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〔マー〕                          〔マガ〕 

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

 

〔ま〕 

 

＊＊マーキングペン…………………F2-1150～F2-1150C 

  マーキングペン軸筒……………F2-1190  

  マーキングペンの 

   ペン先…………………………F2-1193  

  マーキングペン用 

   インキ収容筒…………………F2-1190  

  マーキングペン用芯……………F2-1190  

  マーキングマシン………………K7-130 

＊＊マージャン卓……………………E2-20  

  マージャン点棒…………………E2-20  

  麻雀牌……………………………E2-22  

  麻雀用テーブル…………………E2-20  

  麻雀用風位表示具………………E2-20  

  巻上げドラム……………………G1-29  

  マイク……………………………H4-110～110A 

   マイクおもちゃ…………………E1-640 

  マイクミキシング用 

   増巾器…………………………H1-160 

  マイクロギャード 

   モーター………………………H2-122 

  マイクロ写真用現像機…………J3-6 

  マイクロ写真用 

   プリンター……………………J3-6 

  マイクロ写真用 

   リーダープリンター…………J3-6 

＊＊マイクロスイッチ………………H1-551 

＊ マイクロ波応答器………………H3-60  

＊ マイクロ波送受波器……………H3-60  

  マイクロ波発振器………………H3-21  

  マイクロフィルム 

   スキャナー……………………J3-6 

＊＊マイクロフィルム用 

   リーダー………………………J3-6 

＊＊マイクロフィルム用 

   リーダープリンター…………J3-6 

  マイクロフィルム 

   リーダー………………………J3-6 

  マイクロフィルム 

   リーダープリンター…………J3-6 

  マイクロフイッシュ 

   投影機…………………………J3-6 

  マイクロフォン用 

   スタンド………………………H4-119 

＊＊マイクロホン……………………H4-110～110A 

  マイクロホン受け………………H4-119 

  マイクロホン置き台……………H4-119 

  マイクロホン支持具……………H4-119 

  マイクロホン支持台……………H4-119 

  マイクロホン 

   収納ケース……………………H4-119 

＊＊マイクロホンスタンド…………H4-119 

  マイクロホン付き 

   ヘッドホン……………………H4-142 

  マイクロホン取付具……………H4-119 

  マイクロホン 

   フォルダー……………………H4-119 

＊ マイクロホンミキサー…………H4-162～162A 

  マイクロホン用 

   支柱立て………………………H4-119 

  マイクロホン用集音器…………H4-119 

＊ マイクロホン用風防……………H4-119 

＊＊マイクロメーター………………J1-122 

  マイクロモーター………………H2-120 

  マイクロモータ用 

   フォーク形ブラシ……………H2-19  

  埋設管掃除具用案内具…………L2-4190  

  埋設金属探索用受信器…………H0-20  

  埋設消火栓ボックス……………L2-432B  

  埋設配管用標示盤………………L2-210、L2-4390  

  埋設ボックス用底蓋……………L2-4390  

  埋設用止水栓ボックス…………L2-432A  

  舞茸栽培びん用蓋………………K3-123 

  マウスピース 

    ボクシング用 

     マウスピース……………E3-02  

  まえかけ…………………………B1-31、B1-31A 

  前飾り 

    家具用前飾り………………D2-93141 

＊＊前流し台…………………………D5-23  

＊ マカロニ…………………………A1-14  

  マカロニ製造器の 

   押出型…………………………K4-90  

  マガジン 

    写真植字機用印画 

     紙収マガジン……………K0-239 

    テープレコーダ用 

     テープマガジン…………H4-4192A 

    ビデオテープ 

     レコーダ用 

     テープマガジン…………H4-4192  

＊＊マガジンラック…………………D1-311～311A 

  マガジンラック 

組立用板………………………D2-910 
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〔マガ〕                          〔マジ〕 

