロストル………………………K0-59

排水管点検鏡……………………L2-453

廃棄物処理炉……………………K0-52

排水管点検鏡……………………K1-200

廃棄物つき固め機………………K0-50

排水管取付け

＊ 廃棄物用置台……………………L3-10

ねずみ侵入防止具……………L2-4190

配筋間隔測定用表示具…………L1-40

排水管保護カバー………………L4-2390

配筋固定金具……………………L1-433

排水管用口管……………………L2-453

配筋固定具………………………L1-433

排水管用臭気止め弁……………L2-4190

配筋用スペーサー………………L1-431A

排水管用掃除口…………………L2-453

＊ 背筋力計…………………………J7-340

排水管用通気口金具……………L2-459

排藁カッターの円盤刃…………K3-14391

排水管用継ぎ手…………………M2-4120

＊＊灰皿………………………………B6-30〜30E、

排水管用出口管…………………L2-4190

G2-2960

排水管用

灰皿

ドレーン材継手………………L2-4190

携帯用灰皿…………………B6-30C

排水管用蓋………………………L2-453、M2-7

ごみ箱付灰皿………………B6-30A

排水管用蓋及び蓋受け…………L2-441
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排水管路の掃除口用蓋…………L2-450

排水栓用パッキン………………M2-491

排水管路の掃除口………………L2-453

排水側溝用ふた…………………L2-442

排水管路の掃除口用

排水立て管用

継ぎ手…………………………L2-450

通気口金具……………………L2-459

＊ 排水溝……………………………L2-412〜412E

排水調節器………………………L2-32

排水溝嵩上げ用

排水トラップ……………………L2-451

ブロック………………………L2-411E

排水トラップ設置用

排水口金具………………………L2-450

治具……………………………K1-200

排水口金具施工用

排水トラップ用カバー…………L2-459

金具内部保護蓋………………L1-30

排水トラップ用封水筒…………L2-451

排水口金具の管接続部

排水フリューム

用保護キャップ………………L2-459

嵩上げ用ブロック……………L2-411E

排水口金具の

排水ブロック……………………L2-411C、L2-412

コンクリート型枠

排水ボックス……………………L2-451

への固定具……………………L1-30

排水ポンプ………………………K8-50

排水口金具の施工時

排水ます…………………………L2-4190、

における内部保護蓋…………L1-30

L2-431〜431B

排水口金具用

L2-4390

仮止め金具……………………L1-30

排水ます蓋………………………L2-441〜441B

排水口金具用蓋…………………L2-450

排水枡用インバート……………L2-431A

排水口金具用

排水枡用重ね筒…………………L2-431A

ホースホルダー………………L2-459

排水枡用管継ぎ手………………L2-431A、M2-413

排水口金具用

排水ます用キャップ……………L2-4390、L2-441A

保護サック……………………L2-459

排水ます用接続筒………………L2-432〜432B、

排水口金具用保護蓋……………L2-453

L2-4390

排水口金具用

排水枡用接続筒体………………L2-431A

防水層押え……………………L2-459

排水枡用中間枠…………………L2-431A

排水孔器具………………………L2-450

排水枡用継ぎ手…………………L2-4390

排水口止栓………………………L2-453

排水目皿…………………………L2-450

排水溝タイル……………………L6-30

排水目皿受け枠…………………L2-450

排水溝付液擁壁…………………L2-412A

排水用管継ぎ手…………………M2-4110、M2-4112

排水溝付余水枡…………………L2-430

M2-4120、M2-413

排水口蓋…………………………L2-450

排水用コンクリート管…………L2-411〜411E

排水口蓋の受枠…………………L2-441B、L2-450

排水用集水溝……………………L2-412〜412D

排水孔部材………………………L2-4190

排水用集水枡……………………L2-431〜431B

排水溝ブロック…………………L2-411E

排水用

排水用枡…………………………L2-450

集水枡底部ブロック…………L2-4390

排水溝用ふた……………………L2-442

排水用集水枡枠…………………L2-431〜431B

排水口用ふた……………………L2-450、L2-453

排水用浸透ます…………………L2-430

排水溝用ブロック………………L2-412〜413A

排水用水間………………………L2-32

排水口用防水層押え……………L2-450

排水用掃除口……………………L2-453

排水溝用枡………………………L2-32

排水用掃除口蓋…………………L2-453

排水口用目皿受け枠……………L2-450

排水用樋…………………………L2-412A

排水溝用流雪棚材………………L2-4190

排水用ネット管…………………L2-411、L2-411B

排水浄化槽………………………D5-45

排水用配管掃除口体……………L2-450

排水栓……………………………L2-453

排水用ヒューム管………………L2-411D

排水栓開閉操作具………………L2-453

排水用ふたの受枠………………L2-441A

排水栓鎖壁止め金具……………L2-459
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排水用ブロック…………………L2-411、L2-411B、

意匠分類の記号

配線用ボックス…………………H2-4230

L2-412C、L2-413B、

配線用ボックスカバー…………H2-42390

L2-431A

配線用床パネル…………………L6-140

排水用分水溝……………………L2-412

配線路用ブロック蓋……………L2-442

排水用ます………………………L2-431〜431A

配線路用ブロック本体…………L2-412A

排水用溝…………………………L2-412〜412D、

配膳車……………………………G2-50

L2-4390

配膳ワゴン………………………D2-42C

排水用目皿………………………L2-450

配送品収納保管庫………………D2-550〜551

排水路ブロック…………………L2-412C

配送物引渡し用

排水路用ブロック………………L2-412、L2-412C

ロッカー………………………D2-550〜551

排雪樋形成金具…………………G1-00

羽板

配線管コネクター………………H2-4421A

がらり羽板……………………L5-1232

配線管用蓋………………………H2-4229

羽板材

配線器具取付用補強枠…………H2-42391

がらり羽板材………………L5-1232

配線器具取付け枠………………H2-42391

＊ 配電函……………………………H2-51、H2-591

配線器具用カシメ具……………K1-221

＊ 配電函取付け板…………………H2-592

配線器具用吊り金具……………L4-3190

＊ 配電軌道…………………………H1-121

＊ 配線器具用取付け金具…………H2-42391

＊ 配電軌道給電端子………………H1-122

配線器具用取付枠………………H2-42391

＊ 配電軌道接続器…………………H1-122

配線器具用プレート……………H2-4240〜4240B

＊ 配電軌道端末キャップ…………H1-129

配線器具用

＊ 配電軌道端末蓋…………………H1-129

防滴プレート…………………H2-4240〜4240B

配電軌道用カバー………………H1-129

配線基板…………………………H1-730

配電軌道用化粧枠………………H1-122

配線ダクト………………………H2-4220

配電軌道用端カバー……………H1-129

配線ダクト材……………………H2-4220

配電軌道用接続器………………H1-122

配線ダクト用

配電軌道用通線カバー…………H1-129

閉塞カバー……………………H2-42390
配線配管保護カバー……………H2-4220

配電軌道用電気接続器…………H1-122
＊ 配電軌道用プラグ………………H1-361

配線盤用コネクタ………………H1-3432AA〜3432AB
配線ボックス取付具……………H2-42390

配電ダクト用接続器……………H1-122
＊＊配電盤……………………………H2-51〜52

配線ボックス

配電盤収納箱の

仮止支持具……………………L1-30

扉用取手………………………H2-593

配線ボックス

配電盤収納ボックスの

気密防塵具……………………H2-42390

扉用ラッチハンドル…………H2-593

配線ボックス用継枠……………H2-42391

配電盤収納ボックスの

配線ボックス用枠………………H2-42391

扉用ロックハンドル…………H2-593

配線床パネル用溝材……………L6-141

配電盤収納ボックスの

＊＊配線用遮断器……………………H1-514

扉用錠…………………………H2-593

配線用ダクト……………………H2-4220

配電盤収納ボックスの

＊ 配線用

扉用蝶番………………………H2-594

地中埋込みボックス…………L2-430

配電盤用扉用錠の

配線用電線止具…………………H2-4260
配線用ブッシング………………H1-223

ハンドル………………………H2-593
＊ 配電盤用錠………………………H2-593

＊ 配線用保護ダクト………………H2-4220

配電盤用錠付把手………………H2-593

＊ 配線用

配電盤用錠付取手………………H2-593

保護ダクト支持具……………H2-4261
＊ 配線用

配電盤用断路器…………………H1-512
＊ 配電盤用ちょうつがい…………H2-594

保護ダクト接続具……………H2-4221

配電盤用ハンドル………………H2-593
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配電盤用

墓用枠……………………………C7-139

パネル枠固定金具……………H2-590
＊ 配電盤用引手……………………H2-593

意匠分類の記号

墓用枠石…………………………C7-139
＊＊はかり……………………………J1-210〜210B

這樋受け…………………………L4-2391

はかり

這樋受金具………………………L4-2391

電子はかり…………………J1-210A

這樋受継手………………………L4-2322E

＊ はかりおもちゃ…………………E1-670

這樋用エルボ……………………L4-2322E

秤用荷受載置台…………………J1-211

＊＊ハイトゲージ……………………J1-124

＊＊はがき……………………………F3-13151

＊ 這樋………………………………L4-231C

はがき

＊ 這樋材……………………………L4-231C

絵はがき……………………F3-13152

排熱利用温水器…………………D5-50

往復はがき…………………F3-13151

＊ はいはい人形……………………E1-310BA

はがき入れ………………………F2-713

＊＊ハイファイ用アンプ……………H4-150

葉書専用フィーダー……………H5-922

廃本用ターニング

刃型開閉器………………………H1-522

カッターの刃…………………K0-24

＊ 歯がため…………………………E1-051

排油用漏斗………………………K0-50

歯がためおもちゃ………………E1-051

ハウジング

鋼材等の止め金具………………L1-433

コネクター

鋼矢板……………………………L2-2121A

ハウジング…………………H1-340〜3432B
ハウジングモジュール…………L3-200

鋼矢板の継手……………………L2-2121〜2121A
＊ 履物おもちゃ……………………E1-422

ハウス

はきもの乾燥機…………………C3-633

組立移動キャンプ

履物収納箱付き

ハウス……………………L3-200
ビニールハウス……………L3-30
ハウスカーテン用
ガイドローラー………………L5-512

衣服掛け台……………………D2-03
＊ 履物底……………………………B5-9120
＊ 履物台……………………………B5-9120
＊ 履物つり下げ具…………………D1-113

