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ホールカッターの
〔ほ〕

替え刃…………………………K1-4080
ホールソー………………………K1-422

帆…………………………………G3-903

＊ ホールディング

ホーク

ドア用框………………………L5-0121

自転車用前ホーク…………G2-4910

＊ ホールディング

＊＊ホース……………………………M2-32〜32A
ホース

ドア用框材……………………L5-0121
＊ ホールディング

電気洗たく機用

ドア用パネル…………………L5-0122

ホース……………………C3-529

ホーン

電気掃除機用

サクソホーン………………E4-40

ホース……………………C3-419

スピーカ用ホーン…………H4-1390

ホース掛け………………………K3-154

保安器

ホース緊締具……………………M2-42

保安器具用連結具………………L3-5390

ホースクリップ…………………M2-42

保安器用避雷管…………………H2-31

ホース支持具……………………M2-6

保安帽……………………………B2-65

＊＊ホース締付け具…………………M2-42

ホイール…………………………G2-9111

ホース締付け具用外輪…………M2-42

ホイール

ホース締付け用ピン……………M2-42

自動車用ステアリ

ホース収納ボックス……………K3-154

ングホイール……………G2-2931

ホース接手………………………M2-4113B

ホイールキャップ

ホース接続具……………………M2-42

締め付け具……………………K1-2324

ホース接続具用

ホイールキャップ

締結バンド……………………M2-42

自動車用ホイール

＊ ホース継ぎ手……………………M2-410、M2-4111、

キャップ…………………G2-91193

M2-4113B、M2-4113D

ホイールコンベヤー……………G1-10

ホース継ぎ手金具………………M2-4113B

ホイールローダー………………K3-3210

ホース継ぎ手具…………………M2-4113B

＊＊保育器……………………………J7-20

ホース取付け用

＊＊ホイスト…………………………G1-20

雄型接続器具…………………M2-4113B

＊ 包餡機……………………………K4-50

ホース取付け用

包餡機

散水栓…………………………M2-530

製菓用包餡機………………K4-50

ホース取付け用
接続器具………………………M2-4113B

方位計……………………………J1-612
＊ 方位磁石…………………………J1-612

ホース用端末保護具……………M2-7

包囲棚……………………………L3-10

ホースの巻き枠…………………K3-154

邦楽用音取笛……………………E4-10

ホースバンド……………………M2-42

＊＊方眼紙……………………………F3-1131

ホース保護パット………………M2-490

＊＊ほうき……………………………C3-311

ホース巻取機……………………K3-154

＊ ほうき用柄………………………C3-39

ホース巻取りリール……………K3-154
ホース用

芳香液収納用容器………………C4-310
＊ 芳香器……………………………C4-310

折れ曲がり防止具……………M2-490

芳香器

ホース用リール…………………K3-154

疑音発生器付

＊＊ホーニング盤……………………K7-1100

トイレ用芳香器…………C4-310

ホーバークラフト………………G3-0、G3-20

自動車用芳香器……………C4-310

ホーバクラフト

電話機用芳香器……………H3-3194

おもちゃ………………………E1-6340

芳香剤入れ………………………C4-310

ホールカッター…………………K1-4080、K1-422

芳香剤収納器……………………C4-310
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芳香剤蒸散容器…………………C4-310

＊＊包装用アンプル…………………F4-58

芳香剤蒸散器……………………C4-310

＊ 包装用襟枠………………………F4-91131

芳香剤容器………………………C4-310

＊＊包装用押出しチューブ…………F4-570

方向指示器

＊ 包装用押出し

自転車用

チューブ絞り具………………F4-579

方向指示器………………G2-908

包装用押し出し

自動車用

チューブの蓋…………………F4-9120

方向指示器………………G2-908
方向指示器付自転車用

包装用掛止具……………………F4-922
＊＊包装用かご………………………F4-56

バックミラー…………………G2-901

＊ 包装用飾り具……………………F4-925

方向磁石…………………………J1-612

包装用飾り具の台………………F4-925

＊＊方向性結合器……………………H3-10
＊＊方向探知機………………………H3-621

包装用カップの蓋………………F4-9120A
＊＊包装用缶…………………………F4-50BA〜50BF、

方向探知機用アンテナ…………H3-110

F4-50CA、50DDB 、

＊ 方向探知用指示機………………H3-621

F4-52〜52D

芳香発散器………………………C4-310

＊ 包装用緩衝具……………………F4-921

芳香発生器………………………C4-310

＊ 包装用缶の口金…………………F4-9122

芳香防臭剤容器…………………C4-310
縫合器

包装用缶の注出口………………F4-9122
＊ 包装用缶のふた…………………F4-9120B、F4-9124

胃腸縫合器…………………J7-41

包装容器の提げ手………………F4-923

放射性廃棄物収納容器…………G1-520A

包装容器の把手…………………F4-923

放射線警報機……………………J6-30

包装用結束機……………………K0-62

＊ 放射線量計………………………J1-54

＊ 包装用結束具……………………F4-922

縫製機……………………………K5-20

＊ 包装用提げ手……………………F4-923

縫製仕掛り品搬送機……………G1-00

包装用さげ手付袋………………F4-42、F4-42A

宝石研磨機………………………K7-1160

＊ 包装用下げ札……………………F4-21

＊＊宝石箱……………………………C0-111〜111B

＊＊包装用皿…………………………F4-50

包装機
貨幣包装機…………………J4-42

包装用紙…………………………F4-10〜10BF
＊＊包装用しおり……………………F4-20〜20BF

紙幣包装機…………………J4-42

包装用仕切枠……………………F4-9111

商品自動包装機……………K0-60

＊＊包装用すだれ……………………F4-11

食品包装機…………………K0-60

＊＊包装用たる………………………F4-55

包装経木…………………………F4-10

包装用たるの栓…………………F4-9121

包装機用供給円板………………K0-60
包装機用

包装用俵…………………………F4-45
＊＊包装用台紙………………………F4-30〜30B

ロールヒーター………………K0-60

包装用チューブ…………………F4-570

包装作業台付

包装用チューブのふた…………F4-9120

電子はかり……………………J1-210

放送用中継車……………………G2-230

＊＊包装紙……………………………F4-10〜10BF

放送用調整機……………………H4-151

包装資材切断具…………………K1-123
＊ 包装すだれ………………………F4-11

包装用筒…………………………F4-50CA〜50CF
＊ 包装用つり下げ具………………F4-924

放送宣伝自動車…………………G2-20

包装用つり下げ台紙……………F4-31

放送中継自動車…………………G2-230
包装テープ繰出し具……………F2-810

包装用綴封機……………………K0-62
＊ 包装用中仕切り板………………F4-9111

包装箱用仕切り板………………F4-9111

包装用中仕切枠…………………F4-9111

包装封かん機……………………F2-831

包装用袋の封かん機……………F2-831

包装用当て紙……………………F4-10〜10BF
包装用網袋………………………F4-44
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＊＊包装用箱…………………………F4-50BA、50BF、

