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〔フ〕                           〔フィ〕 

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

 

〔ふ〕 

 

  麸…………………………………A1-14 

  布 

    グラインダー用 

     研磨布……………………K1-414 

  フートプレス……………………K7-131 

  フード 

    カメラ用フード……………J3-32  

    換気扇用フード……………D4-59  

    ヘアドライヤー 

     取付け用フード…………B7-3490  

    溶接用吸引フード…………K7-1492  

    レンジフード………………D4-59  

  フード付ガラリ…………………L5-41  

  フード付トレーナー……………B1-113 

＊ フードプロセッサ………………C6-30  

＊＊フードミキサー…………………C6-330 

＊＊ファイリング 

   キャビネット…………………D2-533～533BB  

＊＊ファイル…………………………F3-231、F3-24  

  ファイル 

    ロータリー 

     ファイル…………………F2-7330  

  ファイル金具……………………F2-623 

  ファイル表紙……………………F3-2911  

＊＊ファイル用金具…………………F2-623 

＊ ファイル用ガイド………………F3-1114  

  ファイル用とじ具………………F2-623 

  ファイル用表紙…………………F3-2911  

  ファイル用見出カード…………F3-1114  

  ファインダー 

    カメラ用 

     ファインダー……………J3-291 

    テレビジョン 

     カメラ用 

     ファインダー……………H3-319 

＊＊ファクシミリ……………………H3-520～520B 

  ファクシミリ載置用 

   収納キャビネット……………D2-533AB 

＊ ファクシミリ受信機……………H3-522 

＊ ファクシミリ送信機……………H3-521 

  ファクシミリ送信機用 

   キャリングケース……………H3-529 

  ファクシミリ送受信機…………H3-520～520B 

  ファクシミリ 

 送受信機用置台………………D2-41、D2-41C 

  ファクシミリ 

   同時送信用操作機……………H3-523 

  ファクシミリ用 

   音響カプラー…………………H3-25  

  ファクシミリ用 

   画像読取器……………………H3-529 

  ファクシミリ用 

   自動ダイヤル発信機…………H3-323 

  ファクシミリ用台………………H3-529 

  ファクシミリ用 

   ロール紙ホルダー……………H3-529 

  ファクトリー 

   オートメーション用 

   組立搬送………………………G1-10  

  ファクトリー 

   オートメーション用 

   集中制御盤……………………G1-10  

  ファスナー 

    衣服用スライド 

     ファスナー………………B9-1140  

    スライド 

     ファスナー………………B9-1140  

  ファスナー取付用治具…………K5-0 

  ファン 

    遠心送風機用 

     シロッコファン…………K8-791 

    内燃機関用 

     冷却ファン………………K8-296 

  ファン付き 

   電気ストーブ…………………D4-315A～315AA  

  ファン付き 

   ヒートシンク…………………K6-50  

  ファンヒーター…………………D4-315 

  フィーダ 

    ベルトフィーダ……………K3-42  

  フィーダー………………………K3-42  

  フィルター 

    圧縮機用エアー 

     フィルター………………K9-23  

    カメラ用 

     フィルター………………J3-32  

    内燃機関用エアー 

     フィルター………………K9-23  

    内燃機関用オイル 

     フィルター………………K9-23  

    パックフィルター…………K6-13  

 濾過フィルター……………K9-129  
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〔フィ〕                          〔フェ〕 

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

  フィルター付 

   インサート……………………L2-4190  

  フィルター付き排水管…………L2-411 

  フィルター付 

   ダイヤフラムポンプ…………K8-511 

  フィルム 

    カメラ用フィルム…………J3-37  

    導電フィルム………………H1-10  

    フィルム 

     カートリッジ……………J3-37  

  フィルム細断機…………………F2-8120  

  フィルムビュアー………………J3-50  

  フィルムマガジン………………J3-37  

  フィルム焼付機…………………J3-41  

  フィン 

    熱交換器用フィン…………J3-50  

＊ フィンガーブラシ………………C4-100 

＊ フィンガーボール………………C5-0 

  フィルター 

    換気扇用 

     フィルター………………D4-59  

    電気掃除機用 

     エアー 

     フィルター………………C3-419 

  封印具カッター…………………K1-123 

  封緘機 

    事務用封かん機……………F2-831 

    包装用 

     袋口封かん機……………F2-831 

    郵便用封かん機……………F2-831 

  封緘具 

    事務用封かん具……………F2-620 

    包装用 

     ふたの封かん具…………F4-9129  

  封緘紙 

    包装用封かん紙……………F4-20～20BF 

  封緘シール 

    封筒用 

     封かんシール……………F3-1311  

  封かん紐カッター………………K1-123 

  封口具 

    風船用封口具………………E1-039 

＊ 風向計……………………………J1-62  

  風止板……………………………L5-94  

＊ 風車………………………………K8-10  

＊ 風車用翼…………………………K8-19  

  風車用羽根………………………K8-19  

封書製造機………………………K0-00  

  風除室……………………………L3-41  

  風船………………………………E1-030 

  風船おもちゃ……………………E1-030 

＊＊風船玉……………………………E1-030 

  風船玉おもちゃ…………………E1-030 

  風船付き仮払機…………………K3-1430D 

  風船飛行玩具用翼………………E1-6339  

  風船用口栓………………………E1-039 

  風船封口具………………………E1-039 

  風船用吹口………………………E1-039 

＊＊風速計……………………………J1-62  

  風鎮………………………………C2-29  

＊＊封筒………………………………F3-13131 

  封筒 

    往復封筒……………………F3-13131 

    折りたたみ封筒……………F3-13133 

    現金書留用封筒……………F3-13131 

    便せん付き封筒……………F3-13130 

  封筒印刷用給紙機………………H5-922 

  封筒製造機………………………K0-00  

  封筒封かん機……………………F2-831 

  封筒用封かん紙…………………F3-1311  

＊ 封筒用封かんシール……………F3-1311  

  風防 

   自動二輪車用風防……………G2-391 

   マイクロホン用風防…………H4-119 

  風力計……………………………J1-62  

  風力タービン……………………K8-10  

  風力発電機………………………H2-110 

＊＊風鈴………………………………C2-31  

  フェリーボート…………………G3-0 

  フェルト地………………………M1-100 

  フェルト製造機…………………K5-10  

  フェロアロイ……………………M0-1 

  フェンス…………………………L3-50、L3-510D、 

                L3-530～530F、 

                L3-531、L3-5450A 

  フェンス 

    オイルフェンス……………J6-5 

    ガーデンフェンス…………L3-531 

  フェンス組立用座金……………L3-549 

  フェンス支柱用取付具…………L3-549 

  フェンス支柱用 

   ブロック………………………L3-549 

  フェンス接続具…………………L3-549 

  フェンス扉………………………L3-50～510A 

フェンス取付具…………………L3-549 
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〔フェ〕                          〔フカ〕 