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

  マガジンラック付き 

   テーブル………………………D2-310E  

  曲り 

    樋曲り………………………L4-2322D 

＊ 曲り尺……………………………F2-314 

  曲がり側溝ブロック……………L2-412 

  曲り樋……………………………L4-2322D 

  巻き 

    腰巻き………………………B1-64  

    伊達巻き……………………B2-192 

    腹巻き………………………B2-011～011A 

  巻き上げ機………………………G1-20  

  巻き揚げ機………………………G1-32  

  巻上機用吊具……………………G1-05  

  巻上ドラム………………………G1-29  

  撒き餌具…………………………K2-00  

  まき餌充填器……………………K2-00  

  まき餌用しゃくし………………K2-00  

＊ 巻き返し機………………………K5-12  

  巻具 

    ギター用弦巻具……………E4-39  

  牧柵用支柱………………………L3-5410  

  巻き芯 

    包装用巻き芯………………F4-9114  

＊＊巻き尺……………………………J1-111 

  巻尺ケース………………………J1-111 

  巻き尺付電子計算機……………J4-54  

＊ 巻き尺テープ……………………J1-111 

  巻き尺の支持枠…………………J1-111 

  巻き尺用支持枠…………………J1-111 

＊ 巻きす……………………………C6-230 

  巻きスカート……………………B1-122 

  薪ストーブ………………………D4-20  

  巻線機用 

   スピンドルのノズル…………K0-03  

  巻きたばこ入れ…………………B6-20～20A  

  巻付け機 

    携帯用電動電線 

     巻付け機…………………K1-30  

  巻取り器 

    ガソリン給油 

     ホース巻取り器…………K9-241 

    さん水ホース 

     巻取り機…………………K3-154 

  真木屋根用雪止具………………L4-2192  

  薪割機の刃………………………K1-10  

  薪割刃……………………………K1-420 

幕板………………………………L4-411 

  膜分離機…………………………K6-120 

＊＊まくら……………………………C1-110 

  まくら 

    帯まくら……………………B2-191 

    洗髪用まくら………………C4-110 

    水まくら……………………J7-13  

＊＊まくらカバー……………………C1-119 

  枕木………………………………G1-69  

  まくら台…………………………C1-119 

  枕用充填材………………………C1-119 

  マグカップ………………………C5-231E  

  まぐさ乾燥機……………………K3-14810 

  まぐさ搬送機……………………K3-147 

＊ まぐさ反転機……………………K3-140 

  マグネチックチャック…………K7-1922  

  マグネットバルブ………………M2-51  

  マグネットフック………………D1-21A 

＊ マグネットホルダー……………F2-642 

＊＊マグネトロン……………………H1-740 

  曲げ機 

    携帯用 

     油圧鉄筋曲げ機…………K1-37  

    鉄筋曲げ器…………………K1-241 

  孫の手……………………………J7-16  

  まさかり…………………………K1-10  

  まさかり用柄……………………K1-19  

＊ 摩擦ポンプ………………………K8-50  

  摩擦溶接機………………………K7-140 

＊＊マシニングセンター……………K7-1101  

  マシン 

    スロットマシン……………E2-30  

  間仕切り…………………………D2-620 

  間仕切り 

    建物用間仕切り……………L5-010 

  間仕切カーテン…………………C1-51  

  間仕切壁用支柱…………………L5-0112  

  間仕切り具………………………L5-010 

  間仕切り収納棚…………………D2-510、D2-511K  

＊ 間仕切り整理棚…………………D2-510 

  間仕切り接続部材………………L5-0111  

  間仕切り付き載置台……………D2-04  

  間仕切り扉用錠前………………L5-6331  

  間仕切戸用ランナー……………L5-512 

  間仕切り扉用縦枠材……………L5-1513  

  間仕切りドアランナー…………L5-62  

  間仕切戸用 

   ガイドレール…………………L5-50～510  

間仕切戸用ランナーー…………L5-512、L5-62  
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  間仕切戸用レール………………L5-510 