意匠分類の記号

包装用容器のキャップ…………F4-9120

F4-50CA、50DDB、

包装用容器の係止具……………F4-922

F4-530〜530BA

包装用容器の栓…………………F4-9121

包装用箱詰め機…………………K0-60

包装用容器の注出栓……………F4-9122、9123

包装用箱の提げ手………………F4-923

包装用容器の注出口……………F4-9122、9123

包装用ひも………………………F4-9129

包装用容器の注出具……………F4-9123

包装用紐通し板…………………F4-920

包装用容器の把手………………F4-923

＊＊包装用瓶…………………………F4-50D〜50DDB

包装用容器の止め具……………F4-922

F4-510〜5121

包装用容器の中蓋………………F4-9120

包装用瓶の替え栓………………F4-9121、F4-9123

包装用容器のはかま……………F4-920

包装用瓶の飾り具………………F4-925

包装用容器の

包装用瓶の計器付替栓…………F4-9121

刷毛付中栓……………………F4-9121

包装用瓶の栓……………………F4-9121
包装用瓶の注出口………………F4-9122

包装用容器の封かん具…………F4-9129
＊＊包装用容器のふた………………F4-9120、9120B

包装用瓶の注出栓………………F4-9122〜9123

包装用容器の

包装用瓶の中栓…………………F4-9121

蓋のガスケット………………F4-9129

包装用瓶の封かん具……………F4-9129

包装用容器の蓋用

包装用瓶のふた…………………F4-9120〜9120A

パッキング……………………F4-9129

包装用瓶

包装用容器用

ふたの封かん具………………F4-9129

ふた付け機……………………K0-61

包装用びん用成形金型…………K1-60
包装用封かん機…………………F2-831
＊ 包装用封かん紙…………………F4-20〜20BF

包装用ラベル……………………F4-20〜F4-20BF
＊ 包装用リボン……………………F4-925
＊＊包装用枠…………………………F4-9110〜9110AB、

＊＊包装用袋…………………………F4-40〜43

F4-91120〜91120A、

＊ 包装用袋口封かん機……………F2-831
包装用袋等開封具………………K1-123

F4-91121A〜91130
＊ 包帯………………………………J7-12

包装用袋熱溶着機………………F2-831
包装用袋の切込付け機…………K0-60

包帯止め具………………………J7-12
＊＊方立て……………………………L5-1700、L5-171

包装用袋の口封じ紙……………F4-33

方立

包装用袋のつり具………………F4-924

カーテンウォール

包装用袋の封かん紙……………F4-33

用方立……………………L5-171

＊ 包装用ふたの封かん具…………F4-9129

回転窓用方立………………L5-172

＊＊包装用噴霧器……………………F4-620〜621A

ドア用方立…………………L5-172、L5-174

＊ 包装用噴霧器の

嵌殺し方立…………………L5-173

押しボタン……………………F4-629

引戸方立……………………L5-171

包装用噴霧器のカバー…………F4-629

開き戸用方立………………L5-172

包装用噴霧器の

窓用方立……………………L5-171〜174

キャップ………………………F4-629

方立カバー………………………L5-106

包装用噴霧器の把持具…………F4-629

方立カバー材……………………L5-106

＊ 包装用噴霧器の

方立て固定具……………………L5-92

ハンドル………………………F4-629

＊ 方立て材…………………………L5-1700、L5-171

包装用噴霧器のボタン…………F4-629

方立材

＊ 包装用巻き芯……………………F4-9114

回転窓用方立材……………L5-172

包装用巻板………………………F4-9114

ドア用方立材………………L5-172、

＊＊包装用容器………………………F4-50〜50G、

L5-174〜174C

F4-5120〜5121、

嵌殺し方立材………………L5-173

F4-54〜56、F4-61

引戸方立材…………………L5-171

＊＊包装用容器の替え栓……………F4-9121、F4-9123

開き戸用方立材……………L5-172
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窓用方立材…………………L5-171〜174C