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

  フェンスにおける 

   金網押え具……………………L3-549 

  フェンスの網地…………………L3-540 

  フェンスの板材…………………L3-5450A 

  フェンスの支柱…………………L3-530E  

  フェンスの継ぎ手………………L3-549 

  フェンスの 

   パイプジョイント……………L3-5390、L3-549 

  フェンス引戸……………………L3-510A  

  フェンス用板材…………………L3-510A  

  フェンス用笠木…………………L3-5420～L3-5421  

  フェンス用笠木受け……………L3-5430  

  フェンス用笠木受け材…………L3-5430  

  フェンス用笠木材………………L3-5420  

  フェンス用飾り金具……………L3-5391  

  フェンス用金網…………………L3-530E、L3-540 

  フェンス用金網押え具…………L3-549 

  フェンス用キャップ……………L3-5390  

  フェンス用化粧桟………………L3-5430  

  フェンス用 

   コーナー部材…………………L3-540 

  フェンス用支持台………………L3-549 

  フェンス用下胴縁………………L3-540 

  フェンス用下枠…………………L3-546 

  フェンス用下枠材………………L3-546 

  フェンス用支柱…………………L3-5410、L3-549 

  フェンス用支柱材………………L3-5410  

  フェンス用 

   支柱のキャップ………………L3-549 

  フェンス用忍返し………………L3-5390  

  フェンス用侵入防止網…………L3-530 

  フェンス用接続金具……………L3-549 

  フェンス用線材止具……………L3-549 

  フェンス用装飾体………………L3-5391  

  フェンス用 

   装飾ネット……………………L3-530E  

  フェンス用立子…………………L3-5450  

  フェンス用縦桟…………………L3-544～5450 

  フェンス用縦枠材………………L3-540、L3-544 

  フェンス用継ぎ手………………L3-549 

  フェンス用扉……………………L3-510A  

  フェンス用胴縁…………………L3-5420  

  フェンス用 

   パイプ交差連結金具…………L3-549 

  フェンス用目隠し材……………L3-5450A 

  フェンス用屋根材………………L3-5421  

  フェンス用横桟…………………L3-5420、L3-5451  

フェンス用横桟材………………L3-5420、L3-5451  

  フェンス用連結金具……………L3-549 

  フェンス用ワイヤー 

   ロープ挿通具…………………L3-5390  

  フェンス用枠……………………L3-544 

  フェンス用枠材…………………L3-5420、L3-544 

  フェンス用枠筒…………………L3-5420  

  フェンダーミラー 

    自動車用 

     フェンダー 

     ミラー……………………G2-901A  

  笛…………………………………E4-40  

  笛 

    たて笛………………………E4-40  

    調子笛………………………E4-10  

    横笛…………………………E4-40  

＊＊笛おもちゃ………………………E1-511 

  フォーク…………………………C6-113～113G 

  フォーク 

    飲食用フォーク……………C6-113～113G 

    サラダフォーク……………C6-213 

    調理用フォーク……………C6-213 

    バーベキュー 

     フォーク…………………C6-213 

＊ フォークおもちゃ………………E1-410 

  フォーク付バックホウ…………K3-3211  

  フォークリフト…………………G2-232 

＊ フォークリフトカー……………G2-232 

  フォークリフトカー用 

   マストの傾き表示器…………G2-2934  

  フォークリフト装着用 

   つかみ機………………………G2-2900  

＊＊フォークリフト 

   トラック………………………G2-232 

  フォークリフト 

   トラック用タイヤ……………G2-91191 

  フォークリフト用 

   操作盤…………………………G2-2934  

  フォークリフト用 

   表示計…………………………G2-2934  

  フォイルプレート 

   抄紙用フォイル 

    プレート……………………K0-1 

  フォンデュー鍋…………………C5-4110、 

                C5-4110C～4110EA 

＊ フォンデュ用こんろ……………C6-442A  

＊ フォルダー………………………F3-231 

  深穴ボール盤……………………K7-112 

不快指数計………………………J1-22、J1-22A 
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〔フカ〕                          〔フク〕 

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

  深井戸用 

   遠心ポンプ……………………K8-522 

  負荷開閉器………………………H1-511 

  付加器 

    エコー付加器………………H4-160 

＊＊深靴………………………………B5-1、 

                B5-1B～1BLF 

                B5-1D、B5-1DB、 

                B5-1EB～1EBK 

  深皿収納運搬手押車……………G2-50  

  吹き 

    霧吹き………………………C0-20～20B  

    香水吹き……………………B7-012 

  拭き 

    黒板拭き……………………F2-4291  

  吹口 

    風船用吹口…………………E1-039 

＊ 吹きこぼれ防止具………………C5-4190  

  吹付け機 

    コンクリート 

     吹付け機…………………K3-3250  

  吹付法枠用簡易型枠……………L2-220 

＊＊吹き矢おもちゃ…………………E1-683 

＊ ふきん……………………………C1-7 

＊＊ふきん掛け………………………D1-22～22C  

  ふきん掛け具……………………D1-22～22C  

  ふきん乾燥機……………………C3-631 

  服 

    運動用服……………………B1-115～115A 

    作業用つなぎ服……………B1-13  

    つなぎ服……………………B1-13  

    動物用服……………………E0-10  

    人形用服……………………E1-3194  

＊＊覆工板……………………………L2-520 

  覆工ブロック……………………L2-2240A 

  複合剛体電車線…………………H1-121 

＊＊ふくさ……………………………B4-3 

  副蚕糸処理機……………………K5-17  

＊＊複写機……………………………J4-21～21B  

  複写機 

    ジアゾ複写機………………J4-20  

    電子複写機…………………J4-21  

  複写機用受け皿…………………J2-290 

  複写機用置台……………………D2-41、D2-533A、 

                D2-533AB 

＊ 複写機用給紙器…………………J4-290 

  複写機用原稿供給器……………J4-290 

＊＊複写機用コレーター……………J4-291 

  複写機載置台……………………D2-533A  

  複写機自動給紙機………………J4-290 

  複写機用ソーター………………J4-291 

  複写機用台………………………J4-290、D2-533AB 

  複写機用丁合機…………………J4-291 

  複写機用机………………………J4-290 

  輻射板……………………………J4-290 

＊ 復水器……………………………K8-19  

  復水器 

    蒸気機関用復水器…………K8-19  

  複製機 

    合鍵複製機…………………K7-1102  

    磁気テープ複製機…………H4-430 

  被層ガラスの 

   スペーサー……………………L5-100 

＊ 腹帯………………………………B2-011A  

  覆着機 

    電線用 

     合成樹脂覆着機…………K0-03  

＊ 復調器……………………………H3-230 

  復調器 

    テレビジョン 

     音声多重放送用 

     復調器……………………H3-722 

  腹部鍛練器………………………E3-010 

＊＊服ブラシ…………………………C3-210 

  ふくらしせんべい 

   製造機…………………………K4-71  

  袋 

    買物袋………………………B4-1J  

    かさ用袋……………………B3-890 

    携帯用書類袋………………F2-7441  

    腰吊り用釘袋………………K1-51  

    腰吊り用 

     工具収納袋………………K1-51  

    背負い袋……………………B4-20  

    扇風機保管袋………………D4-49  

    手提げ袋……………………B4-1、B4-1CA、 

                B4-1DA、 

                 B4-1G～1J、 

                 B4-1L～1M 

    匂い袋………………………C4-312 

    包装用袋……………………F4-40～43 

    包装用網袋…………………F4-44  

  袋開口用カッター………………K1-123 

  袋開封器…………………………K1-123 

＊ 袋開封具…………………………F2-8130  

袋口切断機………………………K1-123 
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〔フク〕                          〔フダ〕 