  間仕切り柱………………………L5-0112  

  間仕切柱材………………………L5-0112  

  間仕切り柱用 

   はめ殺し部材…………………L5-0113  

  間仕切りパネル框………………L5-0111  

  間仕切りパネル框材……………L5-0111  

  間仕切 

   パネルスペーサー……………L5-0111  

  間仕切 

   パネルスペーサー材…………L5-0111  

  間仕切パネルの框材……………L5-0111  

  間仕切パネル用 

   笠木の受材……………………L5-0111  

  間仕切りパネル用 

   壁連結枠………………………L5-0115  

  間仕切りパネル用 

   壁連結枠材……………………L5-0115  

  間仕切りパネル用 

   コーナー………………………L5-0116A 

  間仕切りパネル用 

   コーナー材……………………L5-0116A 

  間仕切りパネル用 

   シーリングレール材…………L5-0115  

  間仕切りパネル用 

   シーリングレール……………L5-0115  

  間仕切りパネル用 

   継手材…………………………L5-0116  

  間仕切パネル用フック…………L5-019 

  間仕切りパネル用 

   フロアレール…………………L5-0115  

  間仕切りパネル用 

   フロアレール材………………L5-0115  

  間仕切りパネル用 

   ランナー………………………L5-62  

  間仕切りパネル用 

   レール…………………………L5-50、L5-511 

  間仕切りパネル用 

   レール材………………………L5-511 

  間仕切りパネル用 

   連結枠…………………………L5-0114、L5-0116  

  間仕切りパネル用 

   連結枠材………………………L5-0116  

  間仕切りパネル用枠材…………L5-0111  

  間仕切り用 

   移動柵の支柱…………………L3-5410  

  間仕切用折れ戸…………………L5-1220  

間仕切り用カウンター…………D2-340 

  間仕切り用ガラス 

   はめ殺し部材…………………L5-1010C 

  間仕切り用コーナー……………L5-0116A 

  間仕切り用コーナー材…………L5-0116A 

  間仕切り用格子板………………L6-21LA  

  間仕切り用格子板材……………L6-21LA  

  間仕切用孔板……………………L6-21L 

  間仕切用孔板材…………………L6-21L 

  間仕切用支柱……………………L5-0112  

  間仕切用支柱材…………………L3-5450、L5-0112  

  間仕切用スペーサー……………L5-90  

  間仕切り用整理棚………………D2-510 

  間仕切り用接続材………………L5-0116～0116A  

  間仕切り用装飾板………………L6-21～21LA 

  間仕切り用縦框材………………L5-0111  

  間仕切り用縦框材の 

   充填材…………………………L5-0110  

  間仕切り用縦框材の 

   連結具…………………………L5-0110  

  間仕切用縦枠材…………………L5-0111  

  間仕切用天井レール材…………L5-511 

  間仕切用戸当りゴム……………L5-0110  

  間仕切用戸車レール……………L5-50  

  間仕切り用戸棚…………………D2-511、D2-511K  

  間仕切り用柱……………………L5-0112  

  間仕切り用柱材…………………L5-0112  

  間仕切用巾木材…………………L5-0115  

  間仕切り用巾木…………………L5-0115  

  間仕切り用幅木…………………L5-0115  

  間仕切り用巾木材………………L5-0115  

  間仕切り用幅木材………………L5-0115  

  間仕切用パネル…………………L5-010 

  間仕切り用 

   パネル押縁材…………………L5-1010  

  間仕切り用パネル框……………L5-0111  

  間仕切り用パネル框材…………L5-0111  

  間仕切り用 

   パネルスペーサー……………L5-0111  

  間仕切り用 

   パネルスペーサー材…………L5-0111  

  間仕切用閉塞具…………………L4-329 

  間仕切用目地材…………………L5-0110、L5-0114  

  間仕切り用連結枠………………L5-0114  

  間仕切り用連結枠材……………L5-0114  

＊＊升…………………………………J1-250 

  ます 

    雨水ます……………………L2-431～431B 

  汚水ます……………………L2-431～431B 
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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 