電子機器用放熱器…………H1-02

カーテンウォール

内燃機関用放熱器…………K8-296

用方立材…………………L5-171

放熱器連結用

方立嵌殺し部材…………………L5-1701

半導体素子取付具……………H1-79

＊ 方立て目板………………………L5-106

放熱板

＊ 方立て目板材……………………L5-106

電気機器用放熱板…………H1-02

＊ 方立て用はめ殺し部材…………L5-1701

電子機器用放熱板…………H1-02

方立用ブラケット材……………L5-92

半導体素子放熱板…………H1-02

＊＊包丁………………………………C6-3110

法被………………………………B1-22

包丁

包理フレーム……………………K6-71

さしみ包丁…………………C6-3110

法面施肥用肥料収納具…………K3-121

畳包丁………………………K1-10

法面ブロック

出刃包丁……………………C6-3110

吊り上げ具……………………G1-05

電気包丁……………………C6-3111

法面保護用遮水シート…………L2-210

肉切り包丁…………………C6-3110

法面保護用網……………………K3-120

包丁当て…………………………C6-310

方立ジョイント材………………L5-100

＊＊包丁掛け…………………………C5-530E
庖丁研磨器………………………K1-283

方立用戸当り材…………………L5-1020
＊ 保温及び

庖丁差し…………………………C5-530E

湯沸し用ポット………………C5-316〜316A

＊ 包丁研ぎ器………………………K1-283、K1-324

保温器……………………………C5-430

包丁研ぎ用台……………………K1-280

保温器

＊＊包丁用柄…………………………C6-191

食品保温器…………………C5-430

＊ 包丁用かつら……………………C6-319
包丁用カバー……………………C6-319

食器保温器…………………C5-430
＊ 保温着……………………………B1-01

包丁用鞘…………………………C6-319

保温具

＊ 包丁用刀身…………………………C6-319

食品用保温具………………C6-41

庖丁用刃…………………………C6-319

保温電気釜………………………C5-4121〜4121CA

＊＊方づえ……………………………L4-112

保温盆

方づえ

電気保温盆……………………C5-432

建物用方づえ………………L4-112

保温飯びつ………………………C5-430A

＊＊放電加工機………………………K7-1100

保温用管材………………………M2-31

放電加工機の

保温用ヒータ……………………K6-50B

電極挟持具……………………K7-119

捕獲機

放電加工機用電極管……………K7-119

モグラ捕獲機………………K3-130

放電加工機用

保管庫

電極ホルダー…………………K7-119

図面保管庫…………………F2-711

＊＊放電管……………………………D3-120、H1-740

保管袋

放電管保持器……………………D3-129

扇風機保管袋………………D4-49

放電管用ソケット………………H1-3443

補強具

＊ 放電殺虫器………………………C4-321

たばこ包装用

＊＊放電灯用安定器…………………H2-23

袋補強具…………………B6-29

放電灯用電圧安定器……………H2-23

補強材

＊ 放電ランプ………………………D3-120

雨戸枠補強材………………L5-240

＊ 放電ランプ保持器………………D3-129

補強付耐震用

放熱管用スペーサー……………K6-590

断面欠損材……………………L4-40

放熱器……………………………H1-02

補強リブ形成用型枠……………L1-3130

放熱器

補強リブ形成用

電気機器用放熱器…………H1-02

型枠被覆材……………………L1-319
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補強リブ付

釣り竿

スラブ用型枠…………………L1-310

ガイド保護具……………K2-493

保型具

釣り竿用

靴保型具……………………B5-03〜03A

竿先保護具………………K2-493

長ぐつ用保型具……………B5-03

頭部保護具…………………B2-65

ネクタイ結び目

保護ケース

保形具……………………B3-391

懐中電灯用

＊ 保険証カバー……………………F3-2920

保護ケース………………D3-519

歩行運動機………………………E3-010

携帯電灯用

歩行器……………………………D2-14MA
歩行器

意匠分類の記号

保護ケース………………D3-529
＊＊保護継電器………………………H1-60〜61C

幼児用歩行器………………D2-14MA

保護ダクト

歩行距離計………………………J1-02

配線用保護ダクト…………H2-4220

歩行者ゴムマット用

保護ダクト接続具

連結板…………………………L2-522

配線用保護ダクト

＊＊歩行補助器………………………J7-70

接続具……………………H2-4221〜4221A

歩行補助車………………………J7-70

保護筐

＊ 歩行遊戯具………………………E2-51

散水栓保護筐………………L2-432〜432B

歩行用平板………………………L6-1420

消火栓保護筐………………L2-432〜432B

歩行練習機………………………J7-70

制水弁保護筐………………L2-432〜432B

ほこり取り具……………………C3-30

量水器保護筐………………L2-432

保護カバー

保護板

ナット用

樹幹保護板…………………K3-150

保護カバー………………M3-193

保護枠

のこ刃保護カバー…………K1-52

軸流送風機用

配管用保護カバー…………M2-490

保護枠……………………K8-790

ボルト用

干柿用柿揉み機…………………K4-0

保護カバー………………M3-193

干し器

保護カード

靴干し器……………………C3-72〜72A

ストーブ用

洗たく物干し器……………C3-72〜72C

保護ガード………………D4-290

ふとん干し器………………C3-72〜72A

保護器

物干し器……………………C3-72〜72C

樹木の保護器………………L2-5510

乾草圧縮処理機…………………K3-140

保護キャップ

乾草圧縮処理機械用

管端保護キャップ…………M2-7

補助投入器……………………K3-140

たる木

歩車道境界コンク

保護キャップ……………L4-2193

リートブロック………………L2-5210

電球保護キャップ…………D3-1191
保護具

歩車道境界ステップ……………L2-520
＊＊歩車道境界ブロック……………L2-5210〜5212

靴用かかと保護具…………B5-920

歩車道境界ブロック用

靴用つま先保護具…………B5-920

保護材…………………………L2-529

作業顔面保護具……………J6-11

歩車道境界コンク

作業用呼吸保護具…………J6-11

リートブロック………………L2-5210〜5212
歩車道の

自動車用

境界縁石ブロック……………L2-5210〜5212

ドア保護具………………G2-2955

歩車道ブロック…………………L2-5211

自動車用

歩車道用渡り石…………………L2-520

バンパー保護具…………G2-2911

補色色環表………………………F1-301
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〔ホジ〕
物品の名称

