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〔ヒ〕                           〔ヒキ〕 

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

 

〔ひ〕 

 

＊ 碑…………………………………L0-0 

  杼…………………………………K5-193 

  ヒーター 

    鑑賞魚槽用 

     投込ヒーター……………E0-11191 

    こたつ用ヒーター…………D4-129 

    自動車用ヒーター…………D4-352 

    パネルヒーター材…………D4-316 

  ヒーター付き 

   温度調節器……………………K6-50  

  ヒーター付き座いす……………D2-12  

  ヒートシンク……………………K6-50  

  ヒートパイプ型 

   ヒートシンク…………………H1-02  

  ヒートパイプ式放熱器…………H1-02  

  火打梁……………………………L4-112 

  排煙窓用キャッチ錠……………L5-6331  

  日おおい…………………………L3-41  

＊ 火起し器…………………………D4-190 

  皮革地……………………………M1-3～4LA  

  皮革縫製用定規…………………K5-2390  

  皮革類面積計……………………J1-250 

  被加工物自動車搬出入機………K0-020A  

  光ケーブルコネクタ用 

   アタッチメント………………H0-30  

  光ケーブル被覆部 

   剥離具…………………………K1-227 

  光結合半導体素子………………H1-70  

  光固定減衰器……………………H0-30  

  光コネクタープラグ……………H0-31  

  光コネクタ用 

   フェルール……………………H0-31  

  光コネクタ用 

   保護カバー……………………H1-222 

  光信号用検出素子………………H1-71  

  光磁気ディスク…………………H4-410 

   光磁気ディスク用 

   カートリッジ…………………H4-4195  

   光センサー………………………H1-554 

  光通信ケーブル用 

   コネクター……………………H0-31  

  光通信線…………………………H1-10  

＊ 光天井用拡散透光板……………D3-82  

  光天井用格子支持金具…………L4-3190  

光ディスク………………………H4-410 

   光ディスク 

   カートリッジ…………………H4-4195  

＊ 光ディスク用 

   カートリッジ…………………H4-4195  

  光パワーセンサ…………………H1-554 

  光ファイバーおよび 

   電線用コネクタ………………H0-30  

  光ファイバー 

   コネクタープラグ……………H0-31  

  光ファイバー 

   コネクター用 

   キャップ………………………H0-30  

  光ファイバー 

   接続用コネクタ………………H0-31  

＊ 光ファイバー用 

   光電変換コネクター…………H0-32  

  光ファイバー用光電 

   変換器ハウジング……………H0-32  

＊ 光ファイバー用 

   コネクタープラグ……………H0-31  

  光ファイバー用 

   コリメーターレンズ…………H0-30  

＊ 光ファイバー用 

   中継アダプター………………H0-30  

  光ファイバープラグ……………H0-31  

＊ 光ファイバーケーブル…………H1-10  

  光ファイバデータ 

   リンク用プラグ………………H0-31  

  光ファイバ融着接続機…………K0-03  

＊ 日傘………………………………B3-83  

  干菓子……………………………A1-15～15G  

＊＊引き網……………………………K2-10  

  曳網………………………………K2-10  

＊＊引き網用開口具…………………K2-190 

  曳網用開口具……………………K2-190 

  引掛シーリング…………………H1-3423  

  引掛シーリング 

   キャップ………………………H1-3423  

  引掛シーリング 

   コンセント……………………H1-3423  

  引掛シーリングプラグ 

  挽き機、挽き器 

    業務用食肉挽き機…………K4-30  

    コーヒー挽き器……………C6-326 

    こしょう挽き器……………C6-327 

    肉挽き器……………………C6-321 

  引込線取付け柱…………………L6-162 

  引込線取付柱用柱………………L6-162 
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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 

  引込ポール………………………L6-162 

＊ 引倒し窓用下枠…………………L5-1512  

＊ 引倒し窓用下枠材………………L5-1512  

  引出し受具………………………D2-900 

  引出し付き 

   キャビネット…………………D2-531E  

  引出し付き工具箱………………K1-53  

  引出し付き整理箱………………D2-511B  

  引し出し付き灰皿………………B6-31  

  引出し付き箱……………………D2-531B  

  引出し付き本棚…………………D2-511L  

  引出し用正面板…………………D2-900 

＊ 引出し用錠………………………D2-93130 

  引出し用摺り桟…………………D2-900 

＊ 引出し用引手……………………D2-9312A～9312C  

  引出し用レール…………………D2-9312C 

  引出し用枠………………………D2-910 

  引違い戸の錠装置………………L5-6331  

  引違い戸用錠……………………D2-93130 

  引違い戸用虫除け具……………L5-94  

  引違い戸用枠材…………………L5-142 

＊＊引違い窓用上枠…………………L5-141～141E 

＊ 引違い窓用上枠材………………L5-141～141J 

＊＊引違い窓用下枠…………………L5-142～1422 

  引違い窓用下枠材………………L5-142B  

＊＊引違い窓用縦枠…………………L5-143～143M 

  引違い窓用縦枠材………………L5-143～143M 

  引違い窓用召合せ框材…………L5-12012 

＊＊引違い窓枠………………………L5-132 

  曳釣用錘…………………………K2-34  

  曳釣用水中ライダー……………K2-190 

＊ 引手………………………………M3-21  

  引手 

    衣服調節具用引手…………B9-149 

    衣服用スライド 

     ファスナーの 

     引手………………………B9-11492 

    家具用引手…………………D2-9312～9312D  

    家具用錠付き引手…………D2-9311  

    キャビネット用 

     引手………………………D2-9312～9312D  

    食器棚用引手………………D2-9312～9312D  

    スライドファスナー 

     用スライダー 

     引手………………………B9-11492 

    建具用引手…………………L5-632C  

  たんす用引手………………D2-9312A～9312D 

  