ハウスカーテン用

履物用滑り止め具………………B5-920

ダクトチューブ………………L3-390

履物用ハンガー…………………D1-113

ハウス支柱等の受け具…………L3-392

剥ぎ機

＊ はえたたき………………………C4-324

業務用ねぎの

＊ はえ張……………………………C4-538

皮剥ぎ機…………………K4-30

＊ はえ取り紙………………………C4-320

栗いがはぎ機………………K3-140

＊ はえ取り器………………………C4-320

歯切り盤

延縄用ざる………………………K2-10

かさ歯車切り盤……………K7-117

はえ縄漁用

ラック歯切り盤……………K7-117

漁具収納容器…………………K2-190

白衣………………………………B1-110

＊＊羽織………………………………B1-22

ハクソー…………………………K1-2131

＊ 羽織ひも…………………………B1-291

＊＊ハクソーフレーム………………K1-2131

＊＊墓石………………………………C7-130

＊＊白熱電球…………………………D3-111

墓石用受け盆……………………C7-139
墓石用香炉………………………C7-139

白熱電球ソケット………………H1-3441〜3441A
＊ 白熱灯用保護笠…………………D3-912

墓石用納骨堂……………………C7-139

白板………………………………F2-421〜421A

墓石用花立て……………………C7-139

＊ 薄片裁断器………………………K1-123

墓石用名刺受け…………………C7-139

＊ 白墨………………………………F2-117

はかま……………………………B1-20

＊ 白墨入れ…………………………F2-4290

はかま

＊＊白墨ホルダー……………………F2-1194

徳利用はかま………………C5-530AA

舶用エンジン……………………K8-20

＊ 墓用台座…………………………C7-139

舶用蛍光灯………………………D3-72
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〔ハク〕
物品の名称

〔ハサ〕
意匠分類の記号

＊ 舶用灯……………………………D3-72

物品の名称

意匠分類の記号

＊ 羽子板ボルト……………………L4-193

舶用ボイラー……………………K8-30

破砕機……………………………K3-32190、K3-390、

剥離カッター

K3-41
破砕機

ケーブル剥離

パワーショベル

カッター…………………K1-227

取付け用

歯ぐきマッサージ器……………K1-227
＊ 歯ぐきマッサージ具……………C4-142〜142A

コンクリート

＊＊歯車………………………………K9-120〜121

破砕機………………………K3-32190

＊＊歯車形削り盤……………………K7-117

破砕機の打撃子…………………K3-490

＊＊歯車研削盤………………………K7-117

破砕機の打撃刃…………………K3-491

歯車減速機付電動機……………H2-122

破砕機用給油機…………………K9-240

＊＊歯車仕上盤………………………K7-117

破砕機用コンケーブ……………K3-490

歯車付プーリ……………………K9-122

破砕機用打撃子…………………K3-491

＊ 歯車ポンプ………………………K8-512

＊ 破砕機用打撃刃…………………K3-491
破砕機用打撃板…………………K3-490

刷毛………………………………K0-31

破砕機用淘汰盤…………………K3-490

はけ………………………………K0-31

＊＊破砕機用刃………………………K3-491

刷毛
調理用刷毛…………………C6-214

破砕機用破砕刃…………………K3-491

塗装用はけ…………………K0-31

破砕機用破砕鉢…………………K3-491
破砕機用破砕羽根………………K3-491

箱
育苗箱………………………K3-122

破砕機用破砕反撥板……………K3-491

おもちゃ箱…………………E1-00

破砕機用ハンマ…………………K3-491

カード整理箱………………F2-7121

破砕機用マントル………………K3-490

ごみ箱………………………C3-370〜370E

破砕工具…………………………K1-30

裁縫箱………………………C0-31

はさみ……………………………K1-130〜133

自転車用荷箱………………G2-4940

はさみ
切手はさみ…………………F2-00

自動二輪車用

化粧用はさみ………………K1-130

荷箱………………………G2-3950
すずり箱……………………G2-3950

昆虫用はさみ………………E0-12

石けん箱……………………C4-21

手術用はさみ………………J7-41

卓上身の回り品

調理用はさみ………………C6-312
爪切り用はさみ……………K1-130

整理箱……………………C0-110

鼻毛切り用はさみ…………K1-130

貯金箱………………………C2-18〜18C
びっくり箱…………………E1-061

＊ はさみおもちゃ…………………E1-623
挟み具

文箱…………………………F2-713
宝石箱………………………C0-111〜111B

食器挟み具…………………C5-54

包装用箱……………………F4-50BA〜50BF

事務用はさみ具……………F2-630

F4-50CA〜50DDB

調理用挟み具………………C6-215

F4-530〜533BA

札はさみ具…………………F2-630

マッチ箱……………………B6-50

＊ はさみ枢着具……………………K1-139
鋏柄着具…………………………K1-139

名刺整理箱…………………F2-7121

はさみ付事務用

箱運搬用

ステープラー…………………F2-8320

ローラーコンベヤー…………G1-10
＊ 箱開閉器…………………………H1-521

＊ はさみ付き
ステープラー…………………F2-8320

箱詰め機…………………………K0-60
＊＊箱眼鏡……………………………K2-00

鋏付き電線被覆剥離具…………K1-227

＊＊羽子板……………………………E2-403

はさみのケース…………………K1-52
はさみの鞘………………………K1-139、K1-52

羽子板収容ケース………………E2-403
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〔ハサ〕
物品の名称

〔ハシ〕
意匠分類の記号

物品の名称

はさみの弾力性調節具…………K1-139

橋梁側壁の足場用

はさみの握り手…………………K1-139

埋込具の取付具………………L4-3929

はさみの指掛け…………………K1-139
＊ はさみ用替え刃…………………K1-139
はさみ用キャップ………………K1-52
はさみ用ケース…………………K1-52

意匠分類の記号

はし袋……………………………F4-40〜40AF
端部棟包板………………………L4-2110
＊＊播種機……………………………K3-124
播種機

はさみ用鞘………………………K1-52

施肥播種機…………………K3-124

はさみ用軸ねじ…………………K1-139

播種枠……………………………K3-124

＊ はさみ用握り柄…………………K1-139

橋用欄干…………………………K3-124

はさみ用刃………………………K1-139

＊＊柱…………………………………L4-111

鋏用指掛柄………………………K1-139

柱

＊ はさみ用指掛け具………………K1-139

家具用柱……………………D2-9120

鋏用指掛具………………………K1-139

建築用柱……………………L4-111

はさみ用ラップ板………………K1-283

シャッター用柱……………L5-321

鋏用ラップ板……………………K1-283

はしご用柱…………………D0-291

＊＊はし………………………………C6-12

仏壇用柱……………………C7-1691

はし

間仕切り用柱………………L5-0112

調理用はし…………………C6-1

柱打込器…………………………K1-420

＊＊はし置き…………………………C5-533
端かくし瓦………………………L6-114

柱上用高圧気中開閉器…………H1-511A
＊＊柱掛け……………………………C2-21

橋形クレーン……………………G1-210

柱カバー…………………………L4-410

はしけ……………………………G3-0

柱化粧材…………………………L4-111

はしけの屋根梁用形材…………L4-112

＊ 柱材………………………………L4-111、L3-5410、

橋桁………………………………L2-110

L3-5450

＊＊はしご……………………………D0-21

柱材

はしご桟…………………………D0-290

家具用柱材…………………D2-9120

はしご用足掛け板………………D0-291

建築用柱材…………………L4-111

はしご用足掛け具………………D0-290

シャッター用柱材…………L5-321

はしご用材………………………D0-291

はしご用柱材………………D0-291

はしご用杆材……………………D0-291

仏壇用柱材…………………C7-1691

はしご用固定具…………………D0-290

間仕切用柱材………………L5-0112

＊ はしご用支柱……………………D0-291
＊ はしご用支柱材…………………D0-291

柱支承板…………………………L4-190
＊ 柱上開閉器………………………H1-511A

はしご用柱………………………D0-291

柱状鉄筋…………………………L4-120

はしご用柱材……………………D0-291

柱状土留部材……………………L2-2122

はしご用踏み板…………………D0-291

柱垂直保持器……………………L4-191A

＊＊はしご用踏み桟…………………D0-291

柱装飾部材………………………L4-411

＊ はしご用踏み桟材………………D0-291

柱等用コーナー…………………L4-410

＊ はしご用横桟……………………D0-291

柱と梁の接合金物………………L4-191B

はしご用横桟材…………………D0-291

柱時計……………………………J2-50

＊＊はし立て…………………………C5-534〜534A

柱の接合用金物…………………L4-191

端止め具

柱部材……………………………L4-410

衣服ベルト用

柱ブラケット……………………L4-190

端止め具…………………B9-139

柱用型材…………………………L4-111

箸の持ち方練習具………………F1-1
橋梁桁カバー用目地材…………L4-430

柱用構成部材……………………L4-111
＊ 柱用仕口…………………………L4-190

＊＊はし箱……………………………C5-5121

柱養生カバー……………………L1-40
＊ 柱用フープ筋……………………L4-120
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〔ハシ〕
物品の名称