〔ホッ〕
意匠分類の記号

保持器

物品の名称

意匠分類の記号

＊ 歩数計付き衣服

コップ保持器………………C5-530AA

ベルト用バックル……………B9-131

ベアリング保持器…………K9-1190

補正機

放電ランプ保持器…………D3-129

映像信号補正機……………H4-32

保持具

舗石………………………………L6-1421

壁間隔保持具………………L4-3212
瓦焼成炉用

舗石ブロック……………………L6-1420
＊ 保線ローラー……………………H2-410

間隔保持具………………K0-491

舗装工事用型枠…………………L1-310〜311

吸着運搬用

舗装体切削機用

磁石保持具………………K1-204

カッタービット………………K1-4081

コップ保持具………………C5-530、C5-530E

舗装板……………………………L6-1420

コンクリート型枠

舗装用板…………………………L6-1420〜1422

間隔保持具………………L1-331

舗装用骨材散布機………………K3-326

コンクリート型枠

舗装用こて加熱機………………K3-326

締付け具用

舗装用ブロック…………………L6-1420

間隔保持具………………L1-322

細線圧延機………………………K7-120

ごみ袋用保持具……………C3-379
シャンデリア

細幅レース………………………M1-624〜624BA
＊＊細幅レース地……………………M-624〜624BA

つり下げ保持具…………D3-31923

ほぞ切り欠き機…………………K7-23

切削用工具保持具…………K7-1910

＊＊ほぞ取り盤………………………K7-23

鉄筋保持具…………………L1-433

＊ 帆立貝洗浄機……………………K4-20

鉄筋間隔保持具……………L1-431〜431A

帆立貝用殻掃除具………………K2-2

鉄骨間隔保持具……………L1-432

帆立稚貝養殖器…………………K2-2

トライバー用

ほたて養殖篭

ねじ保持具………………K1-23190
ミーリング用可変

誘導舷側車……………………K2-2
＊ 捕虫網……………………………E0-12

加工工具取付け

＊ 捕虫器……………………………C4-320、C4-323、

保持具……………………K7-1912
保持具付き

K3-130
＊＊補聴器……………………………J7-14

アンカーボルト………………M3-10

補聴器ケース……………………J7-14

保持材

北極グマおもちゃ………………E1-32AA

壁間隔保持材………………L4-3212

ホック

補助組立建物……………………L3-220、L3-220B、

衣服用ホック………………B9-113

L3-230A

袋口用ホック………………F2-620

補助具

ホック付

ガスこんろ用
燃焼補助具………………C6-44920

カーテンランナー……………L5-512
＊ ホック取付け機…………………K5-20

幼児入浴用補助具…………D5-30

ホット

＊ 補助サングラス…………………B3-61

サンドイッチ焼き器…………C5-4121A

補助桟材

ホットプレート…………………C5-4121〜4121C
ホッパー

窓用補助桟材………………L5-12010

コンクリートミキ

補助席

サー用ホッパー…………K3-301

自転車用

精米機用ホッパー…………K4-19

小児補助席………………L5-4942

生コンクリート

補助梯子付

供給用

マンホール蓋用枠……………L2-441〜441A

移動ホッパー……………K3-301

＊ 歩数計……………………………J1-02

＊ ホッピング………………………E2-50
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〔ホテ〕
物品の名称

