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〔ヘア〕                           〔ヘイ〕 

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

 

〔へ〕 

 

＊＊ヘアーアイロン…………………B7-341 

＊ ヘアーアイロン用 

   充電器…………………………B7-3492  

＊ ヘアーアイロン用 

   スタンド………………………B7-3492  

＊＊ヘアーカーラー…………………B7-330 

＊ ヘアーカーラー用 

   加熱器…………………………B7-332 

＊ ヘアーカーラー用 

   カバー…………………………B7-331 

＊ ヘアーカーラー用 

   クリップ………………………B7-331 

＊ ヘアーカーラー用 

   ケース…………………………B7-339 

＊ ヘアーカールロッド……………B7-330 

＊ ヘアーカッター…………………B7-224 

  ヘアーカラー用加熱器…………B7-332 

＊＊ヘアークリップ…………………B3-23  

＊＊ヘアードライヤー………………B7-340～340C 

＊ ヘアードライヤー 

   取付け用くし…………………B7-3491  

＊ ヘアードライヤー 

   取付け用フード………………B7-3490  

  ヘアードライヤー 

   取付け用ブラシ………………B7-3491  

  ヘアードライヤー取付用 

   ヘアーアイロン………………B7-3491  

＊ ヘアードライヤー用 

   ケース…………………………B7-3490  

  ヘアードライヤー用 

   収納ケース……………………B7-3490  

＊ ヘアードライヤー用 

   スタンド………………………B7-3492  

＊ ヘアードライヤー用 

   頭部……………………………B7-340A  

  ヘアードライヤー用 

   吹出ノズル……………………B7-3490  

＊＊ヘアーネット……………………B2-63  

＊＊ヘアーバンド……………………B3-24  

＊ ヘアーピース……………………B3-21  

＊＊ヘアーピン………………………B3-23  

＊＊ヘアーブラシ……………………B7-320 

＊ ヘアーブラシ用抜け毛 

   ふけとりネット………………B7-329 

＊ ヘアーリボン……………………B3-24  

  ヘアードライヤー 

    いす付きヘアー 

     ドライヤー………………B7-340A  

    くし付きヘアー 

     ドライヤー………………B7-340、B7-340B  

    ブラシ付きヘアー 

     ドライヤー………………B7-340、B7-340B  

  ヘアブラシ 

    くし付き 

     ヘアブラシ………………B7-320 

＊＊塀…………………………………L3-50、L3-530、 

                L3-530B、530D、 

                L3-5391  

＊＊塀板………………………………L6-1320  

＊ 塀板材……………………………L6-1320  

  塀笠木用ブロック………………L6-1321B 

  塀かわら…………………………L6-113 

  塀笠用ブロック…………………L6-1321B 

  平均台……………………………E3-21  

  平行壁雨押え……………………L4-2114  

  塀構成体…………………………L3-540 

  閉塞具……………………………L2-453 

  閉塞具 

    建具用小口閉塞具…………L5-94  

    配管用管孔閉塞具…………M2-490 

  餅搗機用臼………………………K4-52  

  餅搗機用外臼……………………K4-90  

  塀の基礎土台……………………L2-214 

＊＊平版印刷機………………………K0-220 

  平板換気孔………………………L2-214 

  平板瓦……………………………L6-1110  

  平板穿孔機………………………K7-112 

  塀ブロック………………………L6-1321～1321B  

  平面アンテナ用素子……………H3-19  

＊＊平面研削盤………………………K7-1160、K7-1161A 

  平面研削盤用砥石………………K1-413～413C 

＊＊塀用笠木…………………………L3-5421、L3-544 

＊＊塀用笠木受け……………………L3-5431  

＊ 塀用笠木受け材…………………L3-5431  

＊ 塀用笠木材………………………L3-5421  

  塀用笠木取付部材………………L3-5431  

  塀用化粧ブロック………………L6-1321～1321B  

＊ 塀用コンクリート 

   ブロック………………………L6-1321～1321B  

  塀用支柱…………………………L3-5410  

  塀用支柱材………………………L3-5410  

  塀用装飾ブロック………………L6-1321～1321B  

塀用堅笠木材……………………L3-540 
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〔ヘイ〕                          〔ヘッ〕 