〔ハッ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

柱用縁材…………………………L4-4120

８ミリカメラ用ケース…………J3-70

柱用部材…………………………L4-111、L4-190

８ミリカメラ編集機……………J3-70

柱用包装紙………………………L1-40
はす口

八掛布……………………………B1-290
＊ 発酵機……………………………K6-3

じょうろ用はす口…………K3-155
はずし口

発酵器
イースト菌発酵器…………C5-431

釣り針はずし具……………K2-00

調理用発酵器………………C5-431

はぜ折曲器………………………K1-241

パン種発酵機………………K4-50

ハゼ用取付金具…………………L4-2191

発光器カメラ用

＊＊旗…………………………………F5-13

発光器…………………………J3-34

＊＊はたき……………………………C3-32

発光素子…………………………H1-71

＊ はたき用柄………………………C3-39

発光体取付部材

＊ 畑用除草機………………………K3-127

釣り用鈴………………………K2-490

畑作中耕機………………………K3-127

＊＊発光ダイオード…………………H1-71

＊＊旗ざお……………………………F5-190

発光ダイオードアレイ…………H1-71

旗ざお用固定具…………………F5-190

発光ダイオード素子……………H1-71

肌襦袢……………………………B1-22

発光ダイオード

＊＊旗のぼり…………………………F5-13

取付用枠………………………H1-79

＊ 葉たばこ乾燥機…………………K3-14811

発光ダイオードランプ…………H1-71

葉たばこ乾燥機用

発酵培養器………………………K6-70

ダンパーの操作機……………K3-14811

発光鋲……………………………L2-531

葉たばこ乾燥機用
葉たばこ吊具…………………K3-14811

発光マイクロフォン……………H4-110
＊ 発射おもちゃ……………………E1-060

葉たばこ結束用作業台…………K0-62

発射機

葉たばこ採集車…………………K3-140

クレー発射機………………E3-040

葉タバコ抜根粉砕機……………K3-221

発射台

葉たばこ抜残幹粉砕機…………K3-221

花火おもちゃ用

＊ 旗用支柱…………………………F5-190

発射台……………………E1-049

肌色標準板………………………F1-301

ロケットおもちゃ

＊＊裸電線……………………………H1-110〜110A
肌着………………………………B1-62〜62B

用発射台…………………E1-6339
＊ 発振機……………………………H3-21

肌着仕上げ用型枠………………K5-21

発振器

＊＊肌じゅばん………………………B1-22

局部発振器…………………H3-21

鉢…………………………………C5-210A〜210B

計測器用発振器……………J1-450

鉢

水晶発振器…………………H1-430
飲食用鉢……………………C5-210〜210J

電話自動ダイヤル

金魚鉢………………………E0-1110

発振器 …………………H3-323

調理用鉢……………………C5-450、C5-4530

発生機

鉢植え植物用格納機……………K3-120

医療用イオン

鉢植え用容器……………………K3-1560、K3-1560A

発生機……………………J7-57

はち受付植木ばち………………K3-1560、K3-1560A

医療用オゾン

はちカバー付植木ばち…………K3-1560、K3-1560A

発生機……………………J7-57

＊＊八分儀……………………………J1-611

映像特殊効果

＊ はちまき…………………………B3-24

発生機……………………H4-32〜32B

＊＊８ミリ映画映写機………………J3-72

音楽用標準音

＊＊８ミリ映画撮影機………………J3-71

発生機……………………E4-10

８ミリ映画フィルム

計測器用信号

編集機…………………………J3-70

発生器……………………J1-450
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〔ハッ〕
物品の名称

〔ハナ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

シャボン玉発生器…………E1-25

発電機用内燃機関………………K8-20

スチームバス用

発電機用防音ケース……………H2-19

スチーム発生器…………D5-3149
超音波発生器………………H0-10

発電溶接機………………………K7-140
＊ 発電用ボイラー…………………K8-30

鳥獣害防止用爆音

発動発電機………………………H2-110〜111

発生器……………………K3-130

発動発電機用フレーム…………H2-19

リズム発生器………………E4-01

発売機

レーザ発生器………………H0-11

食券自動発売機……………J5-1020

発声発語訓練用

乗車券自動発売機…………J5-1021

マイクロホン…………………H4-110
発生炉
ガス発生炉…………………K6-3

入場券自動発売機…………J5-1021
＊＊はとめ……………………………M3-00
＊＊はと目打ち………………………F2-833

水性ガス発生炉……………K6-3
ハット
シャンプーハット…………C4-110

はとめ打ち機……………………K1-260
＊＊鼻緒………………………………B5-791
＊ 花おもちゃ………………………E1-502

ハット形鋼………………………L4-10

＊＊鼻隠し……………………………L4-2113

はっぴ……………………………B1-22

鼻隠し板…………………………L4-2113

発泡器
浴槽用発泡器………………C4-18

鼻隠しコーナー継ぎ手…………L4-2190
＊ 鼻隠し材…………………………L4-2113

発泡スチロール

鼻隠し接続具……………………L4-2190

自動成型機……………………K7-40
発泡スチロール用

鼻隠し付樋………………………L4-231D
＊ 鼻隠し取付け具…………………L4-2190

再生処理機……………………K7-40
発泡スチロール用

鼻隠し用部材……………………L4-2110
＊ 鼻掛け眼鏡………………………B3-61

自動成形機……………………K7-40

鼻環………………………………K2-30

発泡体ロッドの
キャップ………………………L4-2390
発泡板
浴槽用発泡板………………C4-18

花き秤量機………………………K3-140
＊＊花切りはさみ……………………K1-133
＊ 鼻毛切り器………………………B7-21
＊ 鼻毛切り用はさみ………………K1-130

発泡プラスチック用

鼻毛そり器………………………B7-21

切断機…………………………K1-10

鼻毛用ハサミ……………………K1-130

＊＊発煙筒……………………………J6-40

＊ 花差し……………………………C1-130

発芽機……………………………K3-120

花立て……………………………C2-130、C7-151

発芽実験観察器…………………K6-71

花立て付き置き物台……………C2-190

発芽実験具………………………K6-70

花台………………………………L3-41

発芽保護カバー…………………K3-120
はっ酵機…………………………K6-3

花台用デッキ材…………………L3-540
＊＊花止め……………………………C2-139

発電機……………………………H2-110

花鉢台……………………………D1-370A

発電機

花鉢陳列台………………………D1-370A

交流発電機…………………H2-110

花鉢………………………………K3-1560

自転車用発電機……………G2-490

＊ 鼻ひげおもちゃ…………………E1-5013

蒸気タービン

花火………………………………E1-040

発電機……………………H2-110

花火おもちゃ……………………E1-040

直流発電機…………………H2-110

花火おもちゃ用発射台…………E1-049

電動発電機…………………H2-13

花火玩具…………………………E1-040

発動発電機…………………H2-110〜111
発電機整流子
自動清掃機……………………K0-00

＊ 花札………………………………E2-23
＊＊花むしろ…………………………C1-42
＊ 鼻環………………………………K3-220
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〔ハナ〕
物品の名称

〔ハメ〕
意匠分類の記号

物品の名称

花輪………………………………C7-141

意匠分類の記号

自転車用

鼻環

コースターハブ…………G2-4911

牛用鼻環……………………K3-220

＊＊歯ブラシ…………………………C4-142、C4-142A

花輪

歯ブラシ

葬祭用花輪…………………C7-141
花輪用芯枠………………………C7-141

電気歯ブラシ………………C4-143
＊＊歯ブラシ入れ……………………C4-26

羽根

歯ブラシカバー…………………C4-142

バトミントン用

歯ブラシキャップ………………C4-142、C4-142A

羽根………………………E3-320

C4-26

羽根飾り
装身用羽根飾り……………B3-10
羽根車

歯ブラシケース…………………C4-26
＊＊歯ブラシ差し……………………C4-26
＊ 歯ブラシ立て……………………C4-26

圧縮機用羽根車……………K8-691

歯ブラシ立て

軸流送風機用

充電器付き

羽根車……………………K8-791

歯ブラシ立て……………C4-26

ターボブロア用

歯ブラシホルダー………………C4-26

羽根車……………………K8-791

歯巻きタバコカッター

ポンプ用羽根車……………K8-591

付きライター…………………B6-41

羽子板金物………………………L4-191、L4-193
羽根吹込み機……………………K0-00
＊ 羽根ぼうき………………………F2-30
母豚マット………………………K3-220

葉巻たばこ切り…………………B6-0
＊ 葉巻用カッター…………………B6-0
＊ 破魔矢……………………………C7-01
＊ 破魔弓……………………………C7-01