    吊下げおもちゃ用 

     引手………………………E1-079 

    流し台用引手………………D2-9312A～9312D  

    配電盤用引手………………H2-593 

    引出し用引手………………D2-9312A～9312D  

    襖用引手……………………L5-632C  

    ロッカー用引手……………D2-9312A～9312D  

＊ 引き留めクランプ………………H2-4410  

  引戸用クローザー………………K9-10  

  引戸………………………………L5-12100 

  引戸・折戸用ガイド……………L5-93  

  引戸上枠…………………………L5-141 

  引戸上枠材………………………L5-141 

  引戸クローザー…………………L5-610 

  引戸下枠…………………………L5-142 

  引戸下枠材………………………L5-142 

  引戸下枠材養生部材……………L1-40  

  引戸錠飾り座板…………………L5-634 

  引戸縦枠…………………………L5-143 

  引戸縦枠材………………………L5-143 

  引戸の振れ止め…………………L5-93  

  引戸のレール材…………………L5-105 

  引戸方立て………………………L5-171 

  引戸方立て材……………………L5-171 

  引戸又はドア枠用 

   額縁材…………………………L5-103 

  引戸無目…………………………L5-161 

  引戸無目材………………………L5-161 

  引留がいし………………………H1-210 

  引留クランプカバー……………H1-222 

  引戸用上框材……………………L5-12011 

＊＊引戸用上枠………………………L5-141～141J 

  引戸用上枠材……………………L5-141～141J 

＊ 引戸用緩衝気密材………………L5-1021  

  引戸用緩衝材……………………L5-1021  

  引戸用格子材……………………L5-12014 

  引戸用下框材……………………L5-12014 

＊＊引戸用下枠………………………L5-142～1422 

  引戸用下枠材……………………L5-142～1422 

＊ 引戸用錠…………………………L5-6331～6331A  

＊ 引戸用ストッパー………………L5-95  

  引戸用堅框 

   パッキング材…………………L5-1021  

＊＊引戸用縦枠………………………L5-143～143M 

  引戸用縦枠材……………………L5-143～143M 

  引戸用戸当り材…………………L5-1020  

  引戸用戸車レール………………L5-105 

引戸用戸車レール材……………L5-105 
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＊ 引戸用中桟………………………L5-12013 

  引戸用パネル材…………………L5-12013 

＊ 引戸用方立て……………………L5-1212  

＊ 引戸用方立て材…………………L5-171 

＊ 引戸用無目………………………L5-171 

＊ 引戸用無目材……………………L5-161 

   引戸用召合せ框材………………L5-12012 

  引戸用レール材…………………L5-105 

  引戸用レール枠材………………L5-140、 

                L5-510～511  

  引戸用ローラー…………………L5-62  

＊＊引戸用枠…………………………L5-131 

＊ 引戸ローラー……………………L5-62、L5-93  

  引抜き機 

    条材引き抜き機……………K7-120 

＊＊引き抜き製管機…………………K7-120 

  引抜製管機………………………K7-120 

  引き抜きダイス…………………K1-4032  

  引抜動力工具……………………K1-30  

＊＊引き伸し機………………………J3-42  

  引伸し機 

    写真用引伸し機……………J3-42  

  引き伸ばし機用 

   イーゼル………………………J3-40  

  引き伸ばし機用 

   原版ばさみ……………………J3-40  

＊ 引き伸ばし機用レンズ…………J3-31  

  引紐 

    スイッチ用引紐……………H1-590 

＊ 引窓用上枠………………………L5-141G  

＊ 引窓用上枠材……………………L5-141G  

＊ 引窓用下枠………………………L5-141G  

＊ 引窓用下枠材……………………L5-142G  

＊ 引窓用縦枠………………………L5-143～143M 

＊ 引窓用縦枠材……………………L5-143～143M 

＊ 引窓用無目………………………L5-161 

＊ 引窓用無目材……………………L5-161 

  引窓用横枠材……………………L5-1600  

＊ 引窓用枠…………………………L5-132 

  ひき割り麦機……………………K4-10  

  火消し 

    マッチ火消し………………B6-32  

  火消し器付灰皿…………………B6-30～30E  

  火消し具付灰皿…………………B6-31  

  火消しつぼ………………………D4-190 

＊ 被牽引スクレーパー……………K3-3240  

＊ ひげおもちゃ……………………E1-5013  

＊＊ひげそり用ブラシ………………B7-120 

＊＊飛行機……………………………G4-1 

＊＊飛行機おもちゃ…………………E1-6330  

＊ 飛行機おもちゃ翼………………E1-6330  

＊ 飛行機おもちゃ用 

   バランサー……………………E1-6339  

＊ 飛行機おもちゃ用 

   ヘリポート……………………E1-6339  

  飛行機用計器板…………………G4-2 

＊＊飛行船……………………………G4-1 

  飛行船おもちゃ…………………E1-6330  

  飛行艇……………………………G4-1 

＊ 火格子……………………………D4-191 

  火格子 

    こんろ用火格子……………D4-191 

    ストーブ用火格子…………D4-191 

  ひさげ……………………………C5-310D～310DA  

＊＊庇…………………………………L4-220 

  庇 

    戸袋用庇……………………L5-2210  

＊ 庇材………………………………L4-221 

  庇材 

    戸袋用庇材…………………L5-2210  

＊ 庇取付け具………………………L4-229 

  庇用目地スペーサー材…………L5-100 

  庇用廻り縁材……………………L4-221 

  ひざ当て…………………………B1-911 

  膝当て 

    衣服用膝当て………………B1-911 

    運動用肘当て………………B2-52  

  ひざ掛け…………………………C1-12  

＊＊ひざ形フライス盤………………K7-114 

  膝用サポーター…………………B2-44  

  飛砂防止棚………………………L2-542 

＊ 飛しょう遊戯具…………………E2-440 

  比色計 

    光電比色計…………………J1-521 

  飛しょうごま……………………E2-401 

  飛しょう遊戯具…………………E2-440 

  膝当て……………………………B1-911 

  肘当て……………………………B1-911 

  肘当て 

    衣服用膝当て………………B1-911 

    運動用肘当て………………B2-44  

  肘掛け 

    いす用肘掛け………………D2-194 

  肘掛けいす………………………D2-14AA、D2-14BA  

                D2-14CA  

肘掛け長いす……………………D2-14FA 
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  肘掛け付き安楽いす……………D2-14DA  