〔ホル〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

ホテル……………………………L3-200

火屋付き燭台……………………D3-25D

歩道橋用高欄……………………L3-530

堀り機

歩道橋用梁………………………L2-51

いも堀り機…………………K3-142

歩道柵……………………………L3-530

建設用穴掘り機……………K3-323

歩道の装飾用アーチ……………L3-11

建設用溝掘り機……………K3-3210

歩道乗上げ用板…………………L2-520〜5210
歩道板……………………………L6-1420

農業用穴掘り機……………K3-323
＊ 堀りこたつ………………………D4-120

歩道板基枠………………………L2-520

堀こたつ用ヒーター……………D4-129

舗道ブロック……………………L6-1420〜1421

堀こたつ用炉箱…………………D4-129

歩道用縁石ブロック……………L2-5211

堀さく機用バケット……………K3-32191

歩道用コンクリート

掘取り機…………………………K3-142

ブロック………………………L2-5210〜5212、

堀取り機

L6-1421〜1422

移植用樹堀取り機…………K3-126

＊＊歩道用

掘取機用刃………………………K3-142

コンクリート平板……………L6-1420〜1421

掘取り収穫機用

歩道用柵パネル…………………L3-530

茎葉分離板……………………K3-190

歩道用柵パレット………………L3-530

ホルダー

舗道用ブロック…………………L6-1420

インクつぼ付

歩道用ブロック…………………L2-51〜5212、

ペンホルダー……………F2-7210

L6-1420〜1421

鉛筆ホルダー………………F2-1194

歩道用平板………………………L6-1420

懐中電灯用

歩道用マット……………………L2-522

ホルダー…………………D3-519

歩道路面融雪用

キーホルダー………………B3-01

散水パイプ……………………L2-541

クレヨンホルダー…………F2-1194

＊＊哺乳瓶……………………………C5-235

携帯電灯用

哺乳びんカバー…………………C5-511

ホルダー…………………D3-529

哺乳びん乾燥機…………………C6-73

消しゴムホルダー…………F2-1229

哺乳瓶ケース……………………C5-511

コインホルダー……………B3-01

哺乳びん殺菌器…………………C6-70

コピーホルダー……………F2-732

＊ 哺乳瓶指示具……………………C5-530A

ごみ箱ホルダー……………C3-379

哺乳びん保持器…………………C5-530〜530A、

接着テープ

C5-530E

ホルダー…………………F2-8141〜8141A

＊ 哺乳瓶用カバー…………………C5-511

チョークホルダー…………F2-1194

哺乳びん用ケース………………C5-511

トイレットペー

＊ 哺乳瓶用乳首……………………C5-2391

パーホルダー……………C4-250

＊ 哺乳瓶用ふた……………………C5-2391

取付け用

骨

ペンホルダー……………F2-7215
うちわ用骨…………………B3-791

日本かみそり

傘用骨………………………B3-892

ホルダー…………………B7-222

扇子用骨……………………B3-791
炎感知器…………………………H1-561

バイトホルダー……………K7-1911

物干竿取付具……………………C3-712〜712B

筆記具用ホルダー…………F2-1194

ホバークラフト…………………G3-0、G3-20

フライス盤用心

ヒューズホルダー…………H1-592

帆舟………………………………G3-22

出し棒ホルダー…………K7-193

＊＊ホブ盤……………………………K7-117

ペンホルダー………………F2-7214

火屋

ペン立て付接着

石油ランプ用火屋…………D3-229

テープホルダー…………F2-8140

電球用火屋…………………D3-1190
420

〔ホル〕
物品の名称

〔ボー〕
意匠分類の記号

物品の名称

マグネット

意匠分類の記号

チーズボード………………C5-441、C5-441A

ホルダー…………………F2-642

ベッド用

文字修正テープ用

フットボード……………D2-2191〜2191B

ホルダー…………………F2-1220

ベッド用

ロールシート

ヘッドボード……………D2-2191〜2191B

ホルダー…………………F2-810

ボードカッター…………………K1-120

＊ ホルン……………………………E4-40

ボード取付け枠材………………L4-110

保冷具

ボーリングおもちゃ……………E1-012

食品用保冷具………………C6-41
保冷コンテナ用

ボーリングゲーム盤……………E2-212
＊ ボーリングボール………………E3-301

クーラー………………………K6-6

ボーリングボール用

保冷車用ドアハンドル…………G1-5290、G2-2950

運搬車…………………………G2-50〜50B

保冷車用荷箱……………………G1-520A

ボーリングマシン………………K3-3211

保冷箱……………………………G1-50A

ボーリング用

保冷容器…………………………G1-50A
＊＊本立て……………………………F2-73141

コアビット……………………K1-4080
＊ ボーリング用

本立て

スコアシート…………………F3-1134

机上用本立て………………F2-73141

ボーリング用ピン………………E3-00

蛍光灯付き本立て…………F2-73140

ボーリングボール………………E3-301

＊ 本立て仕切り具…………………F2-73149

ボール……………………………E3-301

＊ 本立て付き事務用品

ボール

キャビネット…………………F2-710

運動用ボール………………E3-301

＊＊本棚………………………………D2-511〜D2-511H、

ゴム紐付ボール……………E2-410

D2-511K〜511L、

ゴルフボール………………E3-301

D2-514〜515

調理用ボール………………C5-4530

＊ 本棚付き机………………………D2-332〜D2-332C

バレーボール用

D2-02

ボール……………………E3-301

本葺瓦……………………………L6-1110

ビーチボール………………E2-411

本葺用平瓦………………………L6-1110

フィンガーボール…………C5-0

ボート……………………………G3-20〜21、

フットボール用

G3-23〜3

ボール……………………E3-301

ボート

ベアリングボール…………K9-1190

足こぎボート………………G3-3

ボーリングボール…………E3-301

オールボート………………G3-23

水切りざる付

競艇用ボート………………G3-21

ボール……………………C5-457〜457A

ゴムボート…………………G3-24

野球ボール…………………E3-301

モーターボート……………G3-21

ラグビーボール……………E3-301

ボート運搬具……………………G1-00

ボールおもちゃ…………………E2-411

＊ ボートおもちゃ…………………E1-6340

＊ ボール紙…………………………M1-2〜M1-2L

ボートの転覆防止具……………G3-90
ボート用オール…………………G3-90

ボール紙地………………………M1-2〜M1-2L
＊ ボールタップ……………………M2-530

ボート用オールロック…………G3-90

ボールタップ用

ボート用船体……………………G3-23
ボート用梯子……………………G3-90

吐水パイプ……………………L3-6290
＊ ボール電球………………………D3-111

ボード
クリップボード……………F2-7443

ボール箱詰め機…………………K0-60
＊ ボールバルブ……………………M2-520

サーフボード………………E3-52

ボールバルブ用弁体……………M2-5912

スコアボード………………F5-10〜F5-10C