幅木材……………………………L4-4122

歯磨具入れ………………………C4-26

幅木のコーナーピース…………L4-4122

歯みがき

巾木廻り縁材……………………L4-4122

セットスタンド………………C4-26

幅木用エンドキャップ…………L4-490

歯みがき保持具…………………C4-26

幅木用コーナー材………………L4-491
＊＊幅木………………………………L4-4122

歯みがき用品入れ………………C4-26
＊ ハム………………………………A1-11

巾木………………………………L4-4122

嵌殺し無目材……………………L5-163

巾木

ハムスター飼育篭………………K3-220

間仕切り用巾木……………L5-0115
＊ 幅木用コーナー具………………L4-491

ハムスター用飼育容器…………K3-220
＊ ハム製造機………………………K4-0

巾木用コーナー具………………L4-491

羽目板取付金具…………………L4-329

＊ 幅出し機…………………………K5-152

はめこみおもちゃ………………E2-120

破風板付き軒樋…………………L4-231D

はめ込みおもちゃ用

破風装飾金具……………………L4-2190

ブロック………………………E2-129

破風板及び鼻隠し板
取付け用補助具………………K1-271

はめ込み玩具……………………E2-120
＊＊はめ込み遊戯具…………………E2-120

破風エンドキャップ……………L4-2190

はめ込み遊戯具用

破風ジョイナー…………………L4-2190

ブロック………………………E2-129

破風板……………………………L4-2110、L4-2113

嵌殺し枠材

破風板接続具……………………L4-2190

ドア用ガラス

破風板端部カバー………………L4-2193

嵌殺し枠材………………L5-1010A

破風パネル………………………L4-2110、L4-2113

嵌殺し押縁

＊＊破風用飾り金具…………………L4-2113、L4-2190

ドア用ガラス

ハブ

嵌殺し押縁………………L5-1010D

自転車用ハブ………………G2-4911
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〔ハメ〕

〔ハリ〕

物品の名称

意匠分類の記号

物品の名称

嵌殺し押縁材

意匠分類の記号

嵌殺し枠材

ドア用ガラス

窓用ガラス

嵌殺し押縁材……………L5-1010D
嵌殺し部材

嵌殺し枠材………………L5-1010A〜1010B
刃物研機用刃物支持具…………K1-270

ドア用ガラス
嵌殺し部材………………L5-1010C

刃物研磨機………………………K7-1160

ドア用パネル

刃物立て…………………………K1-52

嵌殺し部材………………L5-1010C

＊ 刃物研ぎ器………………………K1-283

方立嵌殺し部材……………L5-1701

刃物研器…………………………K1-283

間仕切柱用切

刃物研ぎ台………………………K1-283

嵌殺し部材………………L5-0113

刃物の柄…………………………K1-119

窓用ガラス

刃物の鞘…………………………K1-52

嵌殺し部材………………L5-1010C
無目嵌殺し部材……………L5-1601

刃物の研ぎ台……………………K1-281
＊＊速さ計……………………………J1-310

はめ殺し方立て…………………L5-173

早見器

はめ殺し方立て材………………L5-173

電話番号速見器……………F2-7331

はめ殺し窓上枠材………………L5-1501

早見具

はめ殺し窓下枠材………………L5-1502

時差早見具……………………F2-530

はめ殺し窓堅枠材………………L5-1503

妊娠早見具……………………F2-530

＊＊はめ殺し窓用上枠………………L5-1501、L5-1521

早見電話帳………………………F2-7331

＊ はめ殺し窓用上枠材……………L5-1500、L5-1501、

早見盤

L5-1521

時差早見盤……………………F2-531

はめ殺し窓用押し縁材…………L5-1010D

妊娠早見盤……………………F2-531

はめ殺し窓用飾り………………L5-12014

腹当て……………………………B2-010

はめ殺し窓用立方材……………L5-174

払い機

はめ殺し窓用額縁材……………L5-103、

枝払い機……………………K3-1430D

L5-1010A〜1010B

腹起し具…………………………L2-2120

＊＊はめ殺し窓下枠…………………L5-1502、L5-1522

腹起し保持具……………………L2-2129

＊ はめ殺し窓下枠材………………L5-1010B〜1010C、

腹起し用コンクリート

L5-1502、L5-1522

受け金具………………………L1-40

＊＊はめ殺し窓用縦枠………………L5-1503

＊ 腹帯………………………………B2-011A

＊ はめ殺し窓用縦枠材……………L5-100、L5-1503

＊ 腹掛け……………………………B2-010

L5-1523
はめ殺し窓用堅枠材……………L5-1523

＊ 腹巻き……………………………B2-011〜011A
＊＊梁…………………………………L4-110、L4-112

＊ はめ殺し窓用方立て……………L5-173

梁

＊ はめ殺し窓用方立て材…………L5-173

仮設用調整梁………………L1-222

嵌殺し窓枠………………………L5-132、L5-1520

建物用梁……………………L4-112

嵌殺し窓枠材……………………L5-1250

針

＊ はめ殺し無目……………………L5-163

手編機用複合針……………K5-1692

＊ はめ殺し無目材…………………L5-163

手編機用ベラ針……………K5-1692

嵌殺し枠

手編機用目移し針…………K5-1692

ドア用ガラス

時計用針……………………J2-94

嵌殺し枠………………L5-1010A

ミシン用針…………………K5-2391

窓用ガラス

張石ブロック……………………L2-2242

嵌殺し枠………………L5-1010A〜1010B

針入れ付き

はめ殺し枠構成部材……………L5-1010C

糸巻き用具……………………C0-33

嵌殺し枠材………………………L5-1520

針受け……………………………C0-35
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〔ハリ〕
物品の名称

〔ハン〕
意匠分類の記号

物品の名称

梁受け金具

意匠分類の記号

はり補強用門型枠………………L4-112

建築用受け金具……………L4-191〜191B

梁用型材…………………………L4-112

＊＊梁受け金物………………………L4-191〜191C

針容器……………………………C0-30

はり受用金物……………………L4-191A

梁用段差定規受金具……………L1-319

梁型枠支持用

鍼用ツボ早見盤…………………F2-531

仮設支柱材……………………L1-220
梁貫通孔開口部補強材…………L4-120

梁用枠部材………………………L4-120
＊＊ハロゲン電球……………………D3-110、D3-1130

梁貫通孔の補強金具……………L4-120

ハロゲン電球用口金……………D3-1190

梁貫通孔の補強具………………L4-120

ハロゲン電球用

梁貫通孔の補強筋………………L4-120

ソケット………………………H1-3441〜3441A

梁囲い下地構造…………………L4-191C

ハロゲンランプ…………………D3-1130

＊ 針金………………………………M1-70

ハロゲンランプ用

＊ 針金起毛機………………………K5-152

ソケット………………………H1-3441〜3441A

針金すき…………………………L2-20

歯割り盤…………………………K7-117

針金切断具………………………K1-220

＊＊半襟………………………………B1-292

針金付きブロック………………L6-1420

＊＊ハンカチ…………………………B3-5〜5D

針金ハンガー用

ハンカチ収納ケース……………D2-570

保型パッド……………………D1-119

ハンガー…………………………D1-111〜111F

貼紙防止電柱表示板……………L2-169

ハンガー

貼紙防止板………………………L2-169

衣服ハンガー………………D1-111〜111F

貼紙防止用電柱標識板…………L2-169

ケーブルハンガー…………H2-442

梁側型枠の締付金具……………L1-3235

作業灯用ハンガー…………D3-922

貼り薬……………………………J7-11

スカートハンガー…………D1-111〜111F

梁コーナー部材…………………L4-4120

ズボンハンガー……………D1-111〜111F

梁構成部材………………………L4-2112

トロリーダクト

梁固定金具………………………L4-191A

ハンガー…………………H2-43

＊＊針刺し……………………………C0-35

ネクタイハンガー…………D1-112

＊ 梁材………………………………L4-112

ハンガー掛けカバー……………B1-90

梁材

ハンガー掛け付き

建物用梁材…………………L4-112

ロッカーだんす………………D2-522

梁下用大引材……………………L4-113

ハンガースタンド………………D2-610

ハリス付擬餌針…………………K2-31

ハンガーバー用

ハリス止め………………………K2-30
梁接合用金具……………………L4-191C

滑り止め材……………………D1-119
＊＊ハンガーボード用

梁接続具…………………………L4-191〜191C

フック…………………………D1-21E

張り線緊張具……………………M3-03

ハンガーボルト用

梁底コーナー

吊金具…………………………L4-3190

主鉄筋押え金物………………L1-433

ハンガー用肩当て………………D1-119

梁底主鉄筋押え金物……………L1-433

ハンガー用フック………………D1-21A

張出型タワーネット……………L2-169

ハンガーレール…………………L5-511

張り出し窓

ハンガーレール材………………L5-511

天井部構成材…………………L5-100

版画用板…………………………F1-300

張り出し窓

搬器

床部構成部材…………………L5-103

スキーリフト用

＊ 貼付けカレンダー………………F2-410

搬器………………………G1-4

梁と支柱との結合金具…………L4-191C

＊＊ハンギングフォルダー…………F3-232

梁の貫通孔補強材………………L4-120

＊ ハンギングフォルダー

梁の持ち上げ器…………………K1-200

用提げ手………………………F2-61
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〔ハン〕
物品の名称