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

  塀用堅笠木………………………L3-544 

  塀用立子…………………………L3-5450～5450A  

  塀用パネル………………………L3-540 

  塀用ブロック……………………L3-50、 

                L6-1321～1321B  

  塀用門柱…………………………L3-5411  

  塀用門柱材………………………L3-5411  

  塀用屋根材………………………L3-5421  

  塀用屋根取付部材………………L3-5431  

＊ 塀用枠……………………………L3-544 

＊ 塀用枠材…………………………L3-544 

＊ 壁体………………………………L4-3210  

  壁体 

    建物用壁体…………………L4-3210  

  壁体開口部隅角部 

    補強枠………………………L4-190 

  壁体取付け具……………………L4-329 

＊＊壁灯………………………………D3-320、D3-323 

＊ 壁灯取付け台……………………D3-3290  

＊＊壁灯用笠…………………………D3-320 

  壁板下地材………………………L6-1330  

  壁板付き便器……………………D5-41  

  壁板取付用下地材………………L6-1330  

  壁面構成用壁板…………………L4-320 

  壁面構築用ブロック……………L2-2240  

   壁面照明器具用笠………………D3-321～321J 

  壁面照明器具用 

   指示アーム……………………D3-3291  

  壁面照明器具用透光板…………D3-392～392B 

  壁面じか付け 

   照明器具用笠…………………D3-321 

  壁面じか付け照明器具…………D3-321～321J 

  壁面じか付け 

   照明器具笠……………………D3-321～321J 

  壁面じか付け灯…………………D3-321～321J、 

                D3-322 

  壁面じか付け灯用笠……………D3-321～321J 

  壁面タイル窓……………………L4-3210  

  壁面粘着シートの 

   余縁切断用工具………………K1-120 

  壁面取付小物入れ………………D1-231 

  壁面取付け収納棚………………D1-231A  

  壁面取付け照明器具……………D3-320、 

                D3-322～322K 

  壁面取付け灯……………………D3-320、 

                D3-322～322K 

  壁面取付け灯用笠………………D3-322～322K 

＊ 壁面取付け灯用ガード…………D3-912 

 壁面取付け用鏡…………………D2-633 

  壁面取付用ガスコック…………M2-521 

  壁面取付け用小物掛け…………D1-21A 

  壁面取付用収納棚………………D1-231A  

  壁面取付け用照明器具…………D3-320、 

                D3-322～322K 

  壁面取付け用 

   タオル掛け……………………D1-22～22C  

  壁面取付け用棚…………………D1-231、D1-231B  

  壁面取付け用棚の 

   棚板支持枠……………………D2-9142  

  壁面取付け用暖房機……………D4-314～314E、 

                D4-316 

  壁面パネル………………………L6-130 

  壁面パネルフレーム材…………L4-410 

  壁面用植木鉢支持具……………K3-15690 

  壁面用照明器具…………………D3-320～D3-322K  

  壁面用照明器具 

   取付け台………………………D3-3290  

  壁面用目地………………………L4-430、L4-490 

  ヘッド 

    テープレコーダ用 

     磁気ヘッド………………H4-493 

    ポンプ用ターミ 

     ナルヘッド………………K8-592 

  ヘッド、フットボード 

   付き寝台用脚…………………D2-2191  

＊ ヘッドシェル……………………H4-42930 

  ヘッド消磁器……………………H4-492 

  ヘッドホン用増幅器……………H4-150 

＊ ヘッドホン………………………H4-141 

  ヘッドホン 

    マイクロホン付き 

     ヘッドホン………………H4-142 

  ヘッドホン型 

   ラジオ受信機…………………H3-710 

  ヘッドケース……………………H4-149 

  ヘッドホン用 

   音像調整器……………………H4-160 

＊ ヘッドホン用 

   収納ケース……………………H4-149 

  ヘッドホン用増幅器……………H4-150 

  ヘッドボード……………………D2-2191～D2-2191B 

  ヘッドライト用レンズ…………D3-7191  