421

〔ボー〕
物品の名称

〔ボウ〕
意匠分類の記号

物品の名称

ボール盤

意匠分類の記号

帽

卓上ボール盤………………K7-112

坑内帽………………………B2-65

多軸ボール盤………………K7-112

日除け帽……………………B2-61A

直立ボール盤………………K7-112

保安帽………………………B2-65

木工用ボール盤……………K7-23

幼児用洗髪帽………………C4-110

ラジアルボール盤…………K7-112

棒

ボール盤の切削屑飛散

砕岩棒………………………K3-3272

防止具…………………………K7-119

指揮棒………………………E4-00

ボール盤用加工材押え…………K7-112

接地棒………………………H1-314

ボール盤用単軸

地面締固め棒………………K3-3240

スピンドル……………………K7-112

トイレットペーパ

ボールベアリング………………K9-110

ーホルダー芯棒…………C4-259

＊＊ボールペン………………………F2-1130〜1130C

内燃機関用連接棒…………K8-291

ボールペン

フライス盤用

シャープペンシル

心出し棒…………………K7-193

付きボールペン…………F2-1130〜F2-1130C

マッチ棒……………………B6-51

＊＊ボールペン付き

綿棒…………………………J7-12

シャープペンシル……………F2-112〜F2-112C

麺棒…………………………C6-351

＊ ボールペン付き
ライター………………………B6-41

溶接棒………………………K7-1412
＊＊望遠鏡……………………………J3-11

ボールペン用替芯………………F2-1139

望遠鏡

ボールペン用クリップ…………F2-1192

天体望遠鏡…………………J3-11

＊ ボールペン用中芯………………F2-1139

＊＊望遠鏡おもちゃ…………………E1-652

＊＊ボールミル………………………K3-41

＊ 望遠鏡ケース……………………J3-19

ボイド管止め金具………………L1-30

望遠鏡付ビデオカメラ…………H4-310

ボイラー

防煙防火ダンパー………………D4-0

給湯用

防音換気フード…………………L5-41

温水ボイラー……………K8-31

防音緩衝用

蒸気ボイラー………………K8-31

ゴム製床下地板………………L6-143

蒸気機関用

防音室……………………………L3-201

ボイラー…………………K8-30

＊ 防音天井板………………………L6-131

製茶用ボイラー……………K8-31

防音天井板材……………………L6-131

セントラル

防音ドア…………………………L5-12100

ヒーティング用

防音箱

ボイラー…………………K8-31

圧縮機用防音箱……………K8-690

船用ボイラー………………K8-30

防音板……………………………L6-131〜1320

発電用ボイラー……………K8-30

防音パネル………………………L6-131

ボイラー…………………………K8-30〜K8-31

防音壁……………………………L2-543

ボイラー格納庫…………………K8-39

＊ 防音壁板…………………………L6-131〜131A

ボイラー給水用加圧機…………K8-39

＊ 防音壁板材………………………L6-131
防音壁用

ボイラー用格納庫………………K8-39
ボイラー用給水加熱器…………K8-39

吸音板取付金具………………L2-543

ボイラー用給水器………………K8-39

防音壁用パッキング材…………L4-40

ボイラー用空気予熱器…………K8-39

防音壁用表被板材………………L6-131

ボイラー用消音器………………K8-39

防火ダンパー……………………D4-0

ボイラー用水位制御器…………K8-39

防火戸用自動閉鎖器……………L5-6330〜6331

ボイラ用格納庫…………………K8-39

防火戸……………………………L5-1200

ボイラ用消音器…………………K8-39

防寒用コート……………………B1-110
422

〔ボウ〕
物品の名称

〔ボウ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

防寒用つなぎ服…………………B1-13

防災監視盤………………………J6-32

防寒用ベスト……………………B1-114

防災ずきん………………………B2-61

防寒用耳覆い……………………B2-66
ぼうき

防災船……………………………G3-20
＊ 防災放送用増幅器………………H4-151A

羽ぼうき……………………F2-30

防災用具収納庫…………………L3-220

防気遮音断熱材…………………L5-1021

防災用警報信号受信器…………J6-32

防球フエンス……………………L3-530

防災用警報受信器………………J6-32

防球用ネットユニット…………L3-50

＊ 防災用受信盤……………………J6-32

防舷具……………………………G3-94

防砂板……………………………L2-2120

防舷具
船舶用防舷具………………G3-94

棒材………………………………M2-1
＊＊帽子………………………………B2-61〜61AA

防舷材……………………………G3-94

帽子

防舷材
船舶用防舷具………………G3-94
防舷材吊具………………………G1-05

消防用帽子…………………B2-65
＊ 帽子掛け…………………………D1-21〜D1-21D
＊＊帽子掛け台………………………D2-610

防舷材用埋込栓…………………G3-94

防止カバー

防舷体……………………………G3-94

つめ切り用つめ屑

防舷体

防止カバー………………B7-1419

船舶接岸用防舷体…………G3-94

防止ガード

防眩板……………………………L2-532

ストーブ転倒

＊ 棒鋼………………………………M2-1

防止ガード………………D4-290

＊ 棒鋼回転切断機用万力…………K1-271

防止器

棒鋼間隔保持結束具……………L1-431〜432

タイヤの

＊＊膀胱鏡……………………………J7-32

泥はね防止器……………G2-91190

＊ 棒鋼切断機………………………K7-11030

墜落防止器…………………J6-12

＊＊膀胱洗浄器………………………J7-47

防止具

棒鋼のクロス

調理用

ジョイント金具………………L1-433

油飛散防止具……………C6-44922

防護衣

電気洗たく機用

エックス線防護衣…………J6-11

からみ防止具……………C3-529

防護板……………………………L6-1320

扉用指詰め防止具…………L5-90

防護カバー

吹きこぼれ防止具…………C5-4190

電線防護カバー……………H1-221

風呂蓋移動防止具…………D5-3190

防護さく…………………………L3-530

防止柵

防護柵……………………………L3-530〜530D

雪崩防止柵…………………L2-542

防護柵取付金具…………………L3-549

防湿灯……………………………D3-652

防護柵の支柱……………………L3-5472

防湿用束石………………………L2-214

防護柵の支柱キャップ…………L3-549

防止板

防護柵ユニット…………………L3-5410
防護柵用支柱……………………L3-5410
防護柵用装飾パネル……………L3-5391

樋用
雨水飛散防止板…………L4-2390
＊＊防臭剤……………………………C4-311
防臭剤入れ………………………C4-310

防護柵用横架材…………………L3-540
防護板

＊＊防臭剤用容器……………………C4-310
防臭弁……………………………L2-4390

電柱用防護板………………L2-169

防臭防虫剤用容器………………C4-310

防護壁

防臭用円形汚水桝蓋……………L2-441A

医療用エックス線
防護壁……………………J7-360
＊＊防護面……………………………J6-11

＊＊帽章………………………………B3-13
＊ 帽子用あご止め金具……………B9-140
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〔ボウ〕
物品の名称