〔ハン〕
意匠分類の記号

物品の名称

＊ ハンギングフォルダー
用フレーム……………………F2-735

意匠分類の記号

搬送用台車………………………G2-10、G2-50B
＊ 搬送用チェーン…………………K9-13

ハンギングホルダー用

搬送用チェーンリンク…………K9-13

提げ手…………………………F2-61

搬送用爪

ハンギングホルダー用

ベルトコンベヤ用

フレーム………………………F2-61

ベル搬送用爪……………G1-194

＊ ハングライダー…………………E3-00

搬送用トレー……………………G1-50

半コート…………………………B1-110

搬送用荷造り袋…………………G1-59

半固定コンデンサー……………H1-4121

搬送用ベルト……………………K9-14

半固定抵抗器……………………H1-422

搬送用無人車……………………G2-0

板材運搬具………………………G1-01
板材形成品の梱包用材…………G1-59

搬送用揚穀筒……………………K3-147
＊ 半田吸収器………………………K1-00

＊ 半紙………………………………F3-12
反射鏡付き

半田こて台………………………K1-02
＊＊半田ごて…………………………K1-02

ハロゲン電球…………………D3-1130

半田ごて先………………………K1-02

反射器

半田鏝の鏝先……………………K1-02

自転車用反射器……………G2-905

はんだごてのヘッド……………K1-02

道路用反射器………………J6-42

半田除去器………………………K1-00

反射器付自転車

半田吸収器………………………K1-00

バックミラー…………………G2-901

半田槽……………………………K7-140

反射鏡

半田吸取り機用ノズル…………K1-00

額帯反射鏡…………………J7-32
太陽熱利用

半田取り除き器…………………K1-00
＊＊半てん……………………………B1-22

温水器用反射鏡…………L3-619

反転機

道路用反射鏡………………J6-42

まぐさ反転機………………K3-140

反射鏡付き電球…………………D3-110

反転機構付き

反射板

排紙受け器……………………H5-922

照明器具用反射板…………D3-911

配電軌道端末蓋…………………H1-129

反射枠付き

半導体ウエハー

ナンバープレート……………G2-2952

収納容器………………………G1-50

播種機……………………………K3-124

半導体ウエハー

播種器用繰出ロール……………K3-129

収納ケース……………………G1-50

播種機用計量具…………………K3-129

半導体ウエハキャリア…………G1-50

＊＊半じゅばん………………………B1-22

半導体ウエハー検査機…………K0-03

＊ 半ズボン…………………………B1-121

半導体ウエハー用

帆船………………………………G3-22

熱処理炉………………………K0-03

帆船用船体………………………G3-22

半導体ウエハ加熱炉……………K0-03

搬送機

半導体ウエハキャリア

牧草搬送機…………………K3-147

用ハンドル……………………G1-59

搬送機用ガードレール…………G1-60

半導体ウエハ

搬送機用レール…………………G1-60

熱処理用保温筒………………K0-03

搬送装置用

半導体集積回路内蔵

ガイドレール…………………G1-60

カートリッジ…………………H4-410

搬送装置用レール………………G1-60

半導体受光素子…………………H1-71

搬送台車…………………………G2-10

＊ 半導体製造機……………………K0-03

搬送吊具…………………………G1-05

半導体装置用放熱体……………H1-02

搬送ベルト………………………K9-14

＊ 半導体素子………………………H1-70

搬送用昇降機……………………G1-10

半導体素子加工機………………K0-03
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物品の名称

〔ハン〕
意匠分類の記号

半導体素子固定用

物品の名称

意匠分類の記号

＊ ハンドラベラー用

熱処理機………………………K0-03
半導体素子製造用

インク含浸ローラー…………F2-2269
＊ ハンドラベラー用

マスク加工機…………………K0-03

ラベル取付け管………………F2-2269

半導体素子取付用

ハンドランプ用ガード…………D3-912
ハンドル

放熱板…………………………H1-02

金属工作機械用

半導体素子取付用

ハンドル…………………K7-190

放熱器…………………………H1-02

コック用ハンドル…………M2-5911

半導体素子用

自転車用ハンドル…………G2-4920

基板切断機……………………K0-03

自動二輪車用

＊ 半導体素子用

ハンドル…………………G2-3930

欠陥検査機……………………J1-511
半導体素子用選別機……………K3-03

ジャッキハンドル…………G1-391

半導体素子用放熱器……………H1-02

水栓用ハンドル……………M2-5911
ソケットレンチヨ

＊ 半導体素子用放熱板……………H1-02

ウラチェット

半導体素子用

ハンドル…………………K1-23291

冷却フィン……………………H1-02

建具用

半導体電子描画機………………K0-03

レバーハンドル…………L5-632B

半導体発光素子…………………H1-71

吊り用

半導体ヒータ……………………H1-00
半導体用印刷機…………………K0-03

リールハンドル…………K2-592

半導体用加工機…………………K0-03

農機用ハンドル……………K3-190
バルブ用ハンドル…………M2-190

半導体用有機物除去機…………K0-03

包装用噴霧器の

＊ 半導体用シリコン

ハンドル…………………F4-629

結晶検査器……………………J1-511
半導体用ヒートシンク…………H1-02

ハンバーグ………………………A1-11

半導体用放熱器…………………H1-02

販売機

半導体用冷却器…………………H1-02

飲料自動販売機……………J5-11

半導体リード線接続機…………K0-03

おみくじ
自動販売機………………J5-103

＊＊ハンドタップ……………………K1-4031

ガス定量

ハンドトラクター用

自動販売機………………J5-101

車輪……………………………K3-191

切手自動販売機……………J5-1020

＊ ハンドドライヤー………………C4-27

コーヒー

ハンドドリル……………………K1-214
ハンドバックの口金……………B4-93

自動販売機………………J5-11

＊＊ハンドバッグ……………………B4-1A〜1C

雑誌自動販売機……………J5-100

B4-1D〜1E

洗浄水自動販売機…………J5-101

B4-1G

たばこ自動販売機…………J5-13
電気自動販売機……………J5-101

ハンドバックおもちゃ…………E1-432

富くじ自動販売機…………J5-103

＊ ハンドバック用口金……………B4-93

容器入飲料

ハンドピース

自動販売機………………J5-12、J5-12B

歯科用

冷凍食品

ハンドピース……………J7-62

自動販売機………………J5-100〜J5-100CA

ハンドプレス………………K7-131

販売時点情報管理用

ハンドマグネット………………K1-204

金銭登録機……………………J4-61

＊＊ハンドミキサー…………………C6-335

販売台

＊ ハンドミシン……………………K5-231

商品販売台…………………F5-20

＊＊ハンドラベラー…………………F2-2260
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〔ハン〕
物品の名称

〔バイ〕
意匠分類の記号

物品の名称

板物運搬機………………………G2-50

バーチカルコンベヤー用

＊ 帆布織機…………………………K5-131

搬送爪…………………………G1-190

判別機

バーチカルコンベヤ用

自動販売機用
貨幣判別機………………J5-91

意匠分類の記号

搬送爪…………………………G1-190
＊ バーチカルブラインド…………C1-54

＊ ハンマー…………………………K1-24210

バーナ……………………………K8-40
バーナ

ハンマー

ガスバーナ…………………K8-42

携帯用

ガス圧接用バーナ…………K7-1491

電動ハンマー……………K1-35

重油バーナ…………………K8-43

ハンマーおもちゃ………………E1-620

灯油バーナ…………………K8-43

＊ ハンマータッカー………………K1-2420

熱風発生機用

ハンマーの柄……………………K1-24219

バーナ……………………K8-44

ハンマー用柄……………………K1-24219

パイロットバーナ…………K8-41

＊＊ハンモック………………………D2-22

バーナー…………………………K8-40、K8-42

刃

バーナー

糸のこ刃……………………K1-423

こんろ用バーナー…………C6-44912

帯のこ刃……………………K1-423

バーナースタンド………………K8-49

携帯用動力
ジグソーの刃……………K1-423

＊ バーナー点火具…………………K8-49
バーナーヘッド…………………C6-44912、K8-49

剛性物質切削用
帯のこ刃…………………K1-424

＊ バーナー用
ガスレギュレーター…………K8-49

チップエンドミル

バーナー用空気栓………………K8-49

用切り刃…………………K1-406
超硬刃付丸のこ刃…………K1-421

バーナー用燃焼器………………K8-49

木工用円筒のこ刃…………K1-422

＊ バーナー用燃焼筒………………K8-49

木工用丸のこ刃……………K1-421

バーナー用保炎板………………K8-49

木工用面取り機の

バーナ点火具……………………K8-49
バーナ用

切削刃……………………K1-427

ガスレギュレーター…………K8-49

バー
ソケットレンチ用

バーナ用ダンパー………………K8-49

エクステンショ

バーナ用燃焼筒…………………K8-49

ンバー……………………K1-23290

バーナ用燃料タンク……………K8-49
バーナー用保炎板………………K8-49

バーコードスキャナー…………H5-923
バーコードプリンタ……………H5-450〜450B
＊ バーコード読み取り機…………H5-923
バーコード読取機付き
無線データ送受信機…………H5-923
バーコード読取送信器…………H5-923

＊ バーベキューグリル……………C6-4330、C6-4330B
＊ バーベキューこんろ……………C6-443〜443A
＊ バーベキューフォーク…………C6-213
＊＊バーベル…………………………E3-011
＊ バール……………………………K1-2423
煤煙集塵機………………………K6-13

バーコードラベル

バイオリズムグラフ

データ読取器…………………H5-923

用紙……………………………F3-1131

バーコードリーダー……………H5-923
バースツール……………………D2-13A

＊＊バイオリン………………………E4-30
バイオリンケース………………E4-91

＊＊バースデーカード………………F3-1314

バイク用風防……………………G2-391

バーチカルコンベヤ用

焙焼機……………………………K6-0

搬送ケース……………………G1-190

バイス……………………………K7-1920、K1-270、

バーチカルコンベヤ用

K7-271

ハンガートレー………………G1-190

バイス固定用クランプ…………K7-1920
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〔バイ〕
物品の名称

〔バサ〕
意匠分類の記号

物品の名称

＊ バイスプライヤー………………K1-222

意匠分類の記号

おみくじ箱…………………C7-10

売店………………………………L3-24

ガスボンベ用

売店

格納箱……………………D0-12

組立売店……………………L3-24

救急箱………………………J7-15

売店付き休憩ハウス……………L3-11

給餌箱………………………K3-222

売店便所付き

牛乳受け箱…………………D0-110

休憩ハウス……………………L3-11

下駄箱………………………D2-541

＊＊バイト……………………………K1-405

工具箱………………………K1-53

バイト

広告板付ごみ箱……………C3-370

スローアウェイ

ごみ箱………………………C3-370

バイト……………………K1-405

さい銭箱……………………C7-10

バイトの刃金……………………K1-406

裁縫箱………………………C0-31

＊＊バイトホルダー…………………K7-1911

散水栓保護筐………………L2-432

バイト用チップ…………………K1-406

消火栓保護筐………………L2-432

培土器……………………………K3-190

書類決済箱…………………F2-7120

バイメタル温度計………………J1-22

書類整理箱…………………F2-7120

培養器……………………………K6-70

新聞受け箱…………………D0-110

培養容器…………………………K6-71

新聞整理箱…………………D1-33

＊ バインダー………………………F3-24

自動車ごみ箱………………C3-370

バインダー金具…………………F2-623

重箱…………………………C5-320〜320F

＊ バインダー用金具………………F2-623

水中のぞき箱………………K2-00

秤

制水弁保護筐………………L2-432
電子秤………………………J1-210

積算電力計用

ばき

収納函……………………H2-591

室内ばき……………………B2-43〜43D

石けん箱……………………C4-21

馬脚冷却容器……………………K3-220

大工道具収納箱……………K1-53

バキューム車……………………G2-230

貯金箱………………………C2-18〜18B

バギーカー………………………G2-212

釣り用餌箱…………………K2-7

曝気槽用散気管…………………K6-3

釣り用携帯保冷箱…………C5-3251

バケット

ティッシュ

パワーショベル取

ペーパー容器

付け用バケット…………K3-32191

付きごみ箱………………C3-370

＊ バケットエレベーター…………G1-10

電動工具用工具箱…………K1-53

バケット付き

電話端子函…………………H2-591

トラクター……………………G2-231

電話保安器函………………H2-591

＊ バケツ……………………………C3-351

魚箱…………………………G1-50A

バケツ

灰皿付ごみ箱………………C3-370

絵画用バケツ………………F1-322

箸箱…………………………C5-5121

消火バケツ…………………C3-351

筆箱…………………………F2-7422

石炭バケツ…………………D4-190

弁当箱………………………C5-320〜320F

＊ バケツおもちゃ…………………E1-431

宝石箱………………………C0-111〜111B

バケツおもちゃ…………………E1-431

乱れ箱………………………D2-572

ばこ（箱、筐、函）

郵便受け箱…………………D0-110

圧縮機用防音箱……………K8-690

量水器保護筐………………L2-433

遺骨収納箱…………………C7-120

＊ 馬耕用すき………………………K3-110

衣服収納箱…………………D2-571

ばさみ（挟み、鋏）

印箱…………………………F2-7221

植木ばさみ…………………K1-133

飲食用具収納箱……………C5-5121

温度計付紙ばさみ…………F2-6310
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〔バサ〕
物品の名称