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

＊＊袋口縫いミシン…………………K5-230B  

＊ 袋口密封具………………………F2-620 

＊ 袋口用ホック……………………F2-620 

  袋詰め機…………………………K0-61  

  袋ナット…………………………M3-113 

  袋縫用ミシン……………………K5-230B  

  袋ひも裏返し機…………………K5-20  

＊ 袋物用口枠………………………B4-93  

＊ 袋物用提げ手……………………B4-92  

＊ 袋物用錠…………………………B4-94  

  袋物用口金………………………B4-93  

  ふぐ皮とげ取り機………………K4-0 

  ふぐちょうちん…………………D3-26～26B  

  ふぐ用釣針………………………K2-31  

  譜見台……………………………E4-00  

  ふさ………………………………B9-10  

  不織地……………………………M1-100 

＊ 不織布地…………………………M1-100 

  不織布……………………………M1-100 

  藤棚………………………………K3-151、L3-11  

  浮上施設用枠体…………………L2-630 

  婦人靴用中敷……………………B5-922 

  婦人用草履の天芯………………B5-9120C 

  婦人用長くつ下…………………B2-41B 

＊＊ふすま……………………………L5-1240  

＊＊ふすま紙…………………………L6-41  

  フスマの 

   コーナーピース………………L5-91  

＊＊ふすま引手………………………L5-632C  

  ふすま引き手座…………………L5-634 

＊ ふすま用上框……………………L5-1241  

＊ ふすま用上框材…………………L5-1241  

＊＊ふすま用框………………………L5-1241  

  ふすま用框材……………………L5-1241  

＊ ふすま用下框……………………L5-1241  

＊ ふすま用下框材…………………L5-1241  

＊ ふすま用縦框……………………L5-1241  

＊ ふすま用縦框材…………………L5-1241  

＊ ふすま用縦枠……………………L5-143J  

＊ ふすま用縦枠材…………………L5-143J  

  ふすま用引き手…………………L5-632C  

  敷設ブロック……………………L6-1420  

  敷設用植栽ブロック……………L6-1420  

  敷設用ブロック…………………L6-1420  

  敷設用レンガ……………………L6-1420  

  ふた（ぶた） 

    雨水ますふた………………L2-441～441B 

    運搬用容器のふた…………G1-59 

    汚水ますふた………………L2-441～441A 

    つけもの用 

     押えぶた…………………C5-4519  

    消火栓ふた…………………L2-441～441B 

    食卓用鉢のふた……………C5-3291  

    食品用蓋物のふた…………C5-3291  

    汁わんのふた………………C5-2191  

    制水弁ふた…………………L2-441～441B 

    設置水槽用ふた……………L3-6290  

    側溝用ふた…………………L2-442 

    調味料注ぎのふた…………C5-319 

    電気洗たく機のふた………C3-529 

    鍋ぶた………………………C5-4191  

    鍋用落しぶた………………C5-4191  

    配電軌道端末ふた…………H1-129 

    便器ふた……………………D5-43  

    包装用缶のふた……………F4-9120B 

    包装用瓶のふた……………F4-9120～9120A  

    包装用容器のふた…………F4-9120～9120B  

    哺乳瓶用ふた………………C5-2391  

    マンホールふた……………L2-441～441B 

    溝ふた………………………L2-442 

    飲茶わん用ふた……………C5-2191  

    湯飲み用ふた………………C5-2390  

    浴槽用ふた…………………D5-320 

  ふた開け器………………………C6-2210  

  ふた開け具………………………C6-2210  

  ふた板連結金具…………………L2-449 

  ふた材 

    浴槽用ふた材………………D5-321 

  ふた付植木鉢……………………K3-1560、K3-1560A 

                K3-1560B 

  ふた付運搬用容器………………G1-50～G1-50B 

  ふた付杯…………………………C5-233 

  ふた付き側溝用ブロック………L2-412～412D 

  ふた付排水口金具………………L2-450 

  ふた付き便座……………………D5-42  

  ふた付包装容器…………………G1-50B 

＊ ふた付きわん……………………C5-210～210J 

＊＊ふた付け機………………………K0-61  

  ふた付き機 

    缶詰ふた付け機……………K0-61  

  ふた物 

    食品用ふた物………………C5-320～320F 

  札 

    預り札………………………F3-3412  

  価格表示札…………………F3-3411  

  傘札…………………………F3-3412 
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〔フダ〕                          〔フデ〕 

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

    下足札………………………F3-3412 

    婚礼用席礼…………………F3-3415  

    食券札………………………F3-3413  

    席礼…………………………F3-3415  

    着用名札……………………F3-3414  

    荷札…………………………F3-1316  

    花札…………………………E2-23  

    番号札………………………F3-3412  

    品質表示札…………………F3-3411  

    包装用下げ札………………F4-21  

  札立て……………………………F2-73131 

＊ 札つり下げ具……………………F2-61  

＊ 札とじ付け針……………………F2-622 

＊ 札はさみ具………………………F2-630 

  縁 

    網戸用押え縁………………L5-1254  

    温室用胴縁…………………L4-011 

    家具用縁……………………D2-913～913A 

    家具用棚板縁………………D2-913～913A 

    額縁…………………………C2-22  

    竿縁…………………………L4-3111A～3111B  

    建物用縁……………………L4-410 

    ドア用ガラス 

     嵌殺し押縁………………L5-1010D 

    野縁…………………………L4-3111A～3111B  

    外壁見切り縁………………L4-413 

    竿縁…………………………L4-3111  

    天井廻り縁…………………L4-4121  

    天井見切り縁………………L4-4121  

    ドア枠用廻り縁……………L5-103 

    内壁見切り縁………………L4-413 

    窓枠用廻り縁………………L5-103 

  縁飾り材…………………………L4-410 

  縁飾りテープ……………………M1-610 

  縁金具 

    自動車用扉縁金具…………G2-2955  

  縁材 

    網戸用押え縁材……………L5-1254  

    温室用胴縁材………………L4-011 

    家具用縁材…………………D2-913～913A 

    家具用棚板縁材……………D2-913～913A 

    かばん用縁材………………B4-90  

    竿縁材………………………L4-3111 ～3111B  

    建物用縁材…………………L4-410 

    ドア用ガラス 

     嵌殺し縁材………………L5-1010  

    野縁材………………………L4-3111～3111B  

    外壁見切り縁材……………L4-413 

    天井廻り縁材………………L4-4121 

    天井見切り縁材……………L4-4121  

    ドア枠用廻り縁材…………L5-103 

    内壁見切り縁材……………L4-413 

    窓枠用廻り縁材……………L5-103 

  縁取りテープ……………………M1-621、M1-623 

  縁用タイル………………………L6-30  

  縁枠 

    天井証明器具 

     縁枠………………………D3-31930 

  腹筋鍛練器………………………E3-010 

  フック 

    クレーン用 

     吊上げフック……………G1-05 

    作業用安全フック…………J6-19  

    ハンガーボード用 

     フック……………………D1-21E 

    物干し器具用フック 

     フック……………………G1-05  

  フックスパナ……………………J6-19  

  フック付き 

   カーテンランナー……………D1-21E 

  フックドラッグ機………………K5-20  

＊ 覆工板……………………………L2-522 

  覆工板用型材……………………L2-522 

  覆工板用緩衝材…………………L2-529 

  覆工板用小口蓋…………………L2-529 

  フットスイッチ…………………H1-523 

＊ フットボール用ボール…………E3-301 

＊＊普通旋盤…………………………K7-111 

＊ 文机………………………………D2-331 

  筆…………………………………F2-116 

  筆 

    画筆…………………………F2-116 

＊＊筆洗い……………………………F1-322 

＊＊筆入れ……………………………F2-7421～7421A  

  筆入れ 

    鉛筆削り器付 

     筆入れ……………………F2-7420  

＊ 筆入れ付き 

   ブックバンド…………………F2-74440 

＊ 筆入れ用鉛筆差し………………F2-7429  

＊ 筆入れ用錠………………………F2-7429  

  筆入れ用止め金具………………F2-7429  

＊ 筆入れ用中敷き…………………F2-7429  

  筆掛け……………………………F2-7210  

  筆立て……………………………F2-7212 

  筆立て付印鑑入れ………………F2-7220 
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  筆立て付き索引器………………F2-7330 