＊＊ヘッドランプ……………………D3-54  

  ヘッドランプ用 

 電池ケース……………………H1-891  
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  ヘッドレスト 

   成形用金型……………………K1-60  

  ヘッドイレイサー………………H4-492 

  ヘドロ採取用ヘッド……………K3-3271  

＊ ヘビおもちゃ……………………E1-32BA  

  ヘビクチ…………………………K2-490 

＊ ヘビ取り器………………………K3-130 

  部屋番号表示具…………………F5-10～F5-10C 

  ヘラ 

    化粧用へら…………………B7-10  

    裁縫用へら…………………C0-32  

    調理用へら…………………C6-214 

    謄写版用 

     インク練りへら…………F2-219 

    粘度細工用へら……………F1-300 

  ヘリウムガス圧縮機……………K8-610 

＊ ヘリコプター……………………G4-1 

  ヘリコプターおもちゃ…………E1-6330  

  ヘリコプター玩具………………E1-6330  

  ヘリポート 

    飛行機おもちゃ用 

     ヘリポート………………E1-6339  

＊＊ヘルスメーター…………………J1-210～210B 

＊＊ヘルメット………………………B2-65  

＊ ヘルメットおもちゃ……………E1-5012  

  ヘルメットの聴孔体……………B2-69  

  ヘルメット用 

   安全ライト……………………D3-54  

  ヘルメット用 

   クッション……………………B2-69  

  ヘルメット用 

   防じんカバー…………………B2-69  

  変圧器碍子の電線 

   接続部保護カバー……………H1-222 

  変圧器用碍子支持金具…………H1-219 

  変圧器用鉄心……………………H2-29  

  変圧器用ブッシング……………H1-223 

  変圧器用ボビン…………………H2-29  

  変圧器用無停電タップ 

   切替端子クリップ……………H1-321B  

＊＊変圧変流器………………………H2-222 

  変位検出器………………………H1-550 

  変位センサ………………………H1-550 

  変換器 

    計測器用変換器……………J1-450 

    交直流変換器………………H2-211 

  周波数変換器………………H3-231 

    電源用 

     周波数変換器……………H2-20  

  変形ロボットおもちゃ…………E1-310D  

  変形ロボット玩具………………E1-310D  

＊＊偏向ヨーク………………………H1-749 

  偏向ヨーク用 

   スペーサー……………………H1-749 

  編集機 

    映画フィルム 

     編集機……………………J3-70  

    ビデオテープレ 

     コーダ用編集機…………H3-32～32B  

＊＊変速機……………………………K9-18  

  変速機 

    自転車用変速機……………G2-4951  

    自転車用前変速機…………G2-4951  

  変速プーリー……………………K9-122 

＊＊変調器……………………………H3-230 

＊ 変電盤……………………………H2-51  

  偏波壁換器付き 

   一次放射器……………………H3-19  

＊＊偏平足検診器……………………J7-340 

  編網機用引出し鉤………………K5-1690 

＊＊変流器……………………………H2-222 

  ベーコン…………………………A1-11  

  ベース 

    ダブルベース………………E4-30  

    ヒューズベース……………H1-592 

    ベース………………………E4-30  

    野球用ベース………………E4-34  

  ベースギター……………………E4-30  

＊ ベーンポンプ……………………K8-512 

＊＊ベアリング………………………K9-10～110  

  ベアリング 

    ボールベアリング…………K9-110 

    ローラー 

     ベアリング………………K9-110 

  ベアリング抜き器………………K1-250 

  ベアリング抜取用 

   プラー…………………………K1-250 

  ベアリング引抜き具の 

   引抜き杆………………………K1-250 

＊ ベアリング保持器………………K9-1190  

＊ ベアリングボール………………K9-1190  

＊ ベアリング用外輪………………K9-1190  

  ベアリング用シール……………K9-1191  

ベアリング用軸箱………………K9-1190 
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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 