  肘掛け付き 

   折畳みいす……………………D2-14GA  

  肘掛け付き長いす………………D2-14FAA 

  肘枕………………………………D2-11  

＊＊比重計……………………………J1-35  

＊ 非常口表示器……………………F5-10～10C  

  非常口表示灯……………………F5-10～10C  

  非常警報用受信機………………J6-32  

＊ 非常用押しボタン………………H1-530A  

＊ 非常用懐中電灯…………………D3-512 

  非常用携帯電灯…………………D3-511、D3-512、 

                D3-522 

  非常用 

   携帯電灯ホルダー……………D3-519 

  非常用貯水槽……………………L3-620 

＊ 非常用手提電灯…………………D3-522 

  非常用放送機……………………H4-151A  

  非常用放送設備盤………………H4-151A  

  日付印……………………………F2-2230  

＊ ひずみ試験機……………………J1-512 

＊ ひずみ率測定器…………………J1-40～44C  

  被接地金具………………………H1-322 

  比濁計 

    光電比濁計…………………J1-521 

＊ ひちりき…………………………E4-40  

＊ 引掛けシーリング………………H1-3423  

  筆記具伸長器……………………F2-1194  

  筆記具軸…………………………F2-1190  

  筆記具軸筒………………………F2-1190  

  筆記具ホルダー…………………F2-1194  

＊＊筆記具用キャップ………………F2-1191  

＊＊筆記具用クリップ………………F2-1192  

  筆記具伸長器……………………F2-1194  

＊ 筆記具伸長具……………………F2-1194  

＊ 筆記具用ホルダー………………F2-1194  

＊ 筆記板……………………………F2-423 

  筆記板用粉受け板材……………F2-4290  

  引張り綱材連結具………………L1-0 

  引張り試験機……………………J1-512 

＊＊引張り強さ試験機………………J1-512 

  筆 

    毛筆…………………………F2-116 

＊ 棺（ひつぎ）……………………C7-110 

＊ 棺覆い……………………………C7-119 

  棺掛け……………………………C7-119 

  棺敷き……………………………C7-119 

  棺台………………………………C7-119 

＊ 棺布団……………………………C7-119 

  棺用上布…………………………C7-119 

  棺用とっ手………………………C7-119 

＊ 羊おもちゃ………………………E1-32AK  

＊ 日付け印…………………………F2-2230  

＊＊一組の飲食用 

   ナイフ、フォーク 

   及びスプーン…………………C6-111 

＊＊一組の飲食用ナイフ、 

   フォーク及び 

   スプーンおもちゃ……………E1-410 

＊＊一組の喫煙用具セット…………B6-6 

＊＊一組のコーヒーセット…………C5-13  

＊＊一組のコーヒーセット 

   おもちゃ………………………E1-410 

＊＊一組の紅茶セット………………C5-13  

＊＊一組の紅茶セット 

   おもちゃ………………………E1-410 

＊＊一組の煎茶セット………………C5-12  

＊＊一組のディナーセット…………C5-14  

＊＊一組のディナーセット 

   おもちゃ………………………E1-410 

＊＊一組のナイフ・ 

   フォークおよび 

   スプーン………………………C6-111 

＊＊一組のひなセット………………C2-1512  

＊＊一組の薬味入れセット…………C5-11  

＊＊一組の薬味入れセット 

   おもちゃ………………………E1-410 

＊ 日時計……………………………J2-12  

  火床………………………………D4-191 

  火床 

    ストーブ用火床……………D4-191 

  ひな飾り具………………………C2-1520  

  ひな飾り台………………………C2-1520～1521 

  ひな飾り用御駕籠………………C2-1520  

  ひな飾り用楽人…………………C2-1511  

  ひな飾り用御所車………………C2-1520  

＊ ひな飾り用造花…………………C2-1520  

  ひな飾り用台……………………C2-1520～1521 

  ひな飾り用幟……………………C2-1520  

＊ ひな飾り用びょうぶ……………C2-1523  

＊ ひな飾り用ぼんぼり……………C2-1520  

＊ ひな飾り用毛せん………………C2-1520  

  ひな飾り用欄干…………………C2-1522  

  ひな具用几帳……………………C2-1520  

  ひな具用重箱……………………C2-1520  

  雛節句用飾り段…………………C2-1521  
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ひな段……………………………C2-1521 