  筆付化粧用鉛筆…………………B7-121 

＊ 筆箱………………………………F2-7422  

  筆箱用中敷き……………………F2-7429  

＊ 筆ペン……………………………F2-1151  

  筆枕………………………………F2-7210  

  不凍給水栓………………………M2-530 

  埠頭用コーナー材………………L2-630 

  埠頭用コーナー機………………L2-630 

＊＊布団 

  ふとん 

    棺ふとん……………………C1-13  

  フトン籠用網部材………………C1-10  

＊＊布団カバー………………………C1-13  

＊ 布団カバー止め具………………C1-10  

＊＊布団乾燥機………………………C3-632 

  ふとん乾燥機本体………………C3-632 

  ふとん乾燥機用 

   エアーマット…………………C3-639 

  ふとん乾燥機用 

   送気袋…………………………C3-639 

  ふとん乾燥機用袋………………C3-639 

  ふとん乾燥機用マット…………C3-639 

＊ 布団たたき………………………C3-32  

  ふとん鋏具………………………C3-73  

＊ 布団ばさみ………………………C3-73  

＊ 布団袋……………………………C1-0 

  ふとん干し………………………C3-72～72A  

＊ 布団干し器………………………C3-72～72A  

  ふとん干しばさみ………………C3-73  

  ふとん干用鋏み器………………C3-73  

  船底清掃車………………………G2-230 

  船底に於ける 

   釣竿保持具……………………K2-494 

  船約用竿掛具……………………K2-494 

  舟釣用竿掛け……………………K2-494 

＊＊船おもちゃ………………………E1-6340  

  船用エンジン……………………K8-20  

  布帛剪毛機………………………K5-152 

＊＊文箱………………………………F2-713 

＊ 浮標灯……………………………J6-43  

  被層ガラス用 

   スペーサ………………………L5-100 

  吹雪防護壁用 

   コンクリート 

   ブロック………………………L2-542 

  不法駐車感知警報機……………H0-20 

  踏板………………………………L4-031 

  踏み板 

    階段用踏み板………………L4-031 

  踏み板材 

    階段用踏み板材……………L4-031 

  踏切おもちゃ……………………E1-6329  

  踏切用ブロック…………………L2-520 

  踏込み防止棚……………………L3-530 

＊＊踏み台……………………………D0-23、L4-031 

  踏み台用階段……………………D0-23  

  踏み台継ぎ手……………………D0-290 

  譜面立て…………………………E4-00  

  譜面立て 

    電子オルガン用 

     譜面立て…………………E4-59  

    電子ピアノ用 

     譜面立て…………………E4-59  

＊＊譜面台……………………………E4-00  

＊ 譜面台用照明器具………………D3-34  

＊＊浮遊選別機………………………D3-34  

＊＊フライ返し………………………C6-214 

＊＊フライス…………………………K1-401 

＊ フライスチャック………………K7-1912  

  フライス盤 

    卓上フライス盤……………K7-114 

    ならいフライス盤…………K7-114 

    ひざ形フライス盤…………K7-114 

    ベッド形 

     フライス盤………………K7-114 

    木工フライス盤……………K7-20  

＊ フライス盤用芯出し棒…………K7-193 

  フライス盤用芯出棒……………K7-193 

＊ フライス盤用 

   芯出しホルダー………………K7-193 

  フライス盤用芯出し棒…………K7-193 

＊＊フライパン………………………C5-4110E～4110EA 

  フライパン用蓋…………………C5-4191  

  フライホイール…………………K9-10  

  フライヤー 

    業務フライヤー……………K4-70  

＊＊フラスコ…………………………K6-71  

＊＊フラッシュプレート……………H2-4240～4240B  

  フラッシュガン…………………J3-34  

＊ フラッシュバルブ………………M2-530、M2-533 

  フラッシュプレート用 

   穴枠……………………………H2-4249  

  フラフープ………………………E2-42  

  フラリー用遠心ポンプ…………K8-522 

  フラワーバルコニー……………L3-430 
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  フラワーボックス………………K3-1560、K3-1560B 