  ベアリング用 

   自動送り機……………………K0-01  

  ベアリング用プーラー…………K1-250 

  ベアリング用ローラー…………K9-110～K9-1190  

  米菓製造機………………………K4-50  

  米飯かくはん機…………………K4-40  

  米飯用ならしローラー…………K4-90  

  米飯冷却機………………………K4-0 

＊＊ベスト……………………………B1-114 

  ベットおもちゃ…………………E1-610 

  ベット用ストッパー……………D2-2190  

＊＊ベッド……………………………D2-20、 

                D2-210～D2-210E  

  ベッド 

    医療用ベッド………………J7-22  

    ソファーベッド……………D2-10A 

    船室用ベッド………………D2-20  

    二段ヘッド…………………D2-211 

    ベビーベッド………………D2-212 

  ベッドおもちゃ…………………E1-610 

＊＊ベッド形フライス盤……………K7-114 

  ベッドサイド 

   キャビネット…………………D2-531、D2-531D  

  ベッド付き机……………………D2-210 

  ベッドフレーム…………………D2-210～D2-210C  

  ベッド用ガード…………………D2-2190  

  ベッド用コーナー部材…………D2-2190  

  ベッド用敷毛布…………………C1-12  

＊ ベッド用照明具…………………D3-34  

＊＊ベッド用スプリング……………D2-2192  

＊ ベッド用側さく…………………D2-2190  

  ベッド用ちょうつがい…………D2-932 

  ベッド用天蓋……………………D2-2190  

＊＊ベッド用フットボード…………D2-2191～2191B  

  ベッド用フレーム材……………D2-2190  

＊＊ベッド用ヘッドボード…………D2-2191～2191B  

  ベッド用マットレス……………C1-13  

  ベッド枠…………………………D2-210～210C 

  紅筆………………………………B7-120 

＊ ベニヤ製造用プレス……………K7-20  

  ベニヤ継ぎ合せ機………………K7-20  

  ベニヤのり付け機………………K7-20  

  ベニヤ 

   ロータリーナイフ……………K1-420 

＊＊ベネチアンブラインド…………C1-54  

＊＊ベネチアンブラインド 

 用スラット……………………C1-59   

＊ ベネチアンブラインド 

   用つり下げ金具………………C1-59  

  ベネチアンブラインド 

   用羽板…………………………C1-59  

＊＊ベネチアンブラインド 

   用ボトムレール………………C1-59  

  ベネチアンブラインド 

   用翼……………………………C1-59  

＊＊ベネチアンブラインド 

   用ラダーテープ………………C1-59  

  ベビーカー………………………G2-510 

  ベビーカー用車体………………G2-519 

  ベビーカー用車輪………………G2-9110  

  ベビーカー用 

   手押杆の把手カバー…………G2-519 

  ベビーカー用幌…………………G2-519 

＊ ベビーサイクル…………………D2-64  

  ベビーバス………………………D5-310 

＊＊ベビーベッド……………………D2-212 

  べら 

    くつべら……………………B5-010 

    左官用塗りべら……………K1-04  

    栓抜きぬくつべら…………B5-011 

    ブラシ付くつべら…………B5-011 

＊＊ベランダ…………………………L3-41  

  ベランダ及び 

   バルコニー用構造材…………L4-029 

  ベランダ型枠用補助具…………L1-3230  

  ベランダ側溝欠込材用 

   型材……………………………L1-42  

  ベランダ側溝 

   欠込成形材……………………L1-42  

  ベランダ手摺の 

   パネル材………………………L3-5450A 

  ベランダ手すり用板材…………L3-540 

  ベランダ手すり用笠木…………L3-5420  

＊ ベランダ手すり用 

   笠木受け………………………L3-5430  

＊ ベランダ手すり用 

   笠木受け材……………………L3-5430  

＊ ベランダ手すり用 

   笠木材…………………………L3-5430  

＊ ベランダ手すり用下枠…………L3-546 

＊ ベランダ手すり用 

   下枠材…………………………L3-546 

＊ ベランダ手すり用支柱…………L3-5410  

＊ ベランダ手すり用 

 支柱材…………………………L3-5410  
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〔ベラ〕                          〔ベン〕 