  ひな段垂れ幕用飾り具…………C2-1520  

  ひな段台脚………………………C2-1521  

  ひな段用かがり火………………C2-1520  

  ひな段用飾り階段………………C2-1521  

  ひな段用飾り欄干………………C2-1522  

  ひな段用ぎぼし…………………C2-1522  

  ひな段用緋毛氈…………………C2-1520  

  ひな段用欄干……………………C2-1522  

  ひな人形…………………………C2-1511  

  ひな人形の髪飾り………………C2-1519  

  ひな人形の飾り冠………………C2-1519  

  ひな人形用頭……………………E1-3191  

  雛人形用飾り具…………………C2-1520  

  ひな人形用首……………………E1-3191  

  ひな人形用台……………………C2-1520  

  ひな人形用胴……………………C2-1519  

  避難口 

    建物用避難口………………L5-40  

  避難艇……………………………G3-20  

  避難梯子の収納枠用 

   支持体…………………………L5-4212  

  避難ばしご………………………D0-21  

  避難ばしご収納箱………………D0-290 

  避難ばしご用つり金具…………D0-290 

  避難用はしご……………………D0-21  

  避難用ロープ……………………J6-20  

＊ 避妊リング………………………C4-52  

  杼の緯糸張力調整用 

   摺動子…………………………K5-190 

  ひのき笠…………………………B2-64  

  火の見やぐら……………………L3-10  

  火鋏………………………………D4-190 

＊ 火ばし……………………………D4-190 

＊＊火鉢………………………………D4-11  

  火鉢 

    石油火鉢……………………D4-23  

    電気火鉢……………………D4-11  

  皮膚加温診療器…………………J7-51  

  被覆線ストッパー………………K1-310、K1-227 

  被覆体支持フレーム……………L3-269 

＊＊被覆電線…………………………H1-110～110A 

  被覆電線切断器…………………K1-220 

  被覆剥離作業工具………………K1-227 

  被服表示標接着用 

   プレス…………………………K5-20  

  被覆物剥離用カッター…………K1-227 

  被服用ボタン……………………B9-111 

  皮膚抵抗検出器…………………J7-30 

  火袋 

    ちょうちん用火袋…………D3-26～26B  

＊＊姫鏡台……………………………D2-631C  

＊ 日めくりカレンダー……………F2-412A  

＊ 被めっき物掛け具………………K7-12190 

  被めっき物取付治具 

   作動機…………………………K7-12190 

＊ ひも………………………………M1-623～623A 

  ひも 

    編ひも………………………M1-621 

    あやとりひも………………E2-10  

    犬用ひも……………………E0-10  

    帯ひも………………………B2-193 

    織ひも………………………M1-621 

    おんぶひも…………………B2-03  

    かさ用下げひも……………B3-890 

    紙ひも………………………M1-623 

    靴ひも………………………B5-910 

    組ひも………………………M1-622 

    腰ひも………………………B2-192 

    真田ひも……………………M1-621 

    事務用綴じひも……………F2-621 

    スイッチ用引ひも…………H1-590 

    根付け用ひも………………B3-190 

    羽織ひも……………………B1-291 

  ひも切り器………………………K1-123 

＊ ひも切りナイフ…………………K1-123 

  ひも組み機………………………K5-14  

＊ ひも取出し器……………………F2-810 

＊ ひもネクタイ……………………B3-32  

  紐丸瓦……………………………L6-113 

  ひも用カッター…………………K1-123 

＊ 日焼け器…………………………C4-00  

＊＊ヒューズ…………………………H1-512、H1-591 

  ヒューズ 

    温度ヒューズ………………H1-591 

  ヒューズ抜き治具………………K1-251 

  ヒューズ抜取り具………………K1-250～251  

＊＊ヒューズベース…………………H1-592 

  ヒューズ保持部…………………H1-592 

＊＊ヒューズホルダー………………H1-592 

  ヒューズボックス………………H1-592 

  ヒューズボックス用 

   カバー…………………………H1-592 

  ヒューズボックス用 

   端子金具………………………H1-320 

  ヒューズ用端子金具……………H1-320 
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〔ヒュ〕                          〔ヒョ〕 