〔ボウ〕
意匠分類の記号

物品の名称

＊ 帽子用後部垂片…………………B2-69

意匠分類の記号

紡績機械用

＊ 帽子用調節金具…………………B9-140

故障表示器表示板……………K5-190

＊ 帽子用びん皮……………………B2-69

紡績機械用筋ローラー…………K5-190

＊ 帽子用リボン……………………B2-69

紡績機械用

防振架台…………………………K9-3

スネールワイヤー……………K5-190

防振架台

紡績機械用スピンドル…………K5-190

エアーコン

紡績機械用

ディショナー用
防振架台…………………D4-390

スピンドルブレーキ…………K5-190
＊ 紡績機械用トラベラー…………K5-191

防振架台用吸振体………………K9-3

紡績機械用ドラム………………K5-190

防振具……………………………K9-3

紡績機械用バルーン

棒針ゲージ………………………J1-127

コントロールリング…………K5-191

防振ゴム…………………………K9-3

紡績機械用フライヤー…………K5-190

防振台……………………………K9-3

紡績機械用ボビン………………K5-192

防振台

＊＊紡績機械用

圧縮機用防振台……………K9-3
金属工作機械用

ボビン保持器…………………K5-190
＊＊紡績機械用リング………………K5-190〜191

防振台……………………K9-3

紡績針……………………………K5-190

ポンプ用防振台……………K9-3

防雪、防風、防砂板……………L3-1320

防振パッド………………………K9-3

＊＊防雪さく…………………………L2-542

防振用配管支持具………………M2-6

防雪さく支柱……………………L2-542

防除器……………………………K3-130

防雪さく板………………………L6-1320

防除機……………………………K3-131A

防雪棚……………………………L2-541

防除車……………………………K3-130

防雪板……………………………L6-1320

防塵キャビン……………………L3-201

防雪用棚…………………………L2-542

防塵フード………………………J6-11

棒高跳び用支柱…………………E3-1

防塵フィルター付
圧縮機…………………………K8-60

防虫網戸…………………………L5-1250
＊＊防虫剤……………………………C4-311

＊＊防じんマスク……………………J6-11
＊ 防じん用眼鏡……………………B3-60A
防水型グローソケット…………H1-3441〜3441A

防虫剤入れ………………………C4-310
＊＊防虫剤用容器……………………C4-310
＊ 防虫灯……………………………D3-652

防水型

防虫・防臭剤用容器……………C4-310

蛍光灯用ソケット……………H1-3442
防水コネクタ用

防虫用網地………………………M1-103
＊ 防鳥網……………………………K3-130

保護カバー……………………H1-222

防鳥具……………………………K3-130

防水下地材………………………L6-121

防鳥用具取付け竿………………K3-130

防水ズボン………………………B1-121

防鳥用シート……………………K3-130

防水施工用芯木材………………L4-410

防滴プレート

防水栓……………………………H1-222、L3-639

配線器具用

防水層立上り部遮蔽板…………L4-2190

防滴プレート……………H2-4240〜4240B

防水層端末押え…………………L4-2190

防滴パッカー……………………L3-390

防水端部保護部材………………L4-2190

棒はかり…………………………J1-210

防水用シート……………………L2-122

棒鋼………………………………L4-121

防錆用スリーブ…………………M2-4191
紡績機械用
糸緊張調整器…………………K5-190

防波堤用ブロック………………L2-62
＊＊防犯警報器………………………J6-30
＊ 防犯灯……………………………D3-410〜410B

紡績機械用

防犯ブザー………………………H4-121

糸切れ探知器…………………K5-190

防犯ブザー付携帯電灯…………D3-512、D3-522
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〔ボウ〕
物品の名称

〔ボッ〕
意匠分類の記号

物品の名称

防犯用警報受信盤………………J6-32

ボタン穴かがり用

防犯用検知器……………………H0-20
防犯用ブザー……………………H4-1210〜1211

意匠分類の記号

ミシン…………………………K5-230B
＊＊ボタン穴ミシン…………………K5-230B

防犯用モニター

ボタン付ミシン用針板…………K5-2390

テレビカメラ…………………H4-310

ボタン付けミシン………………K5-230

棒秤………………………………J1-210

釦取付け機………………………K5-20

防爆型赤外線監視機……………H0-20

ボタン取付け機…………………K5-20

防爆形モートル…………………H2-120

＊ ボタンホール用

防爆用照明器具…………………D3-660〜660C

カッター………………………C0-30

防風さく…………………………L2-542

ボックス

防風さく風防板…………………L6-1320

アウトレット

防風板……………………………L6-1320

ボックス…………………H2-4230

防風防雪さく……………………L2-542

カーテンボックス…………L5-590

防風防雪さく用板………………L6-1320

改札ボックス………………L3-13

防風防雪さく用パネル…………L6-1320

携帯用

防風防雪用さく…………………L2-542

保冷ボックス……………C5-3251

防風用網地………………………K3-120、M1-103

黒板用チョーク

ボクシングゲーム盤……………E2-212

ボックス…………………F2-4290

＊ ボクシング用

車載用スピーカー

マウスピース…………………E3-02

ボックス…………………H4-131C〜131CA

＊ 墨汁入れ…………………………F1-310

集合計器ボックス…………H2-591

牧草刈取運搬車…………………K3-1430

自転車用変速

牧草用乾燥機……………………K3-14810

レバーボックス…………G2-4955

牧草梱包巻戻機…………………K3-140

自動車用コン

牧草集草機………………………K3-140

ソールボックス…………G2-2961

牧草等のロール形成機…………K3-140

ジョイント

＊ 牧草搬送機………………………K3-147

ボックス…………………H1-333

＊＊牧草用乾燥機……………………K3-14810

スイッチボックス…………H2-4230

補助桟

スピーカー

窓用補助桟…………………L5-12010

ボックス…………………H4-130〜131CA

＊＊ボストンバッグ…………………B4-1AA、B4-1CA、

電話ボックス………………L3-12

B4-1DA

配線用地中埋込

母線………………………………H1-120

ボックス…………………L2-430

墓前花立て………………………C7-139

ベネチアン

墓前花立筒………………………C7-139

ブラインド用

ボタン

ヘッドボックス…………C1-59

衣服用ボタン………………B9-111

ボックスカバー

衣服用

スイッチ

くるみボタン……………B9-111

ボックスカバー…………H2-42390

衣服用

配線用

チャイナボタン…………B9-113

ボックスカバー…………H2-42390

衣服用鼓ボタン……………B9-111

ボックスカルバート……………L2-411〜411E

衣服用

ボックスカルバート用

トグルボタン……………B9-113

ライニング板…………………L2-4190

かばん用ボタン……………B9-111

ボックスコック用

カフスボタン………………B3-42

カバー…………………………M2-5920

靴用ボタン…………………B9-111

ボックスパレット用
脚受皿…………………………G1-5190
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〔ボッ〕

