〔ミ〕

〔ミシ〕

物品の名称

意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

キルティング
ミシン……………………K5-230B

〔み〕

刺しゅう用ミシン…………K5-230B
箕…………………………………K3-146

ハンドミシン………………K5-231

ミーリングカッター……………K1-401、K1-402

袋縫用ミシン………………K5-230B
ボタン穴かがり用

＊ ミーリング用可変加工

ミシン……………………K5-230B

工具取付け保持具……………K7-1912

ミシン糸の

磨き機

よじれ防止器…………………K5-2390

自動靴磨き機………………C3-11

ミシン上糸カセット……………K5-2390

電気つめ磨き器……………B7-142

＊ ミシンおもちゃ…………………F1-6110

磨き具

ミシンがま………………………K5-2396

靴磨き具……………………C3-11
幹刈取機…………………………K3-1430

ミシンケース……………………K5-2395

ミキサー

ミシンテーブル…………………K5-2394
ミシンテーブルの脚……………K5-2394

コンクリート

ミシン取り付け用

ミキサー…………………K3-32510

布端切断器……………………K5-2390

モルタルミキサー…………K3-32510

ミシン取付用

ミキサー…………………………C6-330、C6-335、

布端切断器……………………K5-2390

C6-341

ミシン縫い糸

ミキサー
調理用ミキサー……………C6-341

緊張調整器……………………K5-2390

ジュースミキサー…………C6-341

ミシンの大がま…………………K5-2396

ハンドミキサー……………C6-335

ミシンの縫目調節板……………K5-2393

フードミキサー……………C6-330

ミシンの布押え…………………K5-2392

ミキサー付ジュサー……………C6-342

ミシンの針………………………K5-2391

ミキシンググラス………………C5-310B、

ミシン用プーリー………………K5-2390
ミシンのボビン…………………K5-2396

C5-310BA、C5-310F

ミシンのボビンケース…………K5-2396

神酒つぼ…………………………C7-150
見切額縁…………………………L4-410

ミシンの模様選択板……………K5-2393

見切材……………………………L4-413

＊＊ミシン針…………………………K5-2391
ミシン針用糸通し器具…………K5-2390

見切縁……………………………L4-410、L4-413

ミシン針用ケース………………K5-2390

見切り縁
外壁見切り縁………………L4-413

＊ ミシン本体………………………K5-230A

天井見切り縁………………L4-4121

＊ ミシン模様

内壁見切り縁………………L4-413

選択ダイヤル…………………K5-2393

見切り縁材………………………L4-410

＊ ミシン用足踏み板………………K5-2390

見切り縁材

＊ ミシン用糸切り具………………K5-2390
ミシン用糸立器アーム…………K5-2390

外壁見切り縁材……………L4-413
天井見切り縁材……………L4-4121

＊ ミシン用糸立て台………………K5-2390
ミシン用糸おとし具……………K5-2390

内壁見切り縁材……………L4-413
＊＊みこし……………………………C7-2

ミシン用糸巻き…………………K5-2390

＊＊ミシン……………………………K5-230〜230B

ミシン用糸巻き具………………K5-2390
ミシン用イニシャル

ミシン

ししゅう器……………………K5-230B

オーバーロック
ミシン……………………K5-230B

＊＊ミシン用押え……………………K5-2392
ミシン用押え金…………………K5-2392

カーペット用

ミシン用カバー…………………K5-2395

縁かがりミシン…………K5-230B

ミシン用釜………………………K5-2396
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〔ミシ〕
物品の名称