    下水用会所ます……………L2-431～431B 

    樋用飾ります………………L4-2321  

    樋用寄せます………………L4-2321  

＊＊麻酔器……………………………J7-45  

  麻酔吸入器………………………J7-45  

  麻酔用ガス流量計………………J7-45  

  マスカラ用ブラシ………………B7-120 

  マスキング 

   フィルムカッター……………K1-120 

  マスク 

    衛生マスク…………………C4-03  

    化粧用マスク………………B7-10  

    防じんマスク………………J6-11  

    野球用マスク………………E3-34  

  溢水防止さく……………………L2-61  

  マスト 

    ヨット用マスト……………G3-90  

＊ マスト灯…………………………D3-72  

  マスト取付金具…………………L4-191C  

  マスト取付具……………………G3-90  

  升ふた……………………………L2-441 

  ますぶた用受枠…………………L2-441～441B 

  升ブロック………………………L2-431B  

  ます用インバート………………L2-4390  

  桝用管継ぎ手……………………M2-4120、M2-413 

  ます用目皿………………………L2-4390  

＊ 待合所……………………………L3-13  

  待ち針……………………………C0-34  

  マッグ……………………………C5-231 

  マッサージ椅子…………………J7-16C 

  マッサージ器……………………J7-16～16D  

  マッサージ機……………………J7-16～16D  

  マッサージ器 

    顔面マッサージ器…………J7-16A 

    ベルト 

     マッサージ機……………J7-16D 

  マッサージ器用リモー 

   トコントローラー……………H2-62～62DAD  

  マッサージ具 

    歯ぐき 

     マッサージ具……………C4-142～142A 

  抹消器 

    有価証券抹消器……………F2-810 

＊＊マッチ……………………………B6-50～50A  

  マッチ消し付線香差し…………C7-150 

  マッチ立て………………………B6-50  

＊ マッチの燃えがら入れ…………B6-32  

＊＊マッチ箱…………………………B6-50  

  マッチ箱の表布…………………B6-50～50A  

  マッチ箱の連結具………………B6-50  

  マッチ箱用ケース………………B6-50  

＊ マッチ火消し……………………B6-32  

＊ マッチ火消しつぼ………………B6-32  

＊＊マッチ棒…………………………B6-51  

＊ 抹茶わん…………………………C5-232 

  マッチ容器………………………B6-50  

  マット……………………………C1-31  

  マット 

    足ふきマット………………C1-31  

    印判マット…………………F2-7311  

    くつぬぐいマット…………C1-32  

    自動車用 

     床敷きマット……………C1-33  

    つり銭マット………………F0-10  

    デスクマット………………F2-7311  

    電気蚊取り器用 

     マット……………………C4-3221  

    流し台用マット……………D5-193 

    便器用マット………………D5-44  

    浴室用マット………………D5-34  

    ランチョンマット…………C1-6 

  マット状暗渠集排水用 

   管材……………………………L2-411B  

  マット縁材………………………L4-414 

  マットブロック…………………C1-391 

＊＊マットレス………………………C1-13～13B  

  マットレス 

    ベッドマットレス…………C1-13  

  マットレスカバー………………C1-13  

  マットレス用 

   スプリング……………………D2-2192  

＊ マップロッカー…………………F2-711 

＊ まつげカール器…………………B7-13  

  まつげ用ブラシ…………………B7-120 

＊＊松葉づえ…………………………J7-70  

  まつり縫いミシン………………K5-230B  

  的おもちゃ………………………E1-6820  

＊ 窓…………………………………L5-1260  

  窓 

    建物用窓……………………L5-1260  

    建物用天窓…………………L5-1260  

    建物用出窓…………………L5-1261  

    建物用枠付窓………………L5-112 

  窓開口隅角部用補強筋…………L4-120 

窓改装用添枠材…………………L5-100  

 