                L3-41、L3-430 

  フラワーボックス 

   組立用板………………………D2-910 

  フラワーポット…………………L3-430 

＊＊ふ卵機……………………………K3-220 

  フランジ 

    管継ぎ手用 

     フランジ…………………M2-4192  

  フランジ材 

    管継ぎ手用 

     フランジ材………………M2-4192  

  フランジ付き管継ぎ手…………M2-4112  

＊ フランジ継ぎ手…………………M2-4112  

  ふ卵びん…………………………K6-71  

  フリーアクセス 

   フロア用支持脚………………L4-3390  

  フリーアクセス 

   フロア用セパレート 

   ブリッジ………………………L4-3390  

  フリーザー 

   アイスクリーム 

    フリーザー…………………C6-332 

  振子掛時計用振り子……………J2-59  

  振り鈴……………………………E4-20  

  振袖………………………………B1-21  

  振出し容器 

    粉末食品 

     振出し容器………………C5-323～323A 

＊ フリッパーゲーム機……………E2-30  

  振りまわしおもちゃ……………E1-00  

  降り棟の屋根板材の 

   接続部の裏板…………………L6-121 

  不良繭判別機……………………K3-220 

＊ フルート…………………………E4-40  

  ふるい……………………………K3-32  

  ふるい 

    粉ふるい……………………C6-360 

  ふるい分け機……………………K3-42  

  古新聞整理用箱…………………D1-33  

  フレーム 

    自転車用フレーム…………G2-4910  

    ハンギング 

     フォルダー用 

     フレーム…………………F2-735 

    ピアノ用フレーム…………E4-59  

 フレキシブル 

   基板ホルダー…………………H1-739 

  フレキシブルドア………………L5-12100 

  フレックススイッチ……………H1-540 

  ふれ止め…………………………L5-93  

  風呂 

    サウナ風呂…………………D5-3140  

  フロート 

    田植え機用 

     フロート…………………K3-1259  

    プール用 

     コースロープの 

     フロート…………………E3-51  

＊ フロートスイッチ………………H1-556 

  フロート弁………………………M2-530 

  フロアーレール…………………L1-40  

＊＊フロアスタンド…………………D3-332～332E 

＊ フロア扇風機……………………D4-41C 

  フロアチェアー…………………D2-14D 

  フロアドレン……………………L2-451 

  フロアヒーター…………………D4-316 

＊ フロアヒンジ……………………L5-64  

  風呂いす…………………………D2-13A 

  風呂桶……………………………D5-311 

＊＊ふろがま…………………………D5-331 

＊ ふろがま付き浴槽………………D5-312 

＊ ふろがま取付け枠………………D5-3390  

＊ ふろがま用遠隔操作器…………D5-3392  

＊ ふろがま用カバー………………D5-3390  

  ふろがま用吸熱缶………………D5-3391  

＊ ふろがま用吸排気筒……………D5-3390  

  風呂釜用タイマー………………J2-7 

＊ ふろがま用焚き口………………D5-3390  

＊＊ふろがま用熱交換器……………D5-3391  

＊＊ふろがま用排気筒………………D5-3390  

＊ ふろがま用ロストル……………D5-3390  

＊＊ふろしき…………………………B4-3 

  風呂水浄化装置本体……………K6-120 

  風呂水浄化装置用 

   端末機…………………………K6-120 

  フロッピーディスク……………H4-410 

  風呂場用 

   シャンプー入れ………………D1-36  

  風呂場用マット…………………D5-34  

  風呂ぶた…………………………D5-320 

＊ ふろぶた移動防止具……………D5-3190  

   風呂ぶた材………………………D5-321 

  風呂ぶた用連結材………………D5-321 

  風呂水吸水用 

   水中ポンプ……………………K5-521 
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  風呂用温度計……………………J1-22 

  風呂用かくはん機………………D5-3191  

  風呂用手摺………………………D5-3192  

  風呂用熱交換器…………………D5-3391  

  風呂用排水トラップ……………L2-451 

＊ 風呂用ブザー……………………H4-1211  

  粉砕機 

    飼料用粉砕機………………K3-221 

    薬味粉砕機…………………C6-327 

  粉砕機の打撃子…………………K3-491 

  粉砕機の反発棒…………………K3-491 

  粉砕用ボール……………………K3-490 

＊ 噴射ポンプ………………………K8-50  

  粉塵集塵機………………………K7-91  

  粉塵捕集器………………………K6-13  

＊ 噴水………………………………L3-60  

  噴水 

    据付け用噴水………………L3-60  

    卓上噴水……………………C2-10  

  噴水用照明器具…………………D3-63  

＊ 噴水用照明具……………………D3-63  

  噴水用水槽………………………L3-630 

  噴水用ノズル……………………M2-532 

  粉体検出器………………………H1-550 

  粉体包装体用 

   ころがし移送台………………G1-00  

＊＊分銅………………………………J1-219 

  分銅 

    重量計用分銅………………J1-219 

  ふんどし…………………………B1-66  

  糞尿液曝気攪拌機………………K3-100 

  粉末食品供給器…………………C6-63  

＊ 粉末食品振出し容器……………C5-323～323A 

  粉末飼料給餌器…………………C5-323～323A 

  噴霧器……………………………C0-20～20C  

  噴霧器 

    医薬品噴霧器………………J7-44  

    脱臭剤噴霧器………………C4-310 

    包装用噴霧器………………F4-620～621A 

  噴霧器用圧縮機…………………K8-60  

  噴霧器用ノズル…………………C0-291 

  噴霧器用噴射ボタン……………F4-629 

  噴霧器用ポンプ…………………K8-50  

  噴霧機用ポンプ…………………K8-50  

  噴霧用ノズル……………………M2-532 

  噴回転掘削用刃…………………K3-323 

  粉粒材料混合機用 

   ショベル………………………K6-29 

  粉粒充填袋の 

   破れ防止用バンド……………G1-59  

  粉粒状物包袋の 

   自動供給器……………………K3-147 

  粉粒体繰出し装置用 

   漏斗……………………………K3-129 

  粉粒体繰出しロール……………K3-129 

  粉粒体収納タンク………………G1-522 

  粉粒体自動計量供給機…………K0-01  

  粉粒体定量供給機………………K3-1480  

  粉粒体ホッパー…………………K3-129 

  粉粒体用サイロ…………………K3-1480  

  粉粒物計量包装機………………K0-61  

  粉粒体散布車……………………G2-230 

  ブース 

    塗装用ブース………………K0-31  

  ブーメラン………………………E2-440 

＊ ブイユー計………………………J1-40～44C  

  袋 

    お守り袋……………………C7-01  

    香典袋………………………F3-13132 

    座ぶとん袋…………………C1-0 

    祝儀袋………………………F3-13132 

    洗たく袋……………………C3-529 

    納骨袋………………………C7-129 

    のし袋………………………F3-13132 

    ふとん袋……………………C1-0  

  ブザー付き壁面用 

   照明器具………………………D3-323 

  ブザー用ケース…………………H4-129 

＊＊不祝儀袋…………………………F3-13132 

＊＊ブスバー…………………………H1-120 

  ブスバー接続器…………………H1-122 

  ブスバー絶縁カバー……………H1-222 

  舞台用スポットライト…………D3-621 

＊ 舞台用投光器……………………D3-621 

＊ 豚おもちゃ………………………E1-32AJ  

  豚皮剥機…………………………K4-0 

  豚用飲水器………………………K3-222 

  豚用給餌器………………………K3-222 

  豚用分娩…………………………K3-220 

  豚用分娩棚………………………K3-220 

  ブック 

    スケッチブック……………F3-211 

    ノートブック………………F3-211 

＊＊ブックエンド……………………F2-73142 

＊＊ブックカバー……………………F3-2920  

＊ ブックケース……………………F3-2921 
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  ブック携帯具……………………F2-74440 