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

＊＊ヒューズリンク…………………H1-591 

  ヒューム管用鉄筋………………L4-120 

  ひょう（表、標） 

    家畜耳標……………………K3-220 

    サイズ一覧表………………F3-32  

    作業手順表…………………F3-32  

    色盲検査表…………………J7-341 

    七曜表………………………F2-410 

    星座表………………………F1-233 

    配色表………………………F1-301 

＊ ヒョウおもちゃ…………………E1-32ABC 

＊ 氷塊供給器付き冷蔵庫…………C6-51E～51EB 

＊＊表札………………………………F3-3414  

  表紙 

    アルバム用表紙……………F3-2911  

    書籍用表紙…………………F3-2911  

    綴込み表紙…………………F3-2910  

    ノート用表紙………………F3-2911  

  標識 

    電線用標識…………………H1-119 

  標識具 

    道路標識具…………………F5-10～10C  

  表示器付き携帯電鈴用 

   受信機…………………………H3-60  

  標識灯……………………………J6-40  

  標識灯用電池ケース……………H1-891 

  表識板……………………………F5-10～10C  

  標識用 

   コーン連結チェーン…………L3-532 

  標識用支柱………………………L3-5410  

＊ 拍子木……………………………E4-20  

＊ 氷床………………………………L4-30  

＊ 表示管……………………………H1-721 

  表示器 

    駅名表示器…………………F5-10～10C  

    音程表示器…………………E4-10  

    火災表示器…………………J6-32  

    グラフ表示器………………F2-43  

    工事表示器…………………J6-40  

    時間割り表示器……………F2-40  

    停止表示器…………………J6-40  

    電子計算機用 

     データ表示機……………H4-332 

    電話機用 

     使用状態表示器…………H3-320 

    電話機用 

     番号表示器………………H3-3190  

    非常口表示器………………F5-10～10C  

    メモ表示器…………………F2-40 

    行先表示器…………………F2-40  

  表示器および 

   照明器具付事務机……………H4-3450  

  表示器付き 

   携帯電鈴受信機………………H3-60  

＊ 表示器用支柱……………………F5-190 

  表示具 

    路面表示具…………………L2-531 

  表示シール 

    温度表示シール……………J1-22B 

  表示紙立て………………………F2-73131 

＊ 表紙灯用電球……………………D3-1131  

  表示板 

    音量計用表示板……………H1-721 

    時刻表示盤…………………H1-721 

    自動車用 

     エアコンディ 

     ショナー表示板…………G2-2934  

    電光表示板…………………F5-10C 

    電子機器用表示板…………H1-721 

    電話交換機用 

     表示板……………………H3-49  

  表示板立て………………………F2-73131 

  表示板付海苔乾燥用筐…………K4-6 

  表示札……………………………F3-3410  

  表示札 

    価格表示札…………………F3-3411  

    品質表示札…………………F3-3411  

  標尺………………………………J1-110、J1-610 

  標準器 

    計測器用標準器……………J1-450 

  標準ねじゲージ…………………J1-127 

  氷上清掃自動車…………………G2-230 

  標準音発生器……………………E4-10  

  標示用杭…………………………L2-2110～2111 

＊ 表示用具用枠材…………………F5-191 

  表示用電球………………………D3-1131  

  表示用白熱電球…………………D3-1131  

  表示用放電管……………………D3-1131  

  氷雪かき付 

   ハンドワイパー………………G2-2941  

  標的 

    射撃用標的…………………E3-040 

    ダートゲーム用 

     標的………………………E2-43  

    弓用標的……………………E3-03  

  標的おもちゃ……………………E1-68190、E1-6829  
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〔ヒョ〕                          〔ビー〕 

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

＊＊氷のう……………………………J7-13  

＊＊氷のう掛け………………………J7-13  

＊ 標本用ピン………………………E0-12  

  表面仕上げ用研削具……………K1-410、K1-411 

  表面波フィルター素子…………H1-430 

  豹おもちゃ………………………E1-32ABC 

  食品陳列用仕切板………………F5-2191  

  日除け……………………………L3-11、L4-220 

  日除け 

    組立日除け…………………L3-11  

    建物用日除け………………L4-220 

    農機用日除け………………K3-190 

  日除・防風ボックス……………L3-13  

  日除・防風ボックス付 

   入出庫口パネル体……………L3-13  

  日除けカバー材…………………L4-221 

  日除け笠…………………………B2-64  

  日除け材 

    建物用日除け材……………L4-221 

  日除け付き手摎…………………L3-40  

＊ 日よけテント……………………L3-260～261  

  日除けテントフレーム…………L4-220 

＊ 日よけ帽…………………………B2-61A 

  日よけ帽子………………………B2-61A 

   日除け屋根用梁材………………L4-112、L4-221 

  日除けアーム支持枠材…………L4-221 

  日よけ用ケース…………………L4-221 

  日よけ用シェルター……………L3-11  

  日除け用樋材……………………L4-231、L4-231B  

  日除け用軒樋材…………………L4-221 

  日除け用前枠構成部材…………L4-221 

  日除け用前枠材…………………L4-2113、L4-221、 

                L4-231 

  日除け用 

   巻取軸構成部材………………L4-229 

  日除け用屋根……………………L3-11  

  日よけ用枠材……………………L4-221 

＊＊ひよこ用雌雄鑑別機……………K3-220 

  ひよこ用注射機…………………K3-220 

＊＊避雷器……………………………H2-31  

＊ 避雷小屋…………………………L3-11  

  避雷針収納容器…………………H2-39  

  避雷針用導線支持金具…………H2-47  

  平板瓦……………………………L6-1111  

＊ 避雷突針…………………………H2-31  

  避雷用接続スリーブの 

   絶縁スペーサ…………………L4-120 

＊ 避雷用導体支持具………………H2-47  

  避雷用導体据付け具……………H2-47  

＊ 平がわら…………………………L6-1110  

  平瓦止金具………………………L4-2191  

  開扉停止具………………………L5-95  

  開扉保持具………………………L5-95  

  開き戸の引手……………………L5-632 

  開き戸用方立……………………L5-172 

  開き戸用方立材…………………L5-172 

  開き戸用無目……………………L5-162 

  開き戸用無目材…………………L5-162 

＊ 開き窓用上枠……………………L5-1511  

＊ 開き窓用上枠材…………………L5-1501、L5-1511  

   開き窓用上枠部材………………L5-1501  

   開き窓用框材……………………L5-12011 

  開き窓用サムターン……………L5-6330  

  開き窓用下枠……………………L5-1512  

  開き窓用下枠材…………………L5-1502  

＊ 開き窓用縦枠……………………L5-1502  

＊ 開き窓用縦枠材…………………L5-1503、L5-1513  

  開き窓用枠材……………………L5-100、L5-1502  

  平組ひも…………………………M1-622～622B 

＊＊平削り盤…………………………K7-115 

  平たがね…………………………K1-10  

  平板形ヒートシンク……………H1-02  

  平葺屋根用の 

   屋根資材止金具………………K1-00  

  平ベルト…………………………K9-14  

  肥料………………………………K3-0 

  肥料埋込器………………………K3-121 

  肥料攪拌機用攪拌翼……………K6-29  

  肥料混合機………………………K3-100 

  肥料混合用ドラム………………K3-100 

＊＊肥料散布機………………………K3-121 

  肥料散布機用ホッパ……………K3-190 

  肥料袋付緑化植生網……………L2-220 

  肥料まき器………………………K3-121 

  ひれ 

    潜水用足ひれ………………E3-53  

  疲労試験機………………………J1-512 

  疲労目安計………………………J7-30  

＊ 品質表示札………………………F3-3411  

  ヒンジ 

    建具用ヒンジ………………L5-64  

  ヒンジ材 

    折戸用ヒンジ材……………L5-1221  

  ヒンジレール……………………L4-410 

＊＊ビーカー…………………………K6-71  

＊ ビーズ……………………………B9-10  
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〔ビー〕                          〔ビデ〕 