 433

〔マド〕                          〔マド〕 

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

  窓開閉用操作函の 

   外装カバー……………………L5-90  

  窓開閉用操作函の 

   ハンドル………………………L5-90  

  窓開放操作用 

   金具カバー……………………L5-90  

  窓開放保持具……………………L5-610 

  窓ガラス 

    自動車用窓ガラス…………G2-2912  

＊ 窓ガラス固定具…………………L5-90  

  窓ガラス拭き具…………………C3-36  

  窓ガラス用清掃具………………C3-36  

  窓格子……………………………L3-431 

  窓格子の枠材……………………L3-5452  

  窓柵………………………………L3-430 

  窓サッシュ枠固定金具…………L5-92  

  窓下枠部材………………………L5-100 

  窓下枠用外部飾り台……………L5-103 

  窓下枠用添枠材…………………L5-100 

＊ 窓下枠用水切り…………………L5-104 

＊ 窓下枠用水切り材………………L5-104 

  窓シャッター用ガイド 

   レールの取付け 

   下地枠…………………………L5-320～321  

  窓付きエアー 

   コンディショナー……………D4-30  

＊＊窓手すり…………………………L3-430、L3-530 

  窓手摺支持材……………………L3-5452  

  窓手すりパイプ受金具…………L3-549 

  窓手すり用側板…………………L3-530、L3-540 

  窓取付用換気板…………………L5-12015、L5-41  

  窓取付け用換気扇………………D4-51  

＊ 窓ふき具…………………………C3-36  

  窓部材接続用部材………………L5-91  

  窓枠用装飾材……………………L5-103 

  窓廻りコーナーキャップ………L4-491、L5-91  

  窓廻り用 

   コーナーカバー………………L4-491、L5-91  

  窓回り用止縁……………………L4-413 

＊ 窓用アーム………………………L5-619 

  窓用アタッチメント材…………L5-100 

  窓用網戸枠材……………………L5-1251  

  窓用植木鉢置台…………………L3-41  

  窓用上枠補助枠…………………L5-100 

＊ 窓用上框…………………………L5-12011 

＊ 窓用上框材………………………L5-12011 

  窓用上枠…………………………L5-141～141G、 

                L5-1521  

  窓用上枠材………………………L4-221、 

                L5-141～141G、 

                L5-1521  

  窓用覆い具………………………L3-430 

  窓用押縁…………………………L5-1010D 

  窓用押縁 

   アタッチメント………………L5-100 

  窓用押縁材………………………L5-1010D 

  窓用回転軸受具…………………L5-64  

  窓用方立…………………………L5-1700  

  窓用方立構成部材………………L5-1700  

  窓用方立材………………………L5-1700  

  窓用カバー材……………………L5-100 

  窓枠用カバー取付部材…………L5-100 

  窓用框……………………………L5-12011 

  窓用框材…………………………L5-12011～12012  

  窓用框連結材……………………L5-91  

＊ 窓用換気框………………………L5-12015 

＊ 窓用換気框材……………………L5-12015 

＊ 窓用換気扇………………………D4-51～51D  

  窓用緩衝材………………………L5-1021  

  窓用額縁…………………………L5-132 

  窓用額縁材………………………L5-103 

  窓用ガラス板固定具……………L5-90  

  窓用ガラス押縁材………………L5-1010  

  窓用ガラス額縁材………………L5-1010  

＊ 窓用ガラス 

   はめ殺し部材…………………L5-1010A、1010C  

＊ 窓用ガラスはめ殺し枠…………L5-1010A～1010B  

＊ 窓用ガラス 

   はめ殺し枠材…………………L5-1010～1010C  

＊ 窓用ガラスポケット……………L5-1010B 

＊ 窓用ガラスポケット材…………L5-1010B 

  窓用気密材………………………L5-1011  

  窓用キャップ……………………L5-91～92 

  窓用霜除け材……………………L4-221、L5-103 

  窓用化粧縁………………………L5-103 

  窓用化粧縁材……………………L5-103 

  窓用結露受材……………………L5-103 

  窓用結露受部材…………………L5-100 

  窓用コーナーピース材…………L5-91  

  窓用格子…………………………L5-12014 

  窓用格子材………………………L3-5450、L5-12014 

  窓用格子取付け材………………L5-12014 

  窓用格子板………………………L6-21LA  

  窓用格子板材……………………L6-21LA  

  窓用構成部材……………………L5-100 

＊ 窓用さく…………………………L3-430 
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  窓用さく取付け桟………………L3-5452  