〔ミズ〕
意匠分類の記号

物品の名称

ミシン用環縫具…………………K5-2390

意匠分類の記号

ミスト機

＊＊ミシン用キャビネット…………K5-2394

栽培用ミスト機……………K3-131

ミシン用キャビネット

ミスト捕集機……………………K6-13

トビラ棚………………………K5-2394

水遊び遊戯具……………………E2-60

＊＊ミシン用ケース…………………K5-2395

水イオン生成器用

＊ ミシン用

絶縁支持台……………………K6-0

コントローラー………………H1-523、K5-2390

水落し板…………………………L2-32

ミシン用下糸ボビン……………K5-2396

水返し付換気用フード…………L5-41

ミシン用定規……………………K5-2390

水切り……………………………L4-410

ミシン用上層

水切り

布返し保持具…………………K5-2392

窓下枠用水切り……………L5-104

ミシン用すべり板………………K5-2390

無目用水切り………………L5-104

ミシン用操作ボックス…………K5-2390

屋根用水切り………………L4-2114

＊ ミシン用調節目盛板……………K5-2393

水切板……………………………L4-2114

＊＊ミシン用テーブル………………K5-2394

＊＊水切りかご………………………C5-456〜456A、

ミシン用テーブルの脚…………K5-2394

C5-457〜457A

ミシン用天びん…………………K5-2390
ミシン用データ入力機…………K5-2390

水切笠木材………………………L4-2113
＊ 水切り器…………………………C5-456〜456A、

ミシン用縫糸

C5-457〜457A

緊張調整具……………………K5-2390

水切材……………………………L4-410、L5-104

ミシン用縫目調節板……………K5-2393

水切り材

ミシン用布送り機………………K5-2390

窓下枠用水切り材…………L5-104

ミシン用布押え…………………K5-2392

無目用水切り材……………L5-104

ミシン用布押え足………………K5-2392

屋根水切り材………………L4-2114

ミシン用布押え金具……………K5-2392

水切材継手………………………L4-410、L4-491

ミシン用布縁縫い具……………K5-2390

水切材用端部カバー……………L4-490

ミシン用針………………………K5-2391

＊＊水切りざる………………………C5-456〜456A、

ミシン用針板……………………K5-2390

C6-457〜457A

ミシン用付属品入れ……………K5-2390

水切りざる

ミシン用

食器洗い機用

縁当布片誘導具………………K5-2390
ミシン用プログラム

水切りざる………………C6-79
＊ 水切りざる付き

設定制御器……………………H2-61〜H2-61DAD

洗いおけ………………………C5-457

ミシン用ベルトカバー…………K5-2390
ミシン用縫糸通し器……………K5-2390

水切りざる付洗い桶……………C5-457
＊ 水切りざる付きボール…………C6-457〜457A

ミシン用補助テーブル…………K5-2394

水切り支持材……………………L4-40

ミシン用ボタン

水切ジョイナー材………………L4-410

穴かがり具……………………K5-2390

水切棚用棚板……………………D2-9141

＊＊ミシン用ボビン…………………K5-2396

水切り棚用ふきん掛け…………D1-22C

＊＊ミシン用ボビンケース…………K5-2396

水切り棚用フック………………D1-21B

ミシン用

＊＊水切り棚…………………………D1-231、D1-231C

ポータブルケース……………K5-2395

水切り板

ミシン用目盛板枠………………K5-2393

流し台用水切板……………D5-190

ミシン用面板……………………K5-2390

水切り盤

ミシン用模様選択板……………K5-2393

調理用バット

ミシン用用具入…………………K5-2390

水切り盤…………………C5-459

みじん切り器……………………C6-320

盆用水切り盤………………C5-5379
水切板材…………………………L4-2114
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〔ミズ〕
物品の名称