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

＊ ビー玉……………………………E2-411 

  ビーチコート……………………B1-110 

  ビーチチェアー…………………D2-14J 

  ビーチハウス……………………L3-11  

＊＊ビーチパラソル…………………B3-80  

＊＊ビーチボール……………………E2-411 

  ビールジョッキ…………………C5-231～231E 

  ビール瓶運搬容器………………G1-521 

  ビーンハーベスタ………………K3-140 

＊ ビオラ……………………………E4-30  

  美顔パック用シート……………B7-10  

  美顔用マッサージ器……………J7-16  

  びく………………………………K2-6 

  びく 

    釣り用びく…………………K2-6 

＊ ビクトリック形 

   管継ぎ手………………………M2-4113A 

  びく用口金………………………K2-6 

  びしゃく 

    肥びしゃく…………………K3-121 

  微小物観察用 

   テレビカメラ…………………H4-310 

＊＊ビスケット………………………A1-15～15G  

  ビスチャック 
    自動ねじ締 

     ビスチャック……………K0-00  

  微生物培養機……………………K6-70  

  微生物培養器具…………………K6-71  

＊＊びっくり箱………………………E1-061 

  ビット 

    コアビット…………………K1-4080  

    ドライバービット…………K1-23190 

    鋪装体切削機用 

     カッタービット…………K1-4081  

  びつ 

    計量米びつ…………………C6-63  

    米びつ………………………C5-320～320F 

    収納棚付 

     計量米びつ………………C6-63  

    茶びつ………………………C5-5120  

    保温飯びつ…………………C5-430A  

    飯びつ………………………C5-322 

  びっくり箱………………………E1-061 

＊＊ビデ………………………………D5-47  

  ビデ 

    携帯用ビデ…………………C4-17  

    取付け用ビデ………………D5-47  

  ビデオディスク 

   プレーヤー……………………H4-451 

  ビデオカセットテープ…………H4-4192  

＊ ビデオカメラ……………………H4-310 

  ビデオカメラおもちゃ…………E1-656 

  ビデオカメラ付ビデオ 

   テープレコーダー……………H4-311 

  ビデオカメラ付 

   モニターテレビ………………H4-3450  

  ビデオカメラ取付具……………H4-319 

  ビデオカメラ用肩当て…………H4-319 

  ビデオカメラ用緊締具…………H4-319 

  ビデオカメラ用 

   グリップ………………………H4-319 

  ビデオカメラ用ケース…………H4-319 

  ビデオカメラ用 

   交直流変換器…………………H2-211 

  ビデオカメラ用支持具…………H4-319 

  ビデオカメラ用 

   絞り調整器……………………H4-319 

  ビデオカメラ用 

   消露ファン……………………H4-319 

  ビデオカメラ用 

   制御器付載置台………………H4-319 

  ビデオカメラ用 

   蓄電池ケース…………………H1-891 

  ビデオカメラ用 

   電池ケース……………………H1-891 

  ビデオカメラ用取っ手…………H4-319 

  ビデオカメラ用取付台…………H4-319 

  ビデオカメラ用 

   ビューファインダー…………H4-319 

  ビデオカメラ用フード…………H4-319 

  ビデオカメラ用 

   防水ケース……………………H4-319 

  ビデオカメラ用 

   マイクロホン…………………H4-110 

  ビデオカメラ用 

   胸当パット付 

   ハンドグリップ………………H4-319 

  ビデオ台…………………………D2-5321  

  ビデオ付テレビジョン 

   受像機…………………………H4-3452  

  ビデオテープ 

   収納ケース……………………H4-4194  

  ビデオテープ 

   プレーヤー付き 

   モニターテレビ………………H4-3452  
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〔ビデ〕                          〔ビニ〕 

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

  ビデオテープマガジン…………H4-4192 

  ビデオテープマガジン 

   用テープリール………………H4-4193  

＊＊ビデオテープ 

   レコーダー……………………H4-4520～4523BB 

  ビデオテープ 

   レコーダー 

   収納ラック……………………D2-5321B 

＊＊ビデオテープ 

   レコーダー付 

   テレビカメラ…………………H4-311 

＊ ビデオテープ 

   レコーダー付 

   テレビ受像機…………………H4-3452  

  ビデオテープ 

   レコーダー用 

   磁気ヘッド……………………H4-493 

  ビデオテープ 

   レコーダー用 

   チューナー……………………H3-7210  

＊ ビデオテープ 

   レコーダー用 

   テープマガジン………………H4-4192  

  ビデオテープ 

   レコーダー用 

   電池収納ケース………………H1-891 

＊ ビデオテープ 

   レコーダー用リール…………H4-4193  

＊ ビデオテープ 

   レコーダー用 

   リモート 

   コントローラー………………H2-61～62E  

  ビデオテープレコーダ 

   用テープリール………………H4-4193  

  ビデオテープ 

   レコーダ用編集機……………H4-32  

  ビデオディスク付き 

   増幅器…………………………H4-451 

＊＊ビデオディスク 

   プレーヤー……………………H4-451 

  ビデオディスク 

   プレーヤー付き 

   増幅器…………………………H4-451  

  ビデオディスク 

   プレーヤー付 

   テレビジョン…………………H4-3450 

  ビデオディスク 

   プレーヤー用収納台…………D2-5321 

＊ ビデオディスク 

   レコーダー……………………H4-450 

  ビデオ撮り用投光器……………D3-621 

  ビデオプリンタ…………………H5-450 

  ビデオプリンター用 

   インクカセット………………H5-921 

  ビデオプリンター用 

   インクリボン 

   カセット………………………H5-921 

  ビデオプロジェクター…………H4-342 

  ビデオプロジェクター 

   置き台…………………………D2-41  

  ビデオプロジェクター 

   載置台…………………………D2-5321B 

  ビデオプロジェクター 

   用チューナー…………………H3-7210  

  尾灯 

    自転車用尾灯………………D3-7121  

    自転車用尾灯………………D3-7111  

  ビニール温室用 

   骨組材の連結具………………L3-392 

  ビニール地………………………M1-3～3M 

＊＊ビニールテープ…………………M1-623～623A 

＊＊ビニールハウス…………………L3-30  

  ビニールハウスの 

   パイプ取付具…………………L3-392 

  ビニールハウスの 

   フィルム押え 

   ロープ用ガイド………………L3-393 

  ビニールハウス 

   構造材における 

   ビニールシート………………L3-393 

  ビニールハウス 

   構造材の管固定用楔…………L3-392 

  ビニールハウス 

   構造材用管固定具……………L3-392 

  ビニールハウス 

   構造材用管固定金具…………L3-392 

  ビニールハウス 

   構造材用連結金具……………L3-392 

  ビニールハウス 

   構造における 

   ビニールシート………………L3-393 

  ビニールハウス 

   妻専用装置……………………L3-392 

  ビニールハウスの 

   屈曲管取付具…………………L3-392 
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〔ビニ〕                          〔ビニ〕 

