〔メ〕

〔メザ〕

物品の名称

意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

目隠し板…………………………L3-431
〔め〕

目隠し板取付部材………………L3-5451
目隠しパネル……………………L3-540

眼

目隠しフェンス用支柱…………L3-5410
人形用眼……………………E1-3192

目隠面格子………………………L3-431

＊＊メーキャップケープ……………B1-33

目隠し用波板材…………………L3-5450A

メータ
外側
マイクロメータ…………J1-122

目隠し用羽板の支柱……………L3-5410
＊＊目かすがい………………………M3-121B
＊＊眼鏡………………………………B3-60

ガソリンメータ……………J1-324

眼鏡

水道メータ…………………J1-322

検眼用眼鏡…………………J7-341

水量メータ…………………J1-322

水中眼鏡……………………E3-53

タクシーメータ……………J1-311

鼻掛け眼鏡…………………B3-61

タコメータ…………………J1-311

防じん用眼鏡………………B3-60A

電子

溶接用眼鏡…………………J6-11

マイクロメータ…………J1-122

立体眼鏡……………………B3-61

内側

メガネ入れ………………………B3-691

マイクロメータ…………J1-122

＊ 眼鏡おもちゃ……………………E1-651

燃料ガスメータ……………J1-323

＊＊眼鏡ケース………………………B3-691

パーキングメータ…………J1-00

＊ 眼鏡サック………………………B3-691

プラニメータ………………J1-250

＊ 眼鏡洗浄機………………………J0-1

マイクロメータ……………J1-122

眼鏡フレーム……………………B3-60

メーターボックス………………L2-432B

眼鏡フレーム用

メーターボックスの

レンズ固定具…………………B3-690

中間ブロック…………………L2-432B

眼鏡用飾り具……………………B3-690

メーター用指針…………………J1-91

眼鏡用洗浄器……………………J0-1

メーター用指示針………………J1-91

＊ 眼鏡用装飾具……………………B3-690

名刺………………………………F3-1115

＊ 眼鏡用ちょうつがい……………B3-694

＊＊名刺入れ…………………………F2-7440

＊ 眼鏡用つり下げ具………………B3-690

名刺印刷機用

＊ 眼鏡用つる………………………B3-693

用紙紙送り具…………………K0-229

眼鏡用つる連結具………………B3-690

名刺整理帳………………………F3-220

眼鏡用テンプル…………………B3-693

＊＊名刺整理箱………………………F2-7121

眼鏡用鼻当て……………………B3-690

＊＊名刺台紙…………………………F3-1115

＊＊眼鏡用レンズ……………………B3-692

＊＊名刺ホルダー……………………F3-220
瞑想用ピラミッド型

眼鏡用レンズ加工機……………K0-00
＊ 眼鏡レンズクリーナー

簡易ボックス…………………L3-201
目板

ペーパーケース………………C4-24
＊ メガネレンズ

方立目板……………………L5-106

クリーナーペーパー…………F3-420

無目目板……………………L5-106

眼鏡レンズ

目板材

清掃紙ケース…………………C4-24

方立目板材…………………L5-106

眼鏡レンズ面

無目目板材…………………L5-106
名簿用紙…………………………F3-1130
＊ 命名用紙…………………………F3-1330

彫刻切削機……………………K7-30
＊ 眼鏡レンチ………………………K1-2322
＊＊眼鏡枠……………………………B3-60

迷路用出入口付

メガホン…………………………E3-00

角柱四面体……………………L3-200

盲排水材…………………………L2-210

夫婦びな…………………………C2-1511
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〔メザ〕
物品の名称