＊ ブックバンド……………………F2-74440 

  ブックバンド 

    筆入れ付き 

     ブックバンド……………F2-74440 

  ブックバンド用 

   止め金具………………………F2-74449 

＊ ブックバンド用 

   バックル………………………F2-74449 

  ブックマーク……………………F3-3191  

  ブッシング………………………H1-223 

  ブッシング 

    絶縁ブッシング……………H1-223 

  物性試験用 

   コンクリート円柱 

   運搬用容器……………………G1-50  

  物品移動装置用 

   浮動回転板……………………G1-00  

  物品収納箱………………………G1-50A 

  物品棚用支柱……………………D2-9110～9111B  

  物品搬送機………………………K0-020 

  仏具用香炉………………………C7-152 

  仏具用茶わん台…………………C7-150 

＊＊仏事用鈴…………………………C7-10  

＊＊仏像………………………………C7-17  

＊＊仏壇………………………………C7-161 

  仏壇の吊り金具…………………C7-1690  

＊ 仏壇柱掛照明灯…………………C7-142 

  仏壇用飾り金具…………………C7-1690  

＊ 仏壇用飾り具……………………C7-1690  

＊ 仏壇用手すり……………………C7-1691  

＊ 仏壇用手すり材…………………C7-1691  

＊ 仏壇用柱…………………………C7-1691  

  仏壇用柱材………………………C7-1691  

  仏鈴………………………………C7-10  

  ぶどう棚支持具の 

   キャップ………………………K3-151 

  ぶどうの枝掛具…………………K3-151 

  部品供給機………………………K0-00  

  部品供給装置の 

   ホッパーケース………………K0-01  

  商品供給用パレット……………G1-50A 

  商品供給用ホッパー……………K0-01  

  部品収納ケース…………………K1-50 

  部品自動取出し機………………K0-01  

  部品搬送機………………………K0-01  

  ブラインド………………………C1-54、L3-530 

  ブラインド 

    ベネチアン 

     ブラインド………………C1-54  

  ブラインド案内枠材……………L5-00  

  ブラインド昇降用紐の 

   ガイド具………………………L5-90  

  ブラインド装架枠材……………L5-00  

  ブラインド付サッシ……………L5-1230  

  ブラインド付吊り戸……………L5-12100 

  ブラインド付 

   間仕切用窓……………………L5-1260  

  ブラインド付き 

   窓枠用取手……………………L5-632 

  ブラインド内蔵 

   カラス戸………………………L5-1230  

  ブラインド内蔵出窓……………L5-1261  

  ブラインド内蔵 

   出窓サッシ……………………L5-1261  

  ブラインドのスラット 

   支持部材………………………C1-59  

  ブラインドのスラット 

   角度調整用操作具……………L5-90  

  ブラインドのスラット 

   昇降用操作具…………………L5-90  

  ブラインドボックス……………L5-00  

  ブラインド用 

   開閉紐止め具…………………C1-59  

  ブラインド用収納枠材…………L5-100 

  ブラインド用 

   スクリーン材…………………C1-59  

  ブラインド用 

   スラット材……………………C1-59  

  ブラインド用 

   ヘッドボックス材……………C1-59  

  ブラインド用 

   ボトムレール材………………C1-59  

＊＊ブラウス…………………………B1-112 

  ブラウス 

    シャツブラウス……………B1-112 

  ブラウン管………………………H1-740 

＊ ブラウン管ソケット……………H1-3443  

  ブラウン管用 

   偏向ヨーク……………………H1-749 

  ブラケット 

    足場用ブラケット…………L1-116 

    カーテンレール用 

     ブラケット………………L5-591 

    家具用ブラケット…………D2-9142 
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    窓枠用ブラケット…………L5-92 

  ブラケット付き 

   足場用建枠……………………L1-112 

  ブラシ……………………………K1-415 

  ブラシ 

    櫛付ヘアブラシ……………B7-320 

    靴ブラシ……………………C3-210 

    化粧用ブラシ………………B7-120 

    コップ洗い用 

     ブラシ……………………C3-210 

    清掃用ブラシ………………C3-210 

    清掃用柄付ブラシ…………C3-210 

    洗顔ブラシ…………………C4-12  

    洗車ブラシ…………………C3-210、C3-211 

    洗浄用ブラシ………………C3-211 

    洗髪用ブラシ………………C4-110 

    洗髪用 

     ふけ取りブラシ…………C4-110 

    爪洗浄用ブラシ……………C4-100 

    手持ち動力工具用 

     回転ワイヤブラシ………K1-415 

    電気かみそり掃除用 

     ブラシ……………………C3-210 

    電気掃除機用 

     ブラシ……………………C3-419 

    電気歯ブラシ………………C4-143 

    電気歯ブラシ用 

     ブラシ……………………C4-143 

    電気床みがき機用 

     ブラシ……………………C3-429 

    電動ブラシ…………………C3-212 

    トイレ用ブラシ……………C3-210 

    入浴用ブラシ………………C4-102A  

    歯ブラシ……………………C4-142～142A 

    ひげそり用ブラシ…………B7-120 

    服ブラシ……………………C3-210 

    ヘアーブラシ………………B7-320 

    ヘアードライヤー 

     取付け用ブラシ…………B7-3491  

    野菜洗浄機用 

     洗浄ブラシ………………K4-90  

    床ブラシ……………………C3-210 

    レンジブラシ………………C3-210 

＊ ブラシ台…………………………C3-29  

  ブラシ付くし……………………B7-320 

＊ ブラシ付き靴べら………………B5-011 

  ブラシ付ちりとり………………C3-331 

＊ ブラシ付き 

   ヘアードライヤー……………B7-340、B7-340B  

  ブラシの握り柄…………………C3-29  

＊ ブラシ用柄………………………C3-29  

  ブラシレスモータ………………H2-120 

  ブラジャー 

    和装用ブラジャー…………B1-61  

＊＊ブラジャー………………………B1-61  

  ブラジャー用ハンガー…………D1-111F  

＊＊ぶらんこ…………………………E2-531 

  ぶらんこの背当…………………E2-531 

  ぶらんこの踏板…………………E2-531 

  ぶらんこ用床……………………E2-531 

  ブリッジ 

    ギター用ブリッジ…………E4-39  

＊＊ブルドーザー……………………K3-3210  

  ブルドーザー用 

   おもちゃ………………………E1-6310  

  ブルドーザー用 

   プラウ…………………………K3-32190 

＊＊ブルマース………………………B1-66  

  ブレーカー付き掘削機…………K3-3210  

＊ ブレーキ…………………………K9-16  

  ブレーキ 

    自転車用キャリパ 

     ブレーキ…………………G2-4954  

    自動二輪車用 

     ブレーキ…………………G2-907 

  ブレーキシュー 

    自転車用 

     ブレーキシュー…………G2-4954  

    自動車用 

     ブレーキシュー…………G2-907 

  ブレーキ付き 

   キャスター……………………M3-320 

  ブレーキドラム…………………G2-907 

  ブレーキ摩擦板…………………K9-16  

＊＊ブレーキモーター………………H2-121 

＊＊ブレスレット……………………B3-41  

  ブレスレット時計付き 

   ブレスレット…………………J2-30  

＊ ブレスレットおもちゃ…………E1-421 

＊＊ブローチ…………………………B3-35  

  ブローチ 

    キーコウブローチ…………K1-404 

    ブローチ盤用 

     ブローチ…………………K1-404 

＊＊ブローチ盤………………………K7-1100 
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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 