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

  ベランダ手すり用 

   支柱取付アンカー……………L3-549 

  ベランダの手摺り 

   支柱用基礎部材………………L3-549 

  ベランダ排水溝材………………L4-230 

  ベランダ隔て補助板……………L3-540 

  ベランダ床部の下枠材…………L4-020 

  ベランダ用温室…………………L3-30  

  ベランダ用桁……………………L4-020 

  ベランダ用桁材…………………L4-020 

＊＊ベランダ用さく…………………L3-530～530F 

  ベランダ用さく材………………L3-430～L3-530 

  ベランダ用収納庫………………L3-220A  

  ベランダ用手すり………………L3-530 

  ベランダ用手摺…………………L3-530 

＊ ベランダ用根太…………………L4-020 

＊ ベランダ用根太材………………L4-020 

  ベランダ用柱……………………L4-111 

  ベランダ用柱材…………………L4-111 

  ベランダ用隔て板………………L4-029 

  ベランダ用隔て板の 

   パネル材………………………L3-5391  

  ベランダ用目隠し板……………L3-540 

  ベル 

    卓上用ベル…………………C2-0 

＊ ベルおもちゃ……………………E1-510 

  ベルタイマー……………………J2-7 

  ベルト 

    衣服用ベルト………………B2-2～2A 

    ガーターベルト……………B1-65  

    コンベア用ベルト…………K9-14  

    人工肛門用ベルト…………J7-10  

    動力伝動用ベルト…………K9-14  

    狩猟用装弾ベルト…………E3-040 

  ベルトおもちゃ…………………E1-421 

＊＊ベルトコンベヤー………………G1-10  

  ベルトコンベヤー用 

   回転ローラー…………………G1-192 

＊ ベルトコンベヤー用 

   ベルトの搬送用つめ…………G1-194 

  ベルトコンベヤー用 

   リターンキャリヤー 

   ローラー………………………G1-192 

  ベルトコンベヤー用 

   フレーム………………………G1-190 

  ベルトサンダー…………………K1-322 

＊ ベルト接合具……………………K1-260 

  ベルトタイトナー………………K9-19  

  ベルト調節具……………………B9-140 

  ベルト伝導装置用 

   遊び車…………………………K9-122 

  ベルト伝導装置用原車…………G2-910 

  ベルト 

   ドライブプーリー……………K9-122 

  ベルト端止め具…………………B9-139 

  ベルトハンガー付き 

   ネクタイハンガー……………D1-112 

＊＊ベルトフィーダー………………K3-42  

＊ ベルトマッサージ機……………J7-16D 

  ベルト用調節具…………………B9-140 

＊ ベルトレンチ……………………K1-2326  

  ベローズ…………………………J3-30  

  ベローズポンプ…………………K8-511 

  弁 

    アングル弁…………………M2-500 

    安全弁………………………M2-500 

    逆止め弁……………………M2-503 

    仕切弁………………………M2-502 

    自動制御弁…………………M2-500 

    玉形弁………………………M2-501 

    電磁弁………………………M2-51  

    バタフライ弁………………M2-504 

    フロート弁…………………M2-530 

  便器………………………………D5-41  

  便器 

    移動用便器…………………C4-28  

    患者用便器…………………C4-28  

    取付け用便器………………D5-41  

    取付け用小便器……………D5-41  

    幼児用便器…………………C4-28  

  便器カバー………………………D5-44  

  便器台座用敷紙…………………D5-44  

  便器洗浄用タンク………………D5-46  

  便器洗浄用ロータンク…………D5-46  

   便器据付孔形成用型枠…………L1-3130  

＊ 便器付き洗面台…………………D5-20  

  便器付き浴室……………………D5-60  

  便器取付け用水栓………………M2-530 

＊ 便器ふた…………………………D5-43  

  便器ふた用カバー………………D5-44  

＊ 便器用いす………………………D5-42  

  便器用局部洗浄器………………D5-491 

  便器用腰掛け……………………D5-42  

  便器用敷紙………………………D5-44  

＊ 便器用飛沫防止具………………D5-490 

便器用ふたカバー………………D5-44  
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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 