〔バッ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

改札ばさみ…………………F2-820

バス停留所標識塔………………F5-10C

菓子ばさみ…………………C6-215

バス停留所表示塔………………F5-10C

金切りばさみ………………K1-133

＊ バストアップ器…………………C4-00

紙ばさみ……………………F2-6311

＊＊バスマット………………………C1-31、D5-34

刈込みばさみ………………K1-134

バス用室内照明器具……………D3-710

管切りばさみ………………K1-220A

バス用天井握棒支持具…………G2-19

ケーブル切断

バス用天井握棒の

ばさみ……………………K1-220A

取付支持具……………………G2-2960

氷ばさみ……………………C6-215

バスルーム用

洗たくばさみ………………C3-73

床敷マット……………………C1-31

電動ばさみ…………………K1-135

＊＊端太………………………………L1-210〜210A

握りばさみ…………………K1-131

＊ バター……………………………A1-12

ふとんばさみ………………C3-73

＊＊バター入れ………………………C5-320〜320F

ペンホルダー付

＊＊バターナイフ……………………C6-3110

紙ばさみ…………………F2-6310
物干しばさみ………………C3-73

＊ バターまるめ……………………C6-230
＊ 端太材……………………………L1-119、210A

洋ばさみ……………………K1-132

端太材接続具……………………L1-119、L1-2190

理髪ばさみ…………………K1-132

ばた材の端面閉塞具……………L1-2190

理髪用梳きばさみ…………K1-132

ばた材キャップ…………………L1-2190

ばし（箸）

端太端末キャップ………………L1-2190

火ばし………………………D4-190

端太継手金具……………………L1-290

割り箸………………………C6-12
＊ 馬車おもちゃ……………………E1-6350

端太止め金具……………………L1-2191
＊ 端太止め具………………………L1-2191

場所打杭用杭頭処理具…………L2-2112、L2-21190

バタフライ制水弁………………M2-504

柱

バタフライバルブ………………M2-504
シャッター用中柱…………L5-321

バタフライ弁……………………M2-504

柱材

端太用キャップ…………………L2-2190

シャッター用

ばち………………………………E4-39

中柱材……………………L5-321

ばち（鉢、撥）

＊＊バス………………………………G2-211

植木鉢………………………K3-1560〜1560B

バス

三味線用ばち………………E4-39

スチームバス………………D5-3140

すり鉢………………………C5-4531

＊ バスーン…………………………E4-40

打楽器用ばち………………E4-20

＊＊バスおもちゃ……………………E1-6313

薬味世乳鉢…………………C5-4531

バスガイド用
折畳みいす……………………D2-150
＊ バス客席用いす…………………D2-1532

曝気槽……………………………D5-45
＊ バックフィルター………………K6-13
＊ バックホウ………………………K3-3211、K3-32190

バス客席用椅子の

バックホウの

テーブル………………………D2-190

ブームブラケット……………K3-329

バス客席用椅子の

バックホウ用ショベル…………K3-32191

アームレスト…………………D2-194

バックホウ用バケット…………K3-32191

＊ バスケットボール用

バックミラー

ゴール…………………………E3-300

自動車用

＊ バスケットワゴン………………D2-582

バックミラー……………G2-901

バスタオル………………………C1-7

自動二輪車用

＊＊バスダクト………………………H1-120〜121

バックミラー……………G2-901

バスダクト

バックミラー付き

トロリバスダクト…………H1-121

ヘルメット……………………B2-65
367

〔バッ〕
物品の名称

〔バラ〕
意匠分類の記号

物品の名称

バックミラー付き

意匠分類の記号

バッテリー端子用

モーターボート………………G3-3

絶縁カバー……………………H1-222

バックミラー用

バッテリーチェッカー

保護カバー……………………G2-2901

付太陽電池……………………H1-83

バック用口金……………………B4-93

バッテリーホルダー

バックル

付きモータ……………………H2-120

衣服ベルト用

バッテリー用

バックル…………………B9-130〜130C

収納ケース……………………H1-891

かばん用バックル…………B9-130〜130C

バッテリー用端子金具…………H1-320

くつ用バックル……………B9-130〜130C

バット

作業ベルト用

現像用バット………………J3-40

バックル…………………B9-130〜130C

調理用バット………………C5-452

自動車用

野球用バット………………E3-34

シートベルトの

バットおもちゃ…………………E1-521

バックル…………………B9-130〜130C

バット素振り用具………………E3-34

時計付衣服ベルト

バット素振り練習器……………E3-34

用バックル………………B9-131

抜毛具

時計バンド用

食鳥脱毛機用

バックル…………………B9-130〜130C

抜毛具……………………K4-90

ブックバンド

バドミントン用

バックル…………………F2-74449

スタンド………………………E3-320

歩数計付衣服ベル

バドミントン用羽根……………E3-321

ト用バックル……………B9-131

＊＊バドミントンラケット…………E3-321

バッグ

バドミントンラケット

ギャジットバッグ…………B4-1F〜1FA
ゴルフクラブ用

台枠……………………………E3-321
＊＊バドミントンラケット

バッグ……………………E3-35290

フレーム………………………E3-321

スケッチバッグ……………F2-741

ばね………………………………M3-01

セカンドバッグ……………B4-1A、B4-1B

羽根

B4-1C、B4-1D

追羽根………………………E2-403

B4-1E

業務用食品攪拌機

ハンドバッグ………………B4-1A〜1C

の回転羽根………………K4-49

B4-1D〜1E

研掃材投射用

B4-1G

回転羽根…………………K7-59

ボストンバッグ……………B4-1AA、B4-1CA

コンクリートミキ

B4-1DA

サ用混練羽根……………K3-32519

＊ バックおもちゃ…………………E1-432

製菓原料混合機用

＊＊バッジ……………………………B3-13

攪拌羽根…………………K4-49

バッジ製造機……………………K0-00

ばね座金…………………………M3-191

バッテリーケース………………H1-891

バネ巻機…………………………K7-130

＊ バッテリーコネクター

バフ………………………………K1-414

取外しプライヤー……………K1-250A
バッテリー端子金具用

バルブボックス…………………L2-432A
＊ バラ毛染機………………………K5-151

カバー…………………………H1-222

バラストマット…………………L2-520

バッテリー端子カバー…………H1-222

ばらまき機

バッテリー端子用

稲苗ばらまき機……………K3-1250

キャップ………………………H1-222
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〔バラ〕
物品の名称

〔バル〕
意匠分類の記号

物品の名称

バランサー
飛行機おもちゃ用
バランサー………………E1-6339

意匠分類の記号

バリ取研削晩……………………K7-1160
＊ バリ取り研磨機…………………K7-1160
＊＊バルコニー………………………L3-41

＊ バランスおもちゃ………………E1-081、E1-080

バルコニー桁材…………………L4-020

針

バルコニー付き
穴子釣り針…………………K2-31

サンルーム……………………L3-41

編み針………………………C0-34

バルコニー手すり………………L3-530B

アユ釣り針…………………K2-31

バルコニー等の連結具…………L3-549

イカ釣り用擬餌針…………K2-32B

バルコニーの

ウナギ釣り針………………K2-31

根太受け材……………………L4-020

擬餌針………………………K2-32

バルコニーの桁材………………L4-020

くつ針………………………K1-00

バルコニーの桁材カバー………L4-020

計器用指示針………………J1-91

バルコニーの

骨髄穿刺針…………………J7-42

桁用補助材……………………L4-020

裁縫針………………………CO-34

バルコニー支柱支持具…………L4-020

刺しゅう用

バルコニーの

ミシン針…………………K5-2391

手摺パネル……………………L3-530

鍼灸針………………………J7-53

バルコニーの床用縁材…………L4-020

事務用綴じ針………………F2-622

バルコニーの

畳針…………………………K1-00

連結根太材……………………L4-020

注射針………………………J7-42

バルコニーの連結目板…………L4-331

釣り針………………………K2-31

バルコニー用腕木材……………L4-10

釣り用毛針…………………K2-32A

バルコニー用笠木………………L3-5420

套管針………………………J7-42

バルコニー用飾り金具…………L3-5391

札綴付け針…………………F2-622
バリウム注入用

バルコニー用桁…………………L4-020
＊ バルコニー用桁材………………L4-020

カテーテル……………………J7-43

バルコニー用桁縦枠材…………L4-020

＊＊バリカン…………………………B7-350

バルコニー用構造材……………L4-020

バリカン

バルコニー用支持金具…………L4-029

電気バリカン………………B7-351

バルコニー用

＊ バリカン刃研磨器………………K1-283

支持脚部材……………………L4-020

＊ バリカン用替え刃………………B7-359

バルコニー用支柱材……………L4-020

バリカン用すき刃………………B7-359

バルコニー用側板………………L3-540

バリケード………………………L3-532

バルコニー用

バリケードジョイント…………L3-532

中継ドレイン…………………L2-450

バリケード接続バンド…………L3-549

バルコニー用つか材……………L4-020

バリケード用板…………………L3-532

バルコニー用

バリケード用錘…………………L3-5390

手すり子材……………………L3-5450A

バリケード用脚…………………L3-532

バルコニー用取付部材…………L4-020

バリケード用支脚………………L3-532

バルコニー用ドレイン…………L2-452

バリケード用支持脚……………L3-532

バルコニー用根太………………L2-020

バリケード用支柱………………L3-532

バルコニー用根太材……………L4-020

バリケード用

バルコニー用排水受板…………L2-450

ジョイント……………………L3-5390

バルコニー用柱…………………L4-111

バリケード用パイプ

バルコニー用柱材………………L4-111

支持脚…………………………L3-532

バルコニー用梁材………………L4-020

バリケード用標示板の

バルコニー用パネル……………L3-540

吊金具…………………………L3-549

バルコニー用補助支柱…………L4-020
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〔バル〕
物品の名称

〔バン〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

バルコニー用目隠し板…………L3-540

円筒研削盤…………………K7-1160

バルコニー用床板………………L4-029、L4-330

押圧メモ板…………………F2-423

バルコニー用梁材………………L4-020

おもちゃ用

バルコニー用枠…………………L3-41

走路盤……………………E1-6361

バルコニー用枠材………………L4-020

折戸単位板…………………L5-1222

＊＊バルブ……………………………M2-500〜520、M2-530

音量計用表示板……………H1-721

バルブ

階段用側板…………………L4-030

タイヤバルブ………………G2-91190

鍵加工盤……………………K7-1102

フラッシュバルブ…………M2-530

角のみ盤……………………K7-23

ボールバルブ………………M2-520

かさ歯車歯切り盤…………K7-117

バルブ開閉用電動機……………K9-17

形削り盤……………………K7-115

バルブカバー……………………M2-5920

金切り帯のこ盤……………K7-11030

バルブコック用

金切り弓のこ盤……………K7-11030

ハンドル………………………M2-5911

壁下地板……………………L6-1330〜1330A

バルブ固定具……………………M2-590

紙挟み板……………………F2-7443

バルブ操作用ハンドル…………M2-5911

画板…………………………F2-741

バルブソケット用

額用下敷板…………………C2-29

端子金具………………………H1-320

吸音天井板…………………L6-131〜131A

バルブ保温カバー………………M2-5920

吸着盤………………………M3-02

バルブ保護金具…………………L2-2129

ギター響穴用

バルブボックス用

装飾板……………………E4-39

蓋受枠…………………………L2-441〜441B

ギター用指板………………E4-39

バルブボックス用

掲示板………………………F2-422

蓋付枠…………………………L2-441〜441B

掲示板付黒板………………F2-420

＊ バルブ用キャップ………………M2-5910

携帯用

バルブ用コマ体…………………M2-5912

卓上ドリル盤……………K1-3141

バルブ用操作ハンドル…………M2-5911

携帯用ボール盤……………K1-3141

バルブ用ダイアフラム…………M2-590

畦畔用孔板…………………L2-310A

＊＊バルブ用ハンドル………………M2-5911

建築用板……………………L6-10〜10C

バルブ用パッキン………………M2-491

建築用格子板………………L6-21LA

＊ バルブ用パッキング……………M2-491

建築用装飾板………………L6-21〜21A

＊ バルブ用弁体……………………M2-5912

光学読取り板………………F3-1123

バルブ用保護栓…………………M2-7

工具研削盤…………………K7-1160

＊ バレーボール用ボール…………E3-301

黒板…………………………F2-421〜421A

＊＊ばれいしょ堀取り機……………K3-142

黒板用粉受け板……………F2-4290

馬鈴薯の芽欠具…………………K3-142

碁盤…………………………E2-211

＊ 馬練………………………………F1-300

棚用装飾用板………………L3-5391

ばん（板、盤）

写真植字機用

アコーディオン

文字盤……………………K0-239

カーテン用

斜流ポンプ用

パネル単位板……………L5-0122

案内板……………………K8-591

アコーディオン

手動ねじ立て盤……………K1-226

ドア用パネル

将棋盤………………………E2-211

単位板……………………L5-0122

照明器具用

あぜ被覆板…………………L2-310、L2-310A

拡散透光板………………D3-392〜392B

雨戸構成単位板……………L2-310、L5-23A

照明器具用反射板…………D3-911

エスカレータ用

照明用拡散透光板…………D3-82

デッキ板…………………G1-1291

食品陳列用仕切板…………F5-2191
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〔バン〕
物品の名称