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

  ビニールハウスの 

   骨材端部包被金具……………L3-390 

  ビニールハウスの 

   シート押さえの 

   取り外し具……………………K1-250 

  ビニールハウスの 

   シート押え用 

   バンド止め具…………………L3-393 

  ビニールハウスの 

   シート固定用 

   レールとパイ…………………L3-392 

  ビニールハウスの 

   軸受固定金具…………………L3-392 

  ビニールハウスの 

   パイプ取付具…………………L3-392 

  ビニールハウスの 

   パイプ連結具…………………L3-392 

  ビニールハウスの 

   ビニールフィルム 

   押さえ口………………………L3-390 

  ビニールハウスの 

   フィルム押え 

   ロープ巻取軸…………………L3-390 

  ビニールハウスの 

   フィルム押え 

   ロープ取付用…………………L3-390 

  ビニールハウスの 

   フィルム押え 

   バンド…………………………L3-390 

  ビニールハウスの 

   膜固定具………………………L3-393 

  ビニールハウス 

   フィルム止具…………………L3-393 

  ビニールハウス 

   骨組用接続金具………………L3-392 

  ビニールハウス用 

   雨返し樋………………………L3-390 

  ビニールハウス用 

   管連結金具……………………L3-392 

  ビニールハウス用 

   管連結具………………………L3-392 

  ビニールハウス用 

   緊締金具………………………L3-392 

  ビニールハウス用杭……………L3-390 

  ビニールハウス用楔 

   つきパイプ結合金具…………L3-392 

  ビニールハウス用 

   クリップ………………………L3-393 

  ビニールハウス用 

   構造材…………………………L3-391 

  ビニールハウス用 

   シート受け材…………………L3-391 

  ビニールハウス用 

   シート押え材…………………L3-393 

  ビニールハウス用 

   シート押え 

   ロープガイド…………………L3-393 

  ビニールハウス用 

   シート押上具…………………L3-390 

＊ ビニールハウス用 

   シート止め具材………………L3-393 

＊ ビニールハウス用 

   シート止め具…………………L3-393 

  ビニールハウス用支柱…………L3-391 

  ビニールハウス用 

   支柱クランプ…………………L3-392 

  ビニールハウス用 

   支柱材…………………………L3-391 

  ビニールハウス用軸受…………L3-390 

  ビニールハウス用 

   谷桁材…………………………L4-012 

  ビニールハウス用 

   谷樋材…………………………L4-231 

  ビニールハウス用 

   吊り金具………………………L3-390、L3-392 

  ビニールハウス用 

   取付け金具……………………L3-392 

  ビニールハウス用 

   取付具…………………………L3-393 

  ビニールハウス用 

   軒桁材…………………………L3-391 

  ビニールハウス用の 

   フィルム止具…………………L3-393 

  ビニールハウス用 

   パイプ組立金具………………L3-392 

  ビニールハウス用 

   パイプ連結具…………………L3-392 

  ビニールハウス用 

   パイプ連結金具………………L3-392 

  ビニールハウス用 

   ビニール止具…………………L3-393 

  ビニールハウス用 

   フィルム押え材………………L3-393 

  ビニールハウス用 

   フィルム固定具………………L3-393 
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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 