＊＊ブローチ盤用ブローチ…………K1-404 

＊ ブローランプ……………………K1-01  

  ブロック 

    足ふきマット 

     ブロック…………………C1-391 

  暗きょブロック…………………L2-411～411E 

  木の根元覆い 

   ブロック………………………L2-5511  

  漁礁ブロック……………………L2-642 

  くつぬぐい 

   マットブロック………………C1-391 

  組立て遊戯具用 

   ブロック………………………E2-119 

  畦畔ブロック……………………L2-311 

  建築用 

   ガラスブロック………………L6-02  

  構造物用 

   基礎ブロック…………………L2-214 

  構築用ブロック…………………L2-01～01B  

  護岸用ブロック…………………L2-2240～2242、 

                L2-2244～2244D  

  護床用ブロック…………………L2-2241  

  棚梁ブロック……………………L2-420 

  消波用ブロック…………………L2-2241  

  水路ブロック……………………L2-412～412D 

  水路用 

   側板フロック…………………L2-413～413B 

  水路用 

   底板ブロック…………………L2-413～413B 

  水路用まくら 

   ブロック………………………L2-420 

  側溝ブロック……………………L2-412～412D 

  側溝管ブロック…………………L2-411A～412  

  積木用ブロック…………………E2-119 

  土留用ブロック…………………L2-2240～2240B  

  道路用ブロック…………………L2-5210～5212 

  道路用 

   縁石ブロック…………………L2-5211  

  道路用 

   集水ブロック…………………L2-5212  

  道路用 

   誘導ブロック…………………L6-1421  

  ノンスリップ 

   ブロック………………………L6-1422        

  はめ込み遊戯具用 

   ブロック………………………E2-129 

  塀用ブロック……………………L6-1321～1321B 

  法枠ブロック……………………L2-2243 

  ブロック法枠……………………L2-2243C 

  マンホール側壁 

   ブロック………………………L2-431～431A 

  床敷きマット 

   ブロック………………………C1-391 

  擁壁用ブロック…………………L2-2240～2240A、 

                L2-2244～2244A  

  連節ブロック……………………L2-2242  

＊＊ブロックゲージ…………………J1-127 

＊ ブロック積み用 

   モルタル施工具………………K1-03  

  ブロワー用 

   アウターローラー……………K8-690 

＊＊分塊圧延機………………………K7-120 

＊＊分解機……………………………K6-3 

  分岐金具…………………………J6-19  

  分岐金具用取付具………………J6-19  

  分岐管継ぎ手……………………M2-4120、 

                M2-4122～413  

  分岐管用逆流防止筒……………M2-490 

  分岐管用 

   逆流防止リング………………M2-490 

  分岐器……………………………H3-13  

  分岐器 

    アンテナ用分岐器…………H3-13  

＊＊分岐サドル………………………M2-4121～4122 

  分岐止水栓………………………M2-530 

  分岐水栓…………………………M2-530 

  分岐栓……………………………M2-530 

  分岐電線…………………………H1-110A  

  分岐分配器………………………H3-13  

  分級機……………………………K3-42  

  分級機 

    空気分級機…………………K3-42  

    スパイラル分級機…………K3-42  

  分岐用管継ぎ手…………………M2-4120～4121 

＊＊分光光度計………………………J1-521 

  分光模型用ブロック……………F1-211 

  分縮機……………………………K6-0 

  文書細断機………………………F2-8120  

  分水栓……………………………M2-530 

  分水ボックス……………………L2-431A、L2-432A  

  分水枡……………………………L2-412 

  分水ますブロック………………L2-412B  

  分析計 

    原子吸光分析計……………J1-521 

    赤外線分析計………………J1-521 

    電気滴定分析計……………J1-523～530 
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  分草具 

    刈取り機用分草具…………K3-14390 

  分注器……………………………K6-72  

  分注器用弁付管…………………K6-72  

＊＊文鎮………………………………F2-7312  

＊＊分電盤……………………………H2-53  

  分電盤収納箱の 

   扉用取手………………………H2-593 

  分電盤収納ボックスの 

   扉用取手………………………H2-593 

  分電盤収納ボックスの 

   扉用掛け金具…………………H2-593 

  分電盤収納ボックスの 

   扉用ハンドル…………………H2-593 

  分電盤収納ボックスの 

   扉用ラッチハンドル…………H2-593 

  分電盤収納ボックスの 

   扉用ロックハンドル…………H2-593 

  分電盤収納ボックスの 

   扉用錠…………………………H2-593 

  分電盤収納ボックスの 

   扉用蝶番………………………H2-594 

  分電盤取付架台…………………H2-590 

  分電盤用鍵付ハンドル…………H2-593 

  分電盤用避雷器…………………H2-31  

＊＊分度器……………………………F2-32  

  分度器 

    製図用分度器………………F2-32  

  分配器……………………………H3-13  

  分配器 

    搗きあがり餅 

     定量分配機………………K4-52  

    テレビ信号用 

     分配器……………………H3-13  

＊ 分波器……………………………H3-12  

  文包機 

    薬剤文包機…………………K0-61  

  噴霧器用ポンプ…………………K8-513 

  分離機 

    遠心分離機…………………K6-11  

    卵黄分離器…………………C6-360 

  分流暗渠…………………………L2-411 

  分流側溝…………………………L2-411 

  プーリ……………………………K9-122 

＊＊プーリー…………………………K9-122 

  プーリー 

    内燃機関用 

     始動プーリー……………K8-293 

  プーリー支持金具………………K9-19  

  プーリー抜き器…………………K1-250 

  プール……………………………L3-630 

  プール 

    設置用プール………………L3-630 

    遊戯用プール………………E2-62  

  プール構成部材…………………L3-639 

  プールの改修用 

   側壁パネル……………………L3-639 

  プールの改修用 

   底壁パネル……………………L3-639 

＊ プールのコースロープ 

   用フロート……………………E3-51  

  プール用施薬容器………………K6-0 

  プール用 

   循環水吐出口金具……………L3-639 

  プール用循環水吐打管…………L3-639 

  プール用 

   スタートグリップ……………L3-639 

  プール用スタート台……………L3-639 

＊ プール用セグメント……………L3-639 

  プール用手摺……………………L3-639 

  プール用床………………………L3-639 

  プール用床材……………………L3-639 

＊＊プッシュスイッチ………………H1-540A～540AA  

＊＊プライスカード…………………F3-3411  

＊ プライスカード立て……………F2-73131 

＊＊プライヤー………………………K1-222 

  プライヤー 

    ウォーターポンプ 

     プライヤー………………K1-222 

    コンビネーション 

     プライヤー………………K1-222 

    ゴム管取替用 

     プライヤー………………K1-250A  

    スナップリング 

     プライヤー………………K1-250A  

    バイスプライヤー…………K1-222 

    バッテリー 

     コネクター 

     取りはずし 

     プライヤー………………K1-250A  

    ロングノーズ 

     プライヤー………………K1-222 

＊＊プライヤーケース………………K1-52  

  プラウ……………………………K3-1190 
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  プラウ 