  便器用補助腰掛け………………D5-42  

  便器用マット……………………D5-44  

＊＊便座………………………………D5-42  

＊＊便座カバー………………………D5-44  

  便座シート………………………D5-44  

  便座支持枠………………………D5-42  

  便座付き局部洗浄器……………D5-491 

  便座ぶた用カバー………………D5-44  

  便座マット………………………D5-44  

＊ 便座用温熱器……………………D5-490 

  便座用紙シート…………………D5-44  

＊ 便座用敷紙………………………D5-44  

  弁室用蓋…………………………L2-441 

＊ 便所………………………………D5-60、L3-11  

  便所 

    組立て便所…………………L3-11  

  便所付き休憩ハウス……………L3-11  

  便所付きシャワー室……………D5-60  

  便所ハウス………………………L3-11  

＊ 便所用局部乾燥器………………D5-491 

＊ 便所用局部洗浄器………………D5-491 

  便所用局部洗浄器 

   付き便座………………………D5-491 

＊ 便所用表示錠……………………L5-6331～6331A  

  便所用便座付き 

   局部洗浄乾燥器………………D5-491 

  便所用便座付き 

   局部洗浄器……………………D5-491 

  便所用ボックス…………………D5-60  

＊ 便所用マット……………………D5-44  

＊ 便所用床板………………………D5-490 

＊＊便槽………………………………D5-45  

  弁体 

    バルブ用弁体………………M2-5912  

  ベンダー 

    携帯用油圧 

     パイプベンダー…………K1-37  

    手動 

     パイプベンダー…………K1-241 

＊＊ベンチ……………………………D2-10、D2-13B、 

                D2-14、 

                D2-14F～14FAA  

  ベンチ 

    屋根付ベンチ………………L3-11  

  ベンチグラインダー……………K1-280 

  ベンチ付シェルター……………L3-11  

  ベンチ付 

   フラワーベース………………L3-11  

  ベンチ用座………………………D2-193 

  ベンチレーター…………………D4-50  

  ベンディング 

   マシン用当金…………………K1-241 

＊＊弁当箱……………………………C5-320～320F 

  弁当箱の中仕切り………………C5-3290  

  ベントキャップ…………………L5-41  

  便ぶた……………………………D5-43  

  便ぶたカバー……………………D5-44  

  ページ押え………………………F3-3191  

  ページ押え具……………………F3-3191  

  ページ挟み………………………F3-3191  

  ペーハー計………………………J1-523  

  ペーパー 

    チャコペーパー……………F3-1340  

    ティッシュペーパー………F3-421 

    メガネレンズクリ 

     ーナーペーパー…………F3-420 

    レースペーパー……………C5-29  

  ペーパーウェイト………………F2-7312  

＊＊ペーパーカッター………………F2-8211、K1-124 

＊ ペーパーカッター用刃…………F2-8219  

  ペーパークリップ………………F2-632 

＊＊ペーパーシュレッダー…………F2-8120  

  ペーパー 

   シュレッダー用刃……………F2-8129  

  ペーパードレーン用 

   通水材…………………………L2-210 

  ペーパードレーン用 

   アンカー………………………L2-210 

＊＊ペーパーナイフ…………………F2-81321 

  ペーパーナイフ 

    栓抜き付き 

     ペーパーナイフ…………F2-81320 

  ペーパーナイフ付き 

   洋はさみ………………………K1-132 