  ビニールハウス用 

   フィルム取り付け 

   具材……………………………L3-393 

  ビニールハウス用 

   フィルム押え材………………L3-393 

  ビニールハウス用 

   フィルム取り付け 

   具材……………………………L3-393 

  ビニールハウス用 

   骨材セパレーター……………L3-393 

＊ ビニールハウス用枠……………L3-30、L3-391 

＊ ビニールハウス用枠材…………L3-391 

  ビニールハウス用枠骨…………L3-391 

  ビニールハウス用 

   枠連結具………………………L3-392 

  ビニールハウス用 

   シート止着具…………………L3-393 

  ビニール袋開封具………………K1-123 

  ビニール袋自動開袋 

   搬送機…………………………K0-60  

  ビニールボート…………………G3-24  

  ビニール膜装着用 

   スプリング……………………L3-393 

  ビニール用桁……………………L3-391 

  ビニール用 

   拘束紐掛止部材………………L3-393 

  ビニールハウス用 

   構造骨材………………………L3-391 

  ビニールハウス用 

   樋取付具………………………L3-392 

  ビニール用フィルム 

   係止用受部材…………………L3-391 

＊＊ビブラフォーン…………………E4-20  

  ビブラフォン用 

   音量調節器……………………E4-20  

  ビューファインダー……………H4-319 

  ビュアー 

    写真用ビュアー……………J3-50  

＊＊ビュレット………………………K6-72  

  ビューゲル………………………G2-19  

  びょう 

    画びょう……………………F2-641 

    靴びょう……………………B5-914A  

    道路鋲………………………L2-531 

  病院用トレー運搬車……………G2-50A 

  鋲打ち銃…………………………K1-34  

  鋲打ち銃用釘……………………M3-121～121D 

  鋲打取具…………………………F2-815 

  描画器……………………………F2-330 

  描画器 

    曲線描画器…………………F2-330 

  苗床用覆い止め具………………L3-390 

  病人用肌着………………………B1-62  

＊＊びょうぶ…………………………D2-620～620A 

  びょうぶ 

    ひな飾り用 

     びょうぶ…………………C2-1523  

  病理組織検査用器………………K6-70  

＊ 美容用いす………………………D2-151 

＊ 美容用カード……………………F3-33  

  美容用鏡台………………………D2-631 

  美容用ドレッサー………………D2-631 

  美容用寝いす……………………D2-151 

  病理教材用人体図面表…………F1-210 

  微量用スポット…………………K6-72  

  尾輪 

    農機用尾輪…………………K3-191 

＊ 琵琶………………………………E4-30  

  びわ………………………………E4-30  

  瓶 

    花瓶…………………………C2-130 

    掛け花瓶……………………C2-131 

    冠水瓶………………………C5-311 

    携帯用魔法瓶………………C5-315 

    食品用保存瓶………………C5-320～320F 

    土瓶…………………………C5-310～310FA  

    包装用瓶……………………F4-50D～50DDB  

                 F4-510～5121 

     哺乳瓶………………………C5-235 

    魔法瓶………………………C5-316～316A 

  瓶運搬用容器……………………G1-521 

  瓶カバー…………………………C5-511 

  びん皮 

    帽子用びん皮………………B2-69  

  壜キャップカバー………………C5-511 

＊ 瓶キャリヤー……………………F4-63～63A  

  瓶キャリヤー用仕切板…………G1-59  

＊ 瓶コンテナー……………………G1-521 

  瓶収納棚…………………………D2-537 

＊＊便せん……………………………F3-1312  

＊ 便せん付き封筒…………………F3-13130 

＊＊便せんつづり……………………F3-210 

＊＊瓶詰め機…………………………K0-61  

  びんの蓋あけ具…………………C6-2210  

  瓶の蓋付け機……………………K0-61  

＊ 瓶の連結具………………………F4-91121 
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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 

  瓶輸送箱…………………………G1-521 

  瓶用ラック………………………D1-32  

  瓶ラック…………………………D1-32  

  扉 

    門扉…………………………L3-510～511  

＊＊ピーエイチ計……………………J1-523 

  ヒーシー鋼材定着具……………L1-0 

  ピアス……………………………B3-25  

  ピアス金具を埋込んだ 

   イヤホーン……………………H4-143 

＊＊ピアノ……………………………E4-52～52A  

  ピアノ 

    電子ピアノ…………………E4-60～60AC 

    電気ピアノ…………………E4-52～52A  

＊＊ピアノおもちゃ…………………E1-52  

  ピアノカバー……………………E4-91  

  ピアノ玩具………………………E1-512 

  ピアノ鍵盤タッチ 

   重量調節具……………………E4-59  

＊＊ピアノ用カバー…………………E4-91  

＊＊ピアノ用譜面立て………………E4-59  

＊ ピアノ用フレーム………………E4-59  

＊＊ピアノ用ペダル…………………E4-59  

  ピザ………………………………A-14 

＊ ピザカッター……………………C6-3110  

＊ ピストルおもちゃ………………E1-6812  

＊ ピストルおもちゃ用 

   火薬……………………………E1-68190 

  ピストン…………………………K8-291 

  ピストン 

    内燃機関用 

     ピストン…………………K8-291 

  ピストン位置検出器 

   付きエアーシリンダ…………K9-17  

＊ ピストンポンプ…………………K8-511 

  ピストンリング…………………K8-291 

  ピストンリング 

    内燃機関用 

     ピストンリング…………K8-291 

＊ ピストンリング着脱具…………K1-250A  

  ピック 

    ギター用ピック……………E4-39  

  ピックアップ……………………H4-42930 

  ピックアップ 

    電気ギター用 

      ピックアップ…………E4-39  

  ピックアップアーム……………H4-42930 

  ピックアップ 

   カートリッジ付 

   ヘッドシェル…………………H4-42930 

  ピックアップ 

   カートリッジ用 

   増幅器…………………………H4-150 

  ピックアップ用 

   カートリッジ…………………H4-42930 

  ピックアップ用 

   収納ケース……………………H4-4290  

  ピックアップ用 

   ヘッドシェル…………………H4-42930 

＊＊ピッケル…………………………E3-00  

  ピット蓋…………………………L2-441A  

  筆 

    骨筆…………………………F2-1100  

    鉄筆…………………………F2-111、F2-1100  

  ピックアップ 

   カートリッジ交換針…………H4-42931 

  ピニオンカッター………………K1-401 

＊＊ピペット…………………………K6-72  

  ピペット加工器…………………K6-70  

  ピペットガイド…………………K6-72  

  ピペット製作器…………………K6-70  

  ピペットチップ…………………K6-72  

  ピペットホルダー………………K6-72、K6-73  

  ピポットヒンジ…………………L5-64  

  ピン 

    安全ピン……………………B9-21  

    仮設用 

     パイプサポート 

     の差込みピン……………L1-2219  

    事務用留めピン……………F2-641 

    装身用ピン…………………B3-10  

    ネクタイピン………………B3-33  

    標本用ピン…………………E0-12  

    ヘアーピン…………………B3-23  

    ボルト脱落防止用 

     スナップピン……………M3-192 

    割ピン………………………M3-192 

  ピンカール用クリップ…………B7-331 

  ピンがいし………………………H1-210 

  ピン皿……………………………F2-7231  

＊ ピン支持がいし…………………H1-210 

  ピンセット 

    昆虫用ピンセット…………E0-12  

    手術用ピンセット…………J7-41  

  ピンチバルブ……………………M2-500 
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  ピンチローラ……………………H4-490 

＊＊ピンポン台………………………E3-33  

＊＊ピンポンバット…………………E3-33  

  ピンポン用ラケット……………E3-33 

 

 

 

 

 

 