    動力耕うん機用 

     プラウ……………………K3-1190  

＊＊プラグ……………………………H1-3420、3421D  

                H1-3424、 

                H1-3431、3431B  

  プラグ 

    差込みプラグ………………H1-3420、3421D  

                H1-3424、 

                H1-3431～3431B  

    内燃機関用 

     点火プラグ………………K8-292 

    配電軌道用 

     プラグ……………………H1-361 

＊ プラグ受け………………………H1-3422～3422G  

                H1-3432～3432B  

  プラグチャンバー………………K8-292 

  プラグ付き照明器具……………D3-323 

＊ プラグ付き照明具………………D3-323 

  プラスチックシート……………M1-3 

  プラスチックパイル用 

   キャップ………………………L2-21190 

  プラズマアークトーチ…………K7-1490～1491 

  プラズマアーク 

   トーチ用チップ………………K7-1490～1491 

  プラズマアーク 

   トーチ用電極…………………K7-1490  

  プラズマ加工機…………………K7-1100  

  プラズマ切断トーチ用 

   チップ…………………………K7-1490  

  プラズマ切断トーチ用 

   電極……………………………K7-1490  

  プラズマトーチ…………………K7-1491  

  プラズマ発生電極………………K0-03  

  プラズマ溶接用トーチ…………K7-1491  

  プラズマ溶接用ホルダー………K7-1491  

  プラットホーム用 

   滑り止め板ブロック…………L6-1422  

  プラットホーム用 

   滑り止め板……………………L6-1421～1422 

  プラットホーム用 

   ブロック………………………L6-1421～1422 

  プラットホーム用 

   目地材…………………………L2-523 

＊＊プラニメーター…………………J1-250 

＊ プラノミラー……………………K7-114 

  プランクトン収集器……………K6-72 

  プランジャー 

   往復動圧機用 

    プランジャー………………K8-690 

＊ プランジャーポンプ……………K8-511 

  プランター………………………K3-1560～1560A  

  プランタースタンド……………D1-370 

  プリーツスカート 

   成形用型枠……………………K5-21  

＊ プリセットカウンター…………H1-61～61C  

  プリンター 

    マイクロフィルム 

     リーダー 

     プリンター………………J3-6 

  プリンター載置台………………D2-533 

  プリンター載置用卓……………D2-41B 

  プリンター収納箱………………D2-533 

  プリンター 

   消音ボックス…………………D2-533 

  プリンター台……………………D2-41、D2-41B 

  プリンター付き 

   スチルビデオカメラ…………H4-312 

  プリンター付き整理棚…………D2-5160  

  プリンター付き 

   卓上電子計算機………………J4-53～53A  

＊ プリンター付き 

   テレビ受像機…………………H4-3450  

  プリンター付き 

   テレビ電話機…………………H4-3450  

  プリンター付 

   電子はかり……………………J1-210A  

  プリンター用 

   インクカートリッジ…………H5-921 

  プリンター用インク 

   リボンカートリッジ…………H5-921 

＊ プリンター用 

   印字ヘッド……………………H5-911 

  プリンター用 

   給紙カセット…………………H5-922 

＊ プリンター用給紙器……………H5-922 

  プリンター用給紙機の 

   押圧板…………………………H5-910 

  プリンター用 

   給紙トラクター………………H5-922 

  プリンター用 

   給紙トレイ……………………H5-922 

  プリンター用載置台……………D2-41B、D2-533 

  プリンター用紙送り機…………H5-922 

  プリンター用消音箱……………D2-533 
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  プリンター用 

   自動給排紙機…………………H5-922 

  プリンター用 

   自動封筒給送機………………H5-922 

  プリンター用机…………………D2-41B 

＊ プリンター排紙受皿……………H5-922 

  プリンター用 

   防音キャビネット……………D2-533 

  プリンター用 

   防音ボックス…………………D2-533 

  プリンター用 

   リボンカートリッジ…………H5-921 

  プリンター用 

   リボンカセット………………H5-921 

  プリンター用 

   連張紙送り機…………………H5-922 

  プリンター用 

   ロール紙ホルダー……………H5-922 

  プリンター付き 

   卓上電子計算機………………J4-53  

  プリンター用 

   防音カバー……………………D2-533 

  プリント回路基板………………H1-730 

  プリント回路板用 

   金属ベース基板………………H1-739 

  プリント基板……………………H1-730 

  プリント基板加工機……………K0-03  

  プリント基板加工用 

   ドリル…………………………K1-4070～4070A  

  プリント基板固定具……………H1-739 

  プリント基板支持具……………H1-739 

  プリント基板切断機……………K0-03  

  プリント基板付き 

   電動機…………………………H2-120 

＊ プリント基板抜取り具…………K1-251 

  プリント基板 

   薄膜張付機……………………K0-03  

  プリント基板引抜き具…………K1-251 

  プリント基板 

   部品自動挿入機………………K0-01  

  プリント基板用 

   間隔保持具……………………H1-739 

  プリント基板用 

   ガイドレール…………………H1-739 

  プリント基板用 

   コネクタ………………………H1-3432～3432B 

  プリント基板用 

   反り修正機……………………K0-03 

  プリント基板用 

   ニッパー………………………K0-221 

  プリント基板用 

   半導体素子実装機……………K0-03  

  プリント基板用 

   半導体素子実装………………K0-03  

  プリント基板用保持具…………H1-739 

  プリント基板用 

   リード線カッター……………K0-03  

  プリント基板用連結具…………H1-739 

  プリント配線基板用 

   間隔保持具……………………H1-739 

  プリント板搬送機………………G1-10  

＊ プルスイッチ……………………H1-530D  

  プルスイッチ用引き紐…………H1-590 

  プレート 

   抄紙用 

    フォイプレート……………K0-01  

   ネームプレート………………F3-3414  

   配線器具用 

    防滴プレート………………H2-4240～4240B  

   フラップシート………………H2-4240～4240B  

  プレート蟻釘……………………L4-191A  

  プレーヤ 

    シートプレーヤ……………H4-44  

    車載用 

     チューナー付 

     テーププレーヤ…………H4-4352A～4352AA 

    車載用 

     テーププレーヤ…………H4-434B  

    チューナー付 

     テーププレーヤ…………H4-4352  

    テーププレーヤ……………H4-430C、 

                H4-434～434C 

    ビデオディスク 

     プレーヤ…………………H4-451 

    ラジオ受信機付 

     テーププレーヤ…………H4-4351  

  プレキャスト鋼線等の 

   支持金具………………………L1-431 

  プレキャスト 

   コンクリート板 

   取付具…………………………L4-191 

  プレキャスト 

   コンクリート製 

   地下室…………………………L3-200 

  プレキャスト 

   コンクリート擁壁……………L2-2240B 
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  プレス 

    液圧プレス…………………K7-131 

    機械プレス…………………K7-131 

    携帯用油圧プレス…………K1-36  

    ベニヤ製造用 

     プレス……………………K7-20  

  プレス安全シャッタ……………K7-139 

  プレスカメラ……………………J3-20  

  プレス型受台……………………K7-1920  

  プレス機…………………………K7-131 

  プレス機 

    洗たく物プレス機…………C3-80  

  プレス台 

    アイロン用 

     プレス台…………………C3-82  

  プレスコンクリート 

   くい用キャップ………………L2-2112  

  プレストレスト 

   コンクリート杭の 

   端板……………………………L2-21190 

  プレストレスト 

   コンクリート 

   鋼材定着板……………………L1-0 

  プレストレスト 

   コンクリート 

   鋼材定着具……………………L1-0 

  プレストレスト 

   コンクリート用鋼棒…………L4-121 

  プレストレスト 

   コンクリート用 

   鋼撚り線………………………L4-121 

  プレストレス 

   導入用支圧板………………L1-0 

  プレスブレーキ…………………K7-131 

  プレス用 

   コイル送り機…………………K0-01  

  プレッサー 

    ズボンプレッサー…………C3-83  

  プレハブ収納庫の部材…………L3-201 

  プレハブダクト 

   布設作業車……………………G2-230 

  プレハブ用 

   タイトフレーム………………L4-2191  

  プローブ 

    回路計用プローブ…………J1-93 

  プログラム制御器付き 
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  プロセス制御用 
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                H1-61C～J1-451 

＊ プロセス制御用設定器…………J1-451 

  プロセス制御用操作器…………H1-61C、J1-44  

  プロセス制御用調節計…………J1-451 

  プロセス制御用調整器…………J1-46  

＊ プロセス用記録計………………J1-46  

＊ プロセス用差圧伝送器…………J1-452 

＊ プロセス用指示記録計…………J1-46  

＊ プロセス用指示計………………J1-40～44C  

＊ プロセス用制御卓………………H2-61～61DAD  

  プロッタ…………………………H5-451 

  プロッタ 

    エックスワイ 

     プロッタ…………………H5-451 

  プロッターカッター……………H5-451 

  プロパンガスボンベ 

   保護カバー……………………D0-12  

  プロパンガスボンベ 

   用運搬車………………………G2-221 

＊ プロペラ送風機…………………K8-711 

  プロペラボート 

   おもちゃ………………………E1-6340  

 

 

 

 