〔ポケ〕

物品の名称

意匠分類の記号

物品の名称

ボックスパレット用

意匠分類の記号

装身具整理盆………………C0-12

係止具…………………………G1-5190

手提げ盆……………………C5-5370〜5370F

＊ ボックスレンチ…………………K1-2324

電気保温盆…………………C5-432

＊ 木剣………………………………E3-02

水切り盆……………………C5-450

ボディースーツ…………………B1-65

盆栽作業台用天板………………K1-55

ボディブラシ……………………C4-102A

盆栽ばさみ………………………K1-133

ボトル運搬用容器………………G1-521

盆栽用台…………………………D1-370〜370B

ボトル用ラック…………………D1-32

盆栽用被覆マット………………K3-15690

＊ ボトルラック……………………D1-32

盆栽用雪囲い……………………K3-150

墓碑………………………………C7-130

盆の提げ手………………………C5-5379

＊＊墓標………………………………C7-130

盆の提手…………………………C5-5379

墓碑用燭台………………………C7-142

盆の把手…………………………C5-5379

ボビン

ボンベ……………………………G1-5230

繊維機械用ボビン…………K5-192
ミシン用ボビン……………K5-2396

ボンベ運搬台車…………………G2-50
＊ ボンベ置台………………………D0-12

ボビンケース

ボンベ収納庫……………………D0-12

ミシン用

ボンベ保護具……………………D0-12

ボビンケース……………K5-2396
ボビン係止具……………………K5-190

＊ ボンベ用格納庫…………………D0-12
＊ ボンベ用支持枠…………………D0-12

＊ ボリュートポンプ………………K8-522

ボンベ用帽蓋……………………G1-5239

＊＊ボルト……………………………M3-112〜112E

ぼんぼり…………………………D3-26〜27

ボルト

ぼんぼり

筋交い用ボルト……………L4-193

ひな飾り用

羽子板ボルト………………L4-193

ぼんぼり…………………C2-1520

ロックボルト………………L2-122

＊ 盆用飾り具………………………C5-5379

ボルトカッター…………………K1-220A

＊ 盆用つり手………………………C5-5379

ボルトカバー……………………M3-193

＊ 盆用取手…………………………C5-5379

ボルトキャップ…………………M3-193

＊ 盆用水切り盤……………………C5-5379

＊＊ボルトクリッパー………………K1-223
ボルト締具………………………K1-230

ポータブルステージ……………L3-201
＊＊ポーチ……………………………L3-41

＊ ボルト脱落防止用

ポーチ柱付玄関庇………………L3-41

スナップピン…………………M3-192

ポーチ屋根付

ボルト脱落防止用ピン…………M3-192

カーポート……………………L3-230

ボルトナット締付具……………K1-332

ポーチ用屋根……………………L3-41

ボルトナット用

ポール……………………………L3-5410

保護キャップ…………………M3-193

ポール

ボルトナット用

街路灯用ポール………………D3-4190
自動車用コント

キャップ………………………M3-193
ボルトナット用

ロールポール………………G2-2942

弛み止金具……………………M3-190

測量用ポール…………………J1-610

ボルト用化粧キャップ…………M3-193

ポイント

ボルト用めかくし具……………M3-193

レールおもちゃ用

ボルト保護キャップ……………L1-190

ポイント…………………E1-6329

＊ ボルト用保護カバー……………M3-193

ポケット

ボルト用保護キャップ…………M3-193

ドア用

＊＊盆…………………………………C5-5370〜5370F

ガラスポケット…………L5-1010B

盆

窓用
喫煙具用盆…………………B6-0

ガラスポケット…………L5-1010B
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〔ポケ〕
物品の名称

〔ポン〕
意匠分類の記号

物品の名称

ポケット材
ドア用ガラス

意匠分類の記号

ポリ袋開口用刃物………………K1-123
＊＊ポロシャツ………………………B1-113

ポケット材…………………L5-1010B

ポンチ……………………………K1-2422

窓用ガラス

ポンチ

ポケット材…………………L5-1010B

センターポンチ……………K1-2422

ポケット付き

ポンプ……………………………K8-512、K8-513、

アルバム台紙…………………F3-13212

K8-522

＊＊ポケットナイフ…………………K1-110C

ポンプ

ポケットナイフ用柄……………K1-119

インラインポンプ…………K8-521

ポケットベル……………………H3-60

うず巻きポンプ……………K8-522

ポケットライター………………B6-43〜43CD

遠心ポンプ…………………K8-522

ポケットライター

往復動ポンプ………………K8-521

ケース…………………………B6-490

回転ポンプ…………………K8-522

＊＊ポケットライト…………………D3-511〜511D

回転真空ポンプ……………K8-50

ポケットラジオ…………………H3-710A〜710AA

拡散ポンプ…………………K8-50

＊＊ポスター…………………………F3-33

気泡ポンプ…………………K8-50

＊ ポスターつり下げ具……………F2-61

キャンド

＊ ポスター止め具…………………F2-640

モーターポンプ…………K8-521

ポスト……………………………L3-12

携帯用

ポスト

灯油補給ポンプ…………K8-513

自転車用ハンドル

携帯用

ポスト……………………G2-4920

把握石油ポンプ…………K8-513

郵便ポスト…………………L3-12

斜流ポンプ…………………K8-521

ポスト付門柱……………………L3-520

ジェットポンプ……………K8-50

ポット

軸流ポンプ…………………K8-521

クリスマス

水中斜流ポンプ……………K8-521

ツリー用ポット…………C7-31

水中

コーヒーポット……………C5-310〜310FA

モーターポンプ…………K8-521

ティーポット………………C5-310〜310FA

タービンポンプ……………K8-522

電気ポット…………………C5-421

立軸斜流ポンプ……………K8-521

保温及び湯沸かし

ダイヤフラム

用ポット…………………C5-316〜316A

ポンプ……………………K8-511

ミルクポット………………C5-315〜310FA

チューブラポンプ…………K8-521

＊ ポットカバー……………………C5-511

電磁ポンプ…………………K8-50

ポップコーン

内燃機関用

味付攪拌機……………………K4-40

潤滑油ポンプ……………K8-296

ポップコーン製造機……………K4-0、K4-70

内燃機関用

ポップコーン調理器……………C6-430

燃料噴射ポンプ…………K8-294

ポップコーン用焙煎機…………K4-0

歯車ポンプ…………………K8-512

ポットカバー……………………G5-511

ピストンポンプ……………K8-511

ポテンショメータ………………H1-550

噴射ポンプ…………………K8-50

ポマード塗布器…………………B7-30

プランジャー

ポリシング盤……………………K7-1100

ポンプ……………………K8-511

ポリスボックス…………………L3-11

ベーンポンプ………………K8-512

ポリッシャー

ボリュートポンプ…………K8-522

携帯用動力

摩擦ポンプ…………………K8-50

ポリッシャー……………K1-322

モルタル用ポンプ…………K3-3250

ポリッシャー………………C3-212
427

〔ポン〕
物品の名称

〔ポン〕
意匠分類の記号

物品の名称

ロータリ
ピストンポンプ…………K8-512
＊ ポンプおもちゃ…………………E1-22
ポンプ付給水タンク……………G1-522
＊ ポンプ用ガスケット……………K8-592
ポンプ用吸口……………………K8-590
＊ ポンプ用ケーシング……………K8-592
＊ ポンプ用吹込み口………………K8-592
ポンプ用栓………………………G1-59
＊ ポンプ用
ターミナルヘッド……………K8-592
ポンプ用ダイヤフラム…………K8-590
ポンプ用蓄圧器…………………K8-590
ポンプ用吐出流確認器…………K8-590
ポンプ用ノズル…………………K8-590
＊＊ポンプ用羽根車…………………K8-591
ポンプ用防音箱…………………K8-590
ポンプ用防振架台………………K9-3
＊ ポンプ用防振台…………………K9-3
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意匠分類の記号