〔バン〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

時刻表示盤…………………H1-721

電力計器集合盤……………H2-63〜63A

時差早見盤…………………F2-531

電話交換機用

自動かんな盤………………K7-22

表示盤……………………H3-49

自動車用

樋用雨水飛散

エアコンディ

防止板……………………L4-2390

ショナー表示板…………G2-2934

陶板…………………………L6-32〜32BA

重量計用目盛板……………J1-92

謄写版………………………F2-211

樹幹保護板…………………K3-150

淘汰盤………………………K3-43

受電盤………………………H2-51〜52

時計用前面板………………J2-92

水盤…………………………C2-132

時計用見切板………………J2-93

スピーカ用振動板…………H4-1390

時計用文字盤………………J2-91

製図板………………………F2-351

動力耕うん機用

精密中ぐり盤………………K7-113

整地板……………………K3-1190

積算電力計

道路用遮光板………………L2-532

取付け板…………………H2-592

内面研削盤…………………K7-1160

接地板………………………H1-314

流し台用水切板……………D5-190

設置用水槽単位板…………L3-6291

名札取付け板………………F2-73131

太陽熱利用温水器

ならいフライス盤…………K7-114

用集熱板…………………L3-619

妊娠日早見盤………………F2-531

卓上金切り

ねじ切り盤…………………K7-118

丸のこ盤…………………K7-11031

ねじ立て盤…………………K7-118

卓上フライス盤……………K7-114

ねじ転造盤…………………K7-118

卓上ボール盤………………K7-112

ノンスリップ板……………L6-1422

多軸ボール盤………………K7-112

配色盤………………………F1-301

建具用装飾板………………L6-21D

配電盤………………………H2-51〜52

L6-21〜21A

配色函取付け板……………H2-592

たて削り盤…………………K7-115

歯車形削り盤………………K7-117

立て中ぐり盤………………K7-113

歯車研削盤…………………K7-117

建物扉用装飾板……………L5-96

歯車仕上げ盤………………K7-117

端子板………………………H1-332〜332C

半導体素子用

端子盤………………………H1-332〜332C

放熱板……………………H1-02

代本板………………………F2-73149

ひざ形フライス盤…………K7-114

チェス盤……………………E2-211

筆記板………………………F2-423

調理用バットの

覆工板………………………L2-522

水切り盤…………………C5-459

ブローチ盤…………………K7-1100

直立ボール盤………………K7-112

分電盤………………………H2-53

手押しかんな盤……………K7-22

平面研削盤…………………K7-1160

天井板………………………L6-10、L6-10B〜10C

変電盤………………………H2-51

L6-130〜130B

ベッド形

L6-131〜131A

フライス盤………………K7-114

天井照明器具用

ホーニング盤………………K7-1100

拡散透光板………………D3-392〜392B

包装用中仕切板……………F4-9111

天井用装飾盤………………L4-310〜310A

ほぞ取り盤…………………K7-23

電気機器用放熱板…………H1-02

ホブ盤………………………K7-117

伝言板………………………F2-421〜421A

防音壁板……………………L6-131〜131A

電子機器用表示板…………H1-721

盆用水切り盤………………C5-5379

電子機器用放熱板…………H1-02

窓枠用風止板………………L5-94

電柱用防護板………………L2-169

万年カレンダー盤…………F2-410
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〔バン〕
物品の名称

〔パー〕
意匠分類の記号

物品の名称

ミシン用

意匠分類の記号

防音壁板材…………………L6-131

調節目盛板………………K5-2393

屋根下地板材………………L6-121

木工フライス盤……………K7-20

床下地板材…………………L6-143

木工用帯のこ盤……………K7-21

＊ 板材圧延機………………………K7-120

木工用穿孔盤………………K7-23

板止着用溶接スタッド…………M3-124

木工用ボール盤……………K7-23

＊ バンジョー………………………E4-30

木工用丸のこ盤……………K7-21

バンジョーの

門形平削り盤………………K7-115

共鳴板フランジ………………E4-30

屋根下地板…………………L6-121

バンジョーの

床板連結板…………………L6-141
床下地板……………………L6-143

ペグボード……………………E4-39
＊ 板状体つり上げ

湯沸し器用遮熱板…………D5-590
浴槽用発泡板………………C4-18

クランプ………………………G1-05
＊＊ばんそうこう……………………J7-12

横中ぐり盤…………………K7-113

ばんそうこう

ラジアルボール盤…………K7-112

磁石付

ラック歯切り盤……………K7-117

ばんそうこう……………J7-52

ラップ盤……………………K7-1100

バンド

レコード盤…………………H4-411

腕時計おもちゃ用

レンズ研削盤………………K7-30

バンド……………………E1-6719

番がさ……………………………B3-82

腕時計用バンド……………J2-392

バンガロー………………………L3-200

肩掛けバンド………………G1-01

バンガロー

かばん用

組立バンガロー……………L3-200

肩掛けバンド……………B4-90

板金折曲げ機……………………K7-133

楽器用吊りバンド…………E4-90

板金塗膜用やすり………………K1-282

サンダルバンド……………B5-591

＊ 板金用定盤………………………K7-194

スリッパバンド……………B5-591

＊ 板金用波板切断機………………K7-11030

手首バンド…………………B2-52

＊＊板金用

電線結束バンド……………H2-46A

ベンディングロール…………K7-133

電柱用バンド………………L2-169

＊＊番号機……………………………F2-2231

筆入れ付き

＊ 番号札……………………………F3-3412

ブックバンド……………F2-74440

板材

ブックバンド………………F2-74440

アコーディオン

ヘアーバンド………………B3-24

ドア用パネル

＊＊版胴………………………………K0-229

単位板材…………………L5-0122
雨戸構成単位板材…………L5-23A

バンド付腕時計側………………J2-391
＊＊万能試験機………………………J1-512

折戸単位板材………………L5-1222

バンパー

階段用側板材………………L4-030

自動車おもちゃ用

壁下地板材…………………L6-1330

バンパー…………………E1-6319

吸音天井板材………………L6-131

自動車用バンパー…………G2-2911

畦畔用板材…………………L2-310A

バンパー材

建築用板材…………………L6-10〜10C

車両用バンパー材…………G2-920

建築用格子板材……………L6-21LA

板連結具

建築用装飾板材……………L6-21〜21LA

組立家具用

天井板材……………………L6-10、L6-10B〜10C

板連結具……………………D2-922〜922B

L6-130、L6-130B、

＊ パーキングメーター……………J1-00

L6-131

＊ パーコレーター…………………C5-421

農業用堰板材………………L2-32A
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〔パー〕
物品の名称

〔パイ〕
意匠分類の記号

パーコレーター用

物品の名称

意匠分類の記号

＊＊パイプサポート用

ろ過器…………………………C5-319

差し込みピン…………………L2-2219

パーコレータ用こし器…………C5-319

パイプサポート用

パーゴラ…………………………L3-11、L3-40〜41

支持脚…………………………L2-2219

パーゴラ付き

パイプサポート用

バルコニー……………………L3-41

スライド盤……………………L2-2219

パーゴラ用機材…………………L4-221

パイプ材の蓋………………………L3-549
パイプ締付用

パーゴラ用支柱…………………L4-111

トルクレンチ…………………K1-2326

パーゴラ用

パイプシャッター用

支柱構成部材…………………L4-111

小車……………………………L5-39

パーマネント用

パイプシャッター用

カーラー………………………B7-330

釣元金具………………………L5-39

＊ パーマネント用加湿機…………B7-30

パイプシャッター用

パーマネント用

リンク…………………………L5-39

毛髪巻き具……………………B7-330

パイプジョイント………………L1-190

パーマネント用ロッド…………B7-330

パイプ切断機……………………K7-11030

＊ パーマ用紙………………………F3-420

パイプ挿通孔塞き具……………M2-490

パーマ用ロットの

パイプ挿通孔閉塞具……………M2-490

巻髪止め具……………………B7-331
パール編機………………………K5-14

＊ パイプ端拡張器…………………K1-202
パイプ端部切削具………………K1-202

＊＊パイ………………………………A1-15〜15G

パイプ端面カッター……………K1-202

牌

パイプ取付用

ゲーム用牌………………E2-22

ブラケット……………………L3-549

パイプ

パイプねじ切り器………………K1-226

喫煙用パイプ………………B6-10

パイプハウス用

＊ パイプ入れ………………………B6-190

シート押えバンドの

＊ パイプオルガン…………………E4-51

固定金具………………………L3-393

パイプ拡開器……………………K1-202

パイプ挟持用治具………………K1-270

パイプ拡開器用

パイプ引き抜き機………………K7-130

パイプ保持器…………………K1-202
パイプかしめ用工具……………K1-202

パイプベンダー…………………K1-241

パイプカッター…………………K1-120、K1-202、

パイプベンダー
携帯用油圧

K1-220A

パイプベンダー…………K1-37

パイプクランプ…………………G2-2900、L4-191C

手動

パイプクランプ用

パイプベンダー…………K1-241

安全キャップ…………………L1-190

パイプ保管用枠体………………L1-41

パイプクランプ用

パイプ万力………………………K1-271

保護キャップ…………………L1-190

パイプ面取りカッター…………K1-202

パイプクランプ用

パイプ面取器……………………K1-202

ボルト…………………………L1-190
パイプ固定支持具………………M2-6

＊ パイプ面取り具…………………K1-202

パイプコンベヤー………………G1-192

パイプ融着用加熱器……………K7-140

パイプコンベヤー用

パイプ用キャップ………………M2-7
パイプ溶接機……………………K7-140

案内ローラー…………………G1-192
パイプサポート用

＊ パイプ用たばこ詰め具…………B6-190
パイプ用

差込みピン……………………L2-2219
＊＊パイプサポート…………………L2-2211

ヤニ取りフィルター…………B6-190

パイプサポート保持具…………L2-2219

パイプ用連結ピン………………L3-549
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〔パイ〕
物品の名称