＊ 窓用さく取付け桟材……………L3-5452  

  窓用柵横桟………………………L3-5451  

＊ 窓用さく横桟材…………………L3-5451  

＊ 窓用下框…………………………L5-12011 

＊ 窓用下框材………………………L5-12011 

＊ 窓用下枠…………………………L5-142～142G、 

                L5-1502、L5-1522  

＊ 窓用下枠…………………………L5-142～142G、 

                L5-1502、L5-1522  

  窓用スクリーン…………………L3-431 

  窓用ステー………………………L5-619 

  窓用接続部材……………………L5-91  

  窓用膳板材………………………L5-103 

  窓用装飾柵………………………L3-430 

  窓用装飾材………………………L5-103 

＊ 窓用縦框…………………………L5-12012 

＊ 窓用縦框材………………………L5-12011～12012  

＊ 窓用縦枠…………………………L5-143～143M、 

                L5-1503、L5-1513、 

                L5-1523  

＊ 窓用縦枠材………………………L5-143～143M、 

                L5-1503、L5-1513、 

                L5-1523  

  窓用竪枠材………………………L5-1513  

  窓用台……………………………L3-430 

  窓用ダクト構成材………………L5-100 

  窓用突合せ框……………………L5-12012 

  窓用突合せ框材…………………L5-12012 

  窓用手摺り………………………L3-430 

  窓用手摺材………………………L3-5420、L3-5430、 

                L3-5450～5452 

  窓用手摺取付桟…………………L3-5452  

  窓用手摺取付桟材………………L3-5452  

  窓用手摺の格子…………………L3-5450  

  窓用戸当り………………………L5-1020  

  窓用戸当り材……………………L5-1020  

  窓用戸摺れ材……………………L5-1020  

  窓用戸摺れ部材…………………L5-1020  

  窓用額縁取付部材………………L5-100 

  窓用中框材………………………L5-12013 

＊ 窓用中桟…………………………L5-12013 

＊ 窓用中桟材………………………L5-12013 

  窓用無目構成部材………………L5-1600  

  窓用無目材………………………L5-1600  

  窓用無目補助材…………………L5-1601  

  窓用無目枠………………………L5-161、L5-164 

  窓用花台前枠材…………………L3-540 

  窓用パッキング材………………L5-1011  

  窓用引手…………………………L5-632C  

  窓用引戸上枠……………………L5-141～141G 

  窓用引戸上枠材…………………L5-141～141G 

  窓用引戸下枠……………………L5-142～142G 

  窓用引戸下枠材…………………L5-142～142G 

  窓用引戸縦枠……………………L5-143～143G 

  窓用引戸縦枠材…………………L5-143～143M 

  窓用引戸枠………………………L5-140 

  窓用引戸枠材……………………L5-140 

  窓用引戸縦枠……………………L5-143M  

  窓用庇材…………………………L4-221 

  窓用ビート材……………………L5-1021  

  窓用フード………………………L4-220 

  窓用冬囲い板取付具……………L3-5390  

  窓用フラワーボックス…………K3-1560、L3-41、 

                L3-430 

＊ 窓用方立て………………………L5-171～174C 

＊ 窓用方立て材……………………L5-171～174C 

  窓用補助枠取付部材……………L5-100 

  窓用防犯チェーン………………L3-431 

  窓用回し縁材……………………L5-103 

  窓用水切り………………………L5-104 

  窓用水切り材……………………L5-104 

＊ 窓用無目…………………………L5-161～162、 

                L5-164～164C 

  窓用無目 

   アタッチメント………………L5-100 

＊ 窓用無目材………………………L5-161～162、 

                L5-164～164C 

  窓用召合せ框……………………L5-12011～12012  

  窓用召合せ框材…………………L5-12012 

  窓用召合せ框部材………………L5-12012 

  窓用召合せ部材…………………L5-1020  

  窓用面格子材……………………L3-100、L3-5452  

  窓用面格子の接続具……………L3-549 

  窓用面格子の 

   目隠し板材……………………L3-5450A 

  窓用面格子枠……………………L3-5452  

＊＊窓用面格子………………………L3-431 

  窓用物置き………………………L3-41  

  窓用横框材………………………L5-12011 

  窓用レール材……………………L5-105 

  窓用枠材…………………………L5-141 

＊＊マドラー…………………………C6-15  

  窓枠………………………………L5-132 

  窓枠 

    船舶用窓枠…………………G3-90  

 