〔メモ〕
意匠分類の記号

物品の名称

目覚し付電気毛布用

意匠分類の記号

目地材用キャップ材……………L4-430

コントローラ…………………H2-62〜62DAD

目地材連結具……………………L4-490

目覚まし時計……………………J2-20、J2-40

目地端部閉塞具…………………L4-490

目覚まし時計付ラジオ…………H3-7111

目地板……………………………L4-430

目皿

目地用型材………………………L4-430

流し用目皿…………………L2-450

目地用補助具……………………L4-430

排水用目皿…………………L2-450

目地用防水テープ………………L4-430

目皿付側溝蓋……………………L2-442

目地用連結具……………………L4-490

召合框キャップ…………………L5-90

＊ めっき液保温用加熱機…………K7-12191

召し合せ框………………………L5-12012、L5-1241

＊ めっき機…………………………K7-1210

召し合せ框材……………………L5-12012

めっき用電極……………………K7-12190

飯杓子……………………………C6-212

めっき用

＊＊飯茶わん…………………………C5-210〜210J

ハンガークリップ……………K7-12190

＊ 飯茶わん用ふた…………………C5-2191

めっき用バスケット……………K7-12190

＊＊飯びつ……………………………C5-322

めっき用バレル…………………K7-12190

飯びつ

メッキ用バレルの

保温飯びつ…………………C5-430A

バケット………………………K7-12190

飯びつ用カバー…………………C5-511
飯びつ用保温カバー……………C5-511

めっき用陽極ケース……………K7-12190
＊ 滅菌器……………………………K6-70

目地

滅菌用袋…………………………J7-24

コンクリート目地…………L4-430

＊＊メトロノーム……………………E4-11

建物用目地…………………L4-430

＊ メニュー…………………………F3-343

目地形成用部材…………………L1-42

＊ メニュー立て……………………F2-73131

＊ 目地ごて…………………………K1-03

めがね用

目地材

ねじ切りタップ………………K1-4031

コンクリート
目地材……………………L4-430
建物用目地材………………L4-430

メモ収納箱………………………F2-7240
＊ メモ台……………………………F2-7242
＊ メモ帳……………………………F3-210

目地材継手………………………L4-490

メモ入出力機付

目地ジョイナー材………………L4-410

テレビジョン受像機…………H4-3450

目地装置用

メモ挟み付

カバープレート………………L4-410

メモ用紙入れ…………………F2-7240

目地継手…………………………L4-490

メモ板付き電話機台……………H3-3192

目地止め具………………………L4-490

＊ メモ表示器………………………F2-40

目地取付け具……………………L4-490

メモ用紙…………………………F3-1130

目地棒……………………………L4-410
目地棒受け………………………L4-410

メモ用紙入れ……………………F2-7240
＊ メモ用紙入れ付き

メス
手術用メス…………………J7-41

そろばん………………………F2-510
＊ メモ用紙立て……………………F2-7241

目透し天井クリップ……………L4-3190

メモ用紙立て

メスシリンダー…………………K6-71

ペン差し付

メスフラスコ……………………K6-71

メモ用紙立て……………F2-7240

＊＊メダル……………………………B3-13

メモリーデイスク

＊ メダル立て………………………C0-13

収納容器………………………G1-50

目地材……………………………L4-430

目盛板

目地材キャップ…………………L4-490

重量計用目盛板……………J1-92

目地材の支持脚…………………L4-430

ミシン用

目地材用キャップ………………L4-430

調節目盛板………………K5-2393
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〔メリ〕
物品の名称

〔メン〕
意匠分類の記号

物品の名称

メリーゴーランド

面取り具

おもちゃ………………………E1-72

パイ面取り具………………K1-202

メリヤス編機の

面取研削盤………………………K7-1160

選針用ジャック………………K5-190
メリヤス機械用編み針…………K5-190

意匠分類の記号

面戸………………………………L4-2110〜2190
＊＊面戸がわら………………………L6-114

メリヤス地………………………M1-12M

面戸材……………………………L4-2110

メリヤス針………………………C0-34

面戸板……………………………L4-2110

＊ メロディーおもちゃ……………E1-510
メロン、
西瓜等果実の吊具……………K3-151

面パレット………………………L1-310、L1-3130
＊ 綿棒………………………………J7-12
＊ めん棒……………………………C6-351

めん

麺棒………………………………C6-351

うどんめん…………………A1-14

麺類原料混練槽…………………K4-49

そうめん……………………A1-14

麺類用加熱膨潤機………………K4-52

そばめん……………………A1-14
めん打ち機付
もちつき機……………………K4-52
＊ 面おもちゃ………………………E1-5011
＊＊面木………………………………L1-42
＊ 面木材……………………………L1-42
＊ 免許証入れ………………………F2-7440
＊ めんこ……………………………E2-402
面格子材…………………………L3-5450A
面格子取付部材…………………L3-5452
面格子取付枠材…………………L3-5452
面格子の連結具…………………L3-5390
面格子保持枠……………………L3-5452
面格子用桟材……………………L3-5450
面格子用側枠……………………L3-5450
面格子用目隠し板材……………L3-5450A
＊ メンコック………………………M2-520
面格子……………………………L3-431
面格子用縦桟材…………………L3-5450〜5450A
面格子用ブラケット……………L3-549
面格子用枠材……………………L3-544
＊ 錦織機……………………………K5-131
免震基礎用結合ゴム……………L4-3390
免震床板用結合ゴム……………L4-3391
免震用結合ゴム…………………L4-3390〜3391
免震用結合部材…………………L4-3390
面状発熱体用碍子………………H1-210
麺製造機…………………………K4-52
面取りかんな……………………K1-212
面取り機…………………………K7-20
面取り器…………………………K1-39
面取り機
携帯用
空気動面取り機…………K1-310
面取機用チップ…………………K1-406
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