〔パッ〕
意匠分類の記号

物品の名称

パイプ連結具……………………L1-192

パチンコゲーム機用

パイプ連結用金具………………M2-42

遊技盤…………………………E2-3191

パイプ連結用

パチンコ台用膳板………………L4-410

ロックピン……………………L1-190

パチンコ台用幕板………………L4-410

＊ パイプレンチ……………………K1-2325

パチンコ玉貸し機………………J5-21

＊ パイロットバーナー……………K8-41
パイロットランプ………………H1-720

パチンコ玉貸出し機……………J5-21
＊ パチンコ玉

＊＊パイロットランプ用
ソケット………………………H1-3441〜3441A

意匠分類の記号

自動貸出し機…………………J5-21
＊ パチンコ玉自動

＊＊パジャマ…………………………B1-41

貸出し機前面パネル…………J5-29

パジャマ上衣……………………B1-41

パチンコ玉容器…………………E2-3190

パジャマ用上衣…………………B1-41

パチンコ遊戯機の飾板…………E2-3191

パジャマ用ズボン………………B1-41

パチンコ遊戯具…………………E2-310

パスタ……………………………A1-14

パチンコ遊戯具の

パスポート用カバー……………F3-2920

球受皿…………………………E2-3191

パズルおもちゃ…………………E2-10

パチンコ遊戯具の

パズル遊戯具……………………E2-10

玉送り用送路…………………E2-3190

パチンコ機管理用

パチンコ遊戯具の

制御機…………………………H2-61〜61DA

打球操作用ツマミ……………E2-3191

パチンコ機の

パチンコ遊戯具の

球発射レール…………………E2-3191

打球操作部の飾板……………E2-3191

＊＊パチンコゲーム機………………E2-310

パチンコ遊戯具の

パチンコゲーム機用

入賞玉受口器…………………E2-3191

飾り盤…………………………E2-3191

パチンコ遊戯具の

パチンコゲーム機用

遊戯板用飾り板………………E2-3191

景品玉収容器…………………E2-3190

パチンコ遊戯具用錠前…………E2-3190

パチンコゲーム機用

パチンコ遊戯具用

景品玉ケース…………………E2-3190

セーフ玉の誘導樋……………E2-3190

＊ パチンコゲーム機用

パチンコ遊戯具用

賞球容器………………………E2-3190

施錠金具………………………E2-3190

パチンコゲーム機用

パチンコ遊戯具用

錠前……………………………E2-3190

入賞玉受口器…………………E2-3191

パチンコゲーム機用

パチンコ遊戯具用

前面枠…………………………E2-3191

入賞玉受入具…………………E2-3191

＊ パチンコゲーム機用球…………E2-3190

パチンコ遊技台…………………E2-310

パチンコゲーム機用

パチンコ遊戯台の

玉受け皿………………………E2-3191

釘調整用ペンチ………………K1-221

パチンコゲーム機用

パチンコ遊戯台用玉の

球検出器………………………E2-3190

誘導樋…………………………E2-3190

パチンコゲーム機用

パチンコ用

球誘導樋………………………E2-3190

自動玉貸し機…………………J5-21

＊ パチンコゲーム機用

パッカ……………………………L3-393

入賞玉受入れ器………………E2-3191

パッキング

パチンコゲーム機用

管継ぎ手用

入賞玉収容器…………………E2-3190

パッキング………………M2-491

パチンコゲーム機用

バルブ用

補給樋…………………………E2-3190

パッキング………………M2-491
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〔パッ〕
物品の名称

〔パラ〕
意匠分類の記号

パッキング材

物品の名称
＊ パネル用

冷蔵庫用

挟圧固定接合具………………K1-270

パッキング材……………C6-592

パネル用接合機…………………L5-0111

パッキング付き

パネルラジェター………………L4-329

座金………………………M3-191

パネル連結金具…………………L5-0110〜0111

パッキング用

パネル枠

保護キャップ……………M2-490

コンテナ用

パッキング

パネル枠…………………G1-5291

締付け具…………………M2-42

パネル枠材………………………L5-0111

パッチ

パネル枠材

タイヤ修理用

コンテナ用

パッチ……………………G2-91190
パット練習用

パネル枠…………………G1-5291
＊＊パフ………………………………B7-11

スタンス保持具………………E3-351
パッド

パフ入れ…………………………B7-011
＊ パラシュート……………………G4-2

衣服用肩掛パッド…………B1-911

パラフィン包埋処理用

腰パッド……………………B2-02
スタンプパッド……………F2-2291

保温器…………………………K6-70
＊ パラペット………………………L4-2113

＊ パトローネ………………………J3-37

パラペット笠木…………………L4-2113

パネル
組立物置用
換気パネル………………L3-221

パラペット笠木材………………L4-2113
＊ パラペット材……………………L4-2113
＊ パラペット継ぎ手………………L4-2190

書画用パネル………………F1-3250
自動車用

意匠分類の記号

パラペット取付け金具…………L4-2190
＊ パラペット取付け具……………L4-2190

インストゥルメ

パラペット笠木…………………L4-2113

ントパネル………………G2-2933

パラペット笠木材………………L4-2113

スピーカ用パネル…………H4-1391

＊＊パラボラアンテナ………………H3-110

建物用換気口

パラボラアンテナ

パネル……………………L5-41

固定具…………………………H3-19

パネル・シート

パラボラアンテナ

カッター………………………K1-124

支持台…………………………H3-19

パネル受け金具…………………L4-329

パラボラアンテナ

パネル押え材……………………L4-2112

取付け架台……………………H3-19

パネルゲート……………………L1-40

パラボラアンテナ

パネル広告宣伝車………………G2-230

取付具…………………………H3-19

パネル固定クリップ……………L4-329

パラボラアンテナ

パネルコンベクタ………………D4-316

取付具用台……………………H3-19

パネル水槽用

パラボラアンテナ取付

天井固定具……………………L3-6290

ボールの地中ベース…………H3-19

パネル水槽用取付金具…………L3-6290

パラボラアンテナの

パネル接合用押え具……………K1-270

一次放射器支持腕……………H3-19

パネル接合用締付け具…………K1-270

パラボラアンテナの

パネル側壁補強材………………L3-6290

支柱具…………………………H3-19

パネル接手………………………L4-411

パラボラアンテナ

パネル取付け用

支柱取付金具…………………H3-19

クリップ………………………G2-2900

パラボラアンテナ

＊＊パネルヒーター…………………D4-316

マスト…………………………H3-19
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〔パラ〕
物品の名称

〔パン〕
意匠分類の記号

物品の名称

パラボラアンテナ

パレットトラック………………G2-55

反射器…………………………H3-110

パレット用蓋……………………G1-5190

パラボラアンテナ用

パレット用保護枠………………G1-5190

一次放射器……………………H3-19

パレット枠用

パラボラアンテナ用
駆動器…………………………H3-110

サイドバー……………………G1-5190
＊＊パワーショベル…………………K3-3211

パラボラアンテナ用

パワーショベル

コンバーター…………………H3-19

おもちゃ………………………E1-6310

パラボラアンテナ用

パワーショベル取付け

導波管…………………………H3-19

用金属カッター………………K3-32190

パラボラアンテナ用

パワーショベル取付け

壁面取付金具…………………H3-19

用コンクリート

パラボラアンテナリフ

破砕機…………………………K3-32190

レクター用モール……………H3-19

パワーショベル

パラソル

取付け用バケット……………K3-32191

ビーチパラソル……………B3-80
パルプ液用遠心ポンプ…………K8-522

パワーショベル本体……………K3-3211
＊ パワーショベル用

パルプ製造用チッパー…………K0-01
パレット…………………………G1-50〜510B

金属カッター…………………K3-32190
＊＊パワーショベル用

パレット
運搬用パレット……………G1-50〜510B

意匠分類の記号

コンクリート破砕機…………K3-32190
＊＊パワーショベル用

絵画用パレット……………F1-321

バケット………………………K3-32191

パレットカップ…………………F1-321

パワーショベル用

パレット積上げ用外枠…………G1-5190

バケット………………………K3-32191

＊ パレットトラック………………G2-55

パワートランジスタ

パレットナイフ…………………F1-323

モジュール……………………H1-70

パレット用桁

パン

運搬パレット用桁…………G1-5191

菓子パン……………………A1-15〜15G

パレット用桁材…………………G1-5191

乾パン………………………A1-15〜15G

パレット用桁材
運搬パレット材

食パン………………………A1-15〜15G
＊＊パン入れ…………………………C5-320〜320F

桁材…………………………G1-5191

パン運搬用容器…………………G1-50A

パレット用

パン切りナイフ…………………C6-3110

支柱付支持具…………………G1-5191

パンク修理具……………………K1-2010

パレット用支柱付支持具………G1-5191

パンクタイヤ修理用

パレット用荷崩れ防止

工具……………………………K1-2011

ベルト係止具…………………G1-04

パン原料醗酵機…………………K4-50

パレット用蓋……………………G1-5190

パンこね器………………………C6-330

パレット用フレーム……………G1-5190
パレット用保護枠………………G1-5190

パン種発酵機……………………K4-50
＊ パンタグラフ……………………C6-330

パレット用枠

パンタグラフ

運搬パレット用枠…………G1-5191

鉄道車両用

パレット用枠材
運搬パレット用
枠材………………………G1-5191

パンタグラフ……………G2-19
＊＊パン立て…………………………G2-19
＊ パンダおもちゃ…………………E1-32AAA

パレット枠用

パン種発酵機……………………K4-50

サイドバー……………………G1-5190
パレット積上げ用外枠…………G1-5190
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〔パン〕
物品の名称

〔パン〕
意匠分類の記号

物品の名称

パンチ
事務用パンチ………………F2-8221
事務用電動パンチ…………F2-8222
＊ パンチ穴位置決め具……………F2-8229
＊ パンチカード……………………F3-1121
パンチプレス……………………K7-1100
パンチプレス機…………………K7-131
＊＊パンツ……………………………B1-66
パンツ
衛生パンツ…………………B1-7
海水パンツ…………………B1-5
＊＊パンティ…………………………B1-66
パンティハンガー………………D1-111F
＊＊パンティストッキング…………B1-67
パンティストッキング
仕上用型板……………………K5-21
パンティストッキング
仕上用型板枠材………………K5-21
パンティストッキング
仕上用型枠の補助具…………K5-21
＊＊パンフレット……………………F3-33
パン焼き釜………………………K4-71
パン焼き器………………………C6-4310
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意匠分類の記号