〔ミゾ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

水切りピース……………………L4-2190

水笛………………………………E1-511

水切り部用目地材………………L4-430

水笛おもちゃ……………………E1-511

＊ 水切り盆…………………………C5-450

＊ 水まきおもちゃ…………………E1-20

水切り用掛け棚…………………D1-231C

＊＊水まくら…………………………J7-13

水切り用収納棚…………………D1-231

＊ 水虫予防具………………………J7-10

水切連結具………………………L4-490〜491

水漏れ警報器……………………J6-30、H0-20

水着………………………………B1-5

水ようかん………………………A1-15

水栽培容器………………………K3-153

水ろ過器…………………………K6-120

水差し……………………………C5-310〜310FA

みそ醸造器用押し蓋……………K4-90

水差し付園芸作業具

溝型材切断用はさみ……………K1-220A

収納箱…………………………K3-169

溝切り機

水殺菌機…………………………K6-120

携帯用

水処理剤溶解容器………………K6-0
水処理プラント監視用

電動溝切り機……………K1-3151
＊ 溝切り機用刃……………………K1-428

操作卓…………………………H2-61B

溝掘削機の畝形成具……………K3-1190

水処理薬剤容器…………………K6-40

みぞさらえ機……………………K3-110

水処理用曝気機…………………K6-3

溝さらえ機………………………K3-110

水浄化用ろ過機…………………K6-120

溝の深さ測定器…………………J1-120

水吸込口…………………………L2-451

溝ふさぎ

＊ 水石けん入れ……………………C4-22

窓枠溝ふさぎ………………L5-107

水石けん入れ用容器……………C4-22

溝フサギ材………………………L5-107

水栓弁の

溝ふさぎ材

遠隔開閉操作具………………L2-459

窓溝用ふさぎ材……………L5-107

＊ 水出しおもちゃ…………………E1-20
＊ 水治療用浴槽……………………J7-56

溝蓋用枠材………………………L5-4210
＊＊溝ぶた……………………………L2-441A、L2-442

＊＊水治浴機…………………………J7-56

溝蓋受枠…………………………L2-4191

＊＊水鉄砲……………………………E1-21

溝蓋受枠連結具…………………L2-4190

水鉄砲おもちゃ…………………E1-21

溝蓋緩衝材………………………L2-449

＊ 水電解槽…………………………K6-3

溝蓋ゴムカバー…………………L2-449

水電解用電極……………………K6-0

溝蓋ブロック……………………L2-442

水止め面戸………………………L4-2190

溝蓋ブロック用緩衝具…………L2-449

水抜栓用ハンドル………………M2-5911

溝蓋用受枠………………………L2-4191

水抜きパイプ施工用

溝蓋用型材………………………L2-449

パイプ固定具…………………L1-30

溝蓋用クッション材……………L2-4190

水抜きパイプ……………………L2-411、L2-411B

みぞぶた用鋼材…………………L2-449

水抜きパイプの

溝蓋用格子材……………………L2-449

穴閉塞防止具…………………L2-4190

溝蓋用構造材……………………L2-449

水抜き弁…………………………M2-500

溝ぶた用固定吊上金具…………L2-449

水塗り用刷毛……………………K0-31

溝ぶた用錠金具…………………L2-449

水呑み器

溝蓋用騒音防止金具……………L2-449

家畜用水呑み器……………K3-222

溝ぶた用吊上金具………………L2-449

取付け用水飲み器…………D5-24

溝蓋用吊上工具…………………K1-252

＊＊水飲み台…………………………D5-22

溝蓋用蓋穴閉塞具………………L2-449

水飲み台

溝蓋用防振ゴム台………………L2-449、L4-40

取付け用水飲み台…………D5-22

溝蓋用連結金具…………………L2-449

水はね防止板材…………………L4-410

溝ブロック………………………L2-412A

＊＊水引き……………………………F3-13132

溝掘り機…………………………K3-3210

水噴射ノズル……………………M2-532

溝掘り機用の培土器……………K3-1190
440

〔ミゾ〕
物品の名称

〔ミン〕
意匠分類の記号

物品の名称

溝用ブロック……………………L2-412A

意匠分類の記号

自動車用

見出し紙…………………………F3-1114

バックミラー……………G2-901

見出し具…………………………F3-1114

自動車用フェン

＊＊乱れ箱……………………………D2-572

ダーミラー………………G2-901A

道案内標…………………………F5-10〜10C

自動二輪車用

道板………………………………G1-020

バックミラー……………G2-901

ミット

ミリングカッター………………K1-402

野球用ミット………………E3-34

ミリングカッター用

密封具

切刃……………………………K1-406

袋口密封具…………………F2-620

ミル

密封用パッキン…………………G1-59

ボールミル…………………K3-41

密閉型マンホール

ロッドミル…………………K3-41

蓋用鉄枠………………………L2-441A

ミルク入れ………………………C5-310〜310FA

密閉連結材………………………L4-40

ミルクセーキ製造機……………K4-51

＊ 密度計……………………………J1-35

ミルク注ぎ………………………C5-310〜310FA

三ツ又瓦…………………………L6-110、L6-113

＊＊ミルクピッチャー………………C5-310〜310FA

三ツ又棟包板……………………L6-113

＊ ミルクポット……………………C5-310〜310FA

ミネラルウォーター

ミル付きコーヒー

製造器…………………………K6-40
ミネラル水抽出容器……………K6-40

抽出器…………………………C5-422
＊ ミル付き

箕…………………………………E3-146

コーヒーメーカー……………C5-422

みの二棟芯付右用桟瓦…………L6-112

ミル付コーヒー沸し器…………C5-422

みの二棟芯付左用桟瓦…………L6-112

ミンチ機…………………………K4-39

身の回り品整理かご……………D2-581A
＊ 身の回り品整理皿………………C0-12
＊ 見本整理帳………………………F3-222
見本帳……………………………F3-222
＊ 見本帳用台紙……………………F3-290
耳おおい…………………………B2-66
＊＊耳かき……………………………C4-15
耳掛けラジオ受信機……………H3-710
＊ 耳飾り……………………………B3-25
＊ 耳カバー…………………………B2-66
＊ 耳栓………………………………C4-02
耳栓
洗髪用耳栓…………………C4-02
＊ 耳たぶ用穴あけ器………………B7-00
耳の経穴刺激具…………………J7-50
脈拍計……………………………J7-30
＊＊ミュージック
シンセサイザー………………E4-60〜60AC
ミュージックシンセ
サイザー載置台………………E4-90
ミュート
打楽器用ミュート…………E4-20
ミラー
自動車用
サイドミラー……………G2-901A
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