 435

〔マド〕                          〔マル〕 

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

  窓枠固定金具……………………L5-92  

＊ 窓枠固定具………………………L5-92  

  窓枠材 

    車両用窓枠材………………G2-920 

＊ 窓枠締付け用くさび……………L5-90  

  窓枠接続用補助具………………L5-92  

  窓枠取付位置 

   調節固定具……………………K1-272 

  窓枠取付調整金具………………L5-92  

  窓枠取付用導水片………………L5-90  

  窓枠取外し治具…………………K1-250A  

  窓枠用押縁材……………………L5-1010D 

  窓枠用カバー材…………………L5-103 

＊＊窓枠用額縁………………………L5-103、L5-132 

＊ 窓枠用額縁材……………………L5-100、L5-103 

  窓枠用キャップ…………………L5-91～92 

＊ 窓枠用コーナー具………………L5-91  

  窓枠用コーナー材………………L5-91  

  窓枠用コーナー継ぎ手…………L5-91  

  窓枠用飾縁材……………………L5-103 

  窓枠用膳板………………………L5-103 

  窓枠用膳板材……………………L5-103 

  窓枠用戸当り部材………………L5-1020  

＊ 窓枠用戸すれ材…………………L5-1020  

＊ 窓枠用戸すれ部材………………L5-1020  

  窓枠用無目材……………………L5-1600  

  窓枠用風止具……………………L5-94  

＊ 窓枠用風止板……………………L5-94  

  窓枠用縁材………………………L5-103 

＊ 窓枠用ブラケット………………L5-92  

  窓枠用廻り縁……………………L5-103 

  窓枠用廻り縁材…………………L5-103 

  窓枠用水切り……………………L5-104 

  窓枠用水切り材…………………L5-104 

＊ 窓枠用溝ふさぎ…………………L5-107 

＊ 窓枠用溝ふさぎ材………………L5-107 

  窓枠用目板………………………L5-106 

  窓枠用目板材……………………L5-106 

  窓枠用連結金具材………………L5-92  

  窓枠用連結材……………………L5-91、L5-100 

  窓枠用枠材の木口塞ぎ…………L5-94  

  窓枠連結具………………………L5-91  

＊＊まないた…………………………C5-441～441A 

  まな板おもちゃ…………………E1-40  

  まな板掛け………………………C5-530E  

  まな板立て………………………C5-530A  

＊＊マニキュア用皮押し……………B7-140 

＊＊マニキュア用ナイフ……………B7-140 

＊＊マニキュア用やすり……………B7-140 

  マニホールド 

    内燃機関用 

     マニホールド……………K8-295 

＊＊マネキン人形……………………F5-212B  

  間柱………………………………L4-111 

  間柱固定金具……………………L4-191A  

  間柱取り付け具…………………L4-191C  

  間柱用補強金具…………………L4-191C  

＊ マフ………………………………B2-52  

  マフラー 

    自動車用マフラー…………G2-902 

    自動二輪車用 

     マフラー…………………G2-902 

＊＊マフラー…………………………B3-34～34B  

＊＊魔法瓶……………………………C5-316～316A 

  魔法瓶保持器……………………C5-530A  

  魔法びん用替栓…………………C5-319 

＊＊魔法瓶用中栓……………………C5-319 

  魔法びん用中びん………………C5-319 

  豆刈刃……………………………K3-14391 

＊ 豆炭………………………………M0-2 

  豆炭あんか………………………D4-13  

＊ 豆電球……………………………D3-111 

  豆電球用ソケット………………H1-3441～3441A  

  豆類脱粒機………………………K3-140 

  磨耗試験機………………………J1-512 

＊ 守り袋……………………………C7-01  

  繭毛羽取り機……………………K5-17  

＊＊まゆずみ…………………………B7-5 

＊ マヨネーズ製造器………………C6-330 

＊ マラカス…………………………B4-20  

＊＊まり………………………………E2-411 

  マリンターミナル………………L2-630 

＊ マリンバ…………………………B4-20  

＊＊丸編み機…………………………K5-14  

  丸編機用シリンダー……………K5-14  

  丸編機用シンカー………………K5-190 

  丸編機用 

   シンカーキャップ……………K5-190 

  丸編機用 

   シンカー制御カム……………K5-190 

  丸カーテンレールの 

   天井ブラケット………………L5-591 

  丸瓦………………………………L6-113 

  丸鋼取付具………………………L1-433 

  丸鋼配筋取付具用 

   プライヤ………………………K1-222 
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  丸組ひも…………………………M1-622A  