  ペーパーホルダー付き 

   化粧棚…………………………D1-231 

  ペインティングナイフ…………F1-323 

  ペダル 

    自転車用ペダル……………G2-4953  

    蛇口開閉用ペダル…………M2-5920  

    ピアノ用ペダル……………E4-59  

＊＊ペチコート………………………B1-64  

＊＊ペッサリー………………………C4-52  

  ペット用爪切り…………………K1-130 

  ペナント…………………………F5-13 
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  ペン 

    ガラスペン…………………F2-1100  

    計器用記録ペン……………J1-91  

    製図用ペン…………………F2-1100  

    竹ぺん………………………F2-1100  

    デスクペン…………………F2-1141  

    筆ペン………………………F2-1151  

    ボールペン…………………F2-1130～F2-1130C 

    マーキングペン……………F2-1150～F2-1150C 

  ペン置き…………………………F2-7210  

  ペンキ空罐切り機………………K1-10  

  ペンキ用刷子立…………………K0-31  

  ペンキ用ブラシ立て……………K0-31  

  ペンギンおもちゃ………………E1-32F 

＊＊ペン先……………………………F2-1102  

  ペン先 

    万年筆用ペン先……………F2-1193  

＊ ペン差し…………………………F2-7213  

  ペン差し 

    貯金箱付き 

     ペン差し…………………F2-7210  

    取付け用ペン差し…………F2-7215  

＊ ペン差し付き 

   メモ用紙立て…………………F2-7240  

＊＊ペン皿……………………………F2-7211  

  ペン皿付ふで立て………………F2-7210  

  ペン皿付名刺入れ………………F2-7121  

  ペンシルグラインダー…………K1-321B  

＊ ペンシルライト…………………D3-511～511A、 

                D3-511C～511D 

＊＊ペン軸……………………………F2-1101  

＊＊ペン立て…………………………F2-7212  

  ペン立て 

    カレンダー付き 

     ペン立て…………………F2-7210  

  ペン立て付き 

   蛍光灯スタンド………………D3-332BB～332BC、 

                D3-331 

  ペン立て付き 

   事務用小物入れ………………F2-7230  

＊ ペン立て付き 

   接着テープホルダー…………F2-8140  

  ペン立て付 

   メモ用紙立て…………………F2-7240  

＊＊ペンダント………………………B3-31  

＊ ペンダントスイッチ……………H1-530E  

  ペンダントトップ………………B3-12  

＊ ペンダント時計…………………J2-20～20C 

  ペンダント時計用側……………J2-29  

  ペンダント用下げ飾り…………B3-12  

＊＊ペンチ……………………………K1-221～222、225  

  ペンチ用絶縁カバー……………K1-221 

  ペントレー………………………F2-7211  

＊ ペンホルダー……………………F2-7214  

  ペンホルダー 

    インクつぼ付き 

     ペンホルダー……………F2-7210  

    取付け用 

     ペンホルダー……………F2-7215  

＊ ペンホルダー付き 

   紙ばさみ………………………F2-6310  

＊ ペンホルダー付き 

   カレンダー……………………F2-4110  

  ペンホルダー付き 

   広告紙立て……………………F2-7240  

＊ ペンホルダー付き 

   ちらし立て……………………F2-7240  

＊ ペンホルダー用 

   ソケット………………………F2-72191 

 

 

 

 