  丸太締付け機……………………K1-270 

  丸巴瓦……………………………L6-115 

  丸鋸………………………………K1-421 

  丸のこ……………………………K1-421 

  丸のこ 

    携帯用電動丸のこ…………K1-3151  

    卓上用電動丸のこ…………K1-3152  

＊＊丸のこ刃…………………………K1-421、K3-14391 

  丸鋸刃自動切断機………………K7-21  

  丸のこ盤…………………………K7-21  

  丸のこ目立器……………………K1-283 

＊ 丸のこ用チップ…………………K1-406 

  丸ヒゴ成形機……………………K7-20  

  丸編機用プレッサー 

   ホイル支持器…………………K5-190 

  丸編機用 

   プレッサーホイル……………K5-190 

＊＊丸棒用 

   ベンディングマシン…………K7-133 

  丸餅製造用口金…………………K4-90  

  丸屋根材…………………………L4-2111  

＊ 回り灯ろう………………………D3-280 

  まわり縁材………………………L4-410 

  廻り縁用コーナー具……………L4-491 

  廻り縁 

    天井廻り縁…………………L4-4121  

    ドア枠用廻り縁……………L5-103 

    窓枠用廻り縁………………L5-103 

  廻り縁材…………………………L4-4120～4121 

  廻り縁材 

    天井廻り縁材………………L4-4121  

    ドア枠用廻り縁材…………L5-103 

    窓枠用廻り縁材……………L5-103 

  回縁用止金具……………………L4-490～491  

  廻り縁用レール材………………L4-4121  

  マイクロフォン…………………H4-110 

＊ 万華鏡……………………………E1-658 

＊＊まんじゅう………………………A1-15～15G  

  まんじゅう製造機………………K4-50  

  蔓性植物の蔓押さえ具…………K3-151 

＊＊マント……………………………B1-116 

  マントル 

    コーンクラッシャ 

     ー用マントル……………K3-490 

＊ マントルピース…………………D4-10  

  マンドリン………………………E4-30  

  万年カレンダー付 

   筆立て…………………………F2-7210  

＊ 万年カレンダー盤………………F2-410 

＊＊万年筆……………………………F2-1140～1140B  

＊＊万年筆軸…………………………F2-1149  

＊ 万年筆用インク吸入器…………F2-1190  

  万年筆用キャップ………………F2-1191  

＊＊万年筆用ペン先…………………F2-1193  

  マンホール………………………L2-431～431A 

  マンホール足掛け金物…………L2-4391  

  マンホール足場金具……………L2-4391  

  マンホール足場金具用 

   カバー…………………………L2-4390～4391 

  マンホール足場金具用 

   鍔座……………………………L2-4391  

  マンホール足場金具用 

   止め具…………………………L2-4390  

  マンホール安全 

   ネット用フック………………L2-4390  

  マンホール内蓋…………………L2-441A  

  マンホール親子蓋用 

   親蓋……………………………L2-441～441A 

  マンホールカバー………………L2-441 

  マンホールカバーの 

   取っ手穴用キャップ…………L2-449 

  マンホール工事用 

   コンクリート型枠……………L1-3130  

  マンホール構築用 

   調整体…………………………L2-449 

  マンホール作業用 

   ステップ………………………L1-110 

  マンホール斜壁…………………L2-431A  

  マンホール接続部用 

   下水管…………………………L2-411A  

  マンホール側壁 

   ブロック………………………L2-431～431B 

  マンホール底板…………………L2-4390  

  マンホール 

   底部ブロック…………………L2-4390  

  マンホール底用 

   ブロック………………………L2-431、L2-4390  

＊＊マンホール側塊…………………L2-431～431B 

  マンホール側塊用底板…………L2-4390  

  マンホール直壁…………………L2-431A  

  マンホール底塊…………………L2-4390  

  マンホール 

   底部ブロック…………………L2-4390  

  マンホール鉄蓋…………………L2-441～441A 
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  マンホールの側塊………………L2-431、L2-431B  

  マンホールの蓋…………………L2-441A  

  マンホールの縁枠………………L2-441～441B 

  マンホールパット………………L2-449 

＊＊マンホールふた…………………L2-440～441B 

  マンホール蓋開け具……………K1-200、K1-252 

  マンホール蓋受け具……………L2-441～441B 

  マンホール蓋開閉機……………K1-252 

  マンホール蓋開閉具……………K1-252 

  マンホールふた付枠……………L2-441～441B 

  マンホールふたの受枠…………L2-441、L2-441B  

  マンホール蓋の 

   かぎ穴用錠……………………L2-449 

  マンホール蓋用受け枠…………L2-441～441B 

  マンホール蓋用受枠……………L2-441A  

  マンホール蓋用 

   かさ上げ枠……………………L2-441～441B 

  マンホールふた用 

   カバー…………………………L2-449 

  マンホール蓋錠…………………L2-449 

＊ マンホールふた用 

   ちょうつがい…………………L2-449 

＊ マンホールふた用取手…………L2-449 

  マンホール蓋用把手……………L2-449 

  マンホール蓋用ヒンジ…………L2-449 

  マンホール蓋用 

   ロック具………………………L2-449 

  マンホール蓋用枠………………L2-441～441B 

  マンホール蓋枠…………………L2-441～441B 

  マンホール蓋枠用 

   嵩上げ部材……………………L2-449 

  マンホール蓋枠用の 

   段差回避器具…………………L2-449 

  マンホールブロック……………L2-431 

  マンホール用足掛………………L2-4391  

  マンホール用 

   足掛け金具……………………L2-4391  

  マンホール用 

   足掛け金物……………………L2-4391  

  マンホール用足掛け具…………L2-4391  

＊＊マンホール用足場金具…………L2-4391  

  マンホール用 

   インバート……………………L2-4390  

  マンホール用 

   インバートブロック…………L2-4190～L2-4390  

  マンホール用 

   嵩調整リング…………………L2-449 

  マンホール用管継手……………L2-411 

  マンホール用コンク 

   リートブロック………………L2-431A  

  マンホール用ステップ…………L2-4391  

  マンホール用接続陶管…………L2-410 

  マンホール用 

   側壁ブロック…………………L2-431～431B 

  マンホール用底板………………L2-4390  

  マンホール用タラップ…………D0-20  

  マンホール用 

   中間スラブ……………………L2-4390  

  マンホール用はしご……………D0-21  

  マンホール用蓋…………………L2-441～441B 

  マンホール用受け座……………L2-441B  

  マンホール用 

   ふた受けブロック……………L2-441A  

  マンホール用蓋受枠……………L2-441～441B 

  マンホール用蓋付枠……………L2-441～441B 

  マンホール用蓋の受枠…………L2-441A、L2-449 

  マンホール用ブロック…………L2-431A、L2-4390  

  マンホール用片斜壁……………L2-431B  

  マンホール用補助梯子…………L2-4390  

  マンホール用 

   歩道修正蓋……………………L2-441A～411B 

  マンホール用桝…………………L2-431B  

  マンホール用枠付蓋……………L2-441A  

  マンホール用梯子………………L2-4390  

  マンホール枠付蓋………………L2-441～441B 

  万歩計……………………………J1-02  

＊＊万力………………………………K1-270～271  

  万力 

    シャコ万力…………………K1-272 

    チェーンのピン 

     抜き用万力………………K1-271 

    棒鋼回転切断機用 

     万力………………………K1-271 

 

 


