〔モー〕
物品の名称

〔モケ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

毛せん
〔も〕

ひな飾り用毛せん…………C2-1520
毛髪カット用挟持具……………B7-200

モータ……………………………H2-120

毛髪湿度計………………………J1-22〜J1-22A

モータ

毛髪着色用ブラシ………………B7-320

ギヤードモータ……………H2-122

毛髪用カーラー…………………B7-330

クラッチモータ……………H2-121

＊＊毛筆………………………………F2-116

ステップモータ……………H2-120

＊＊毛布………………………………C1-12

ブレーキモータ……………H2-121

＊ 木板材……………………………M1-4〜4LA

＊ モーターグレーター……………K3-3240

＊ 木魚………………………………C7-10

＊＊モータースクーター……………G2-30、30C〜30D

木材運搬作業用挟持具…………G1-05

＊ モータースクレーパー…………K3-3240

木材運搬車………………………G2-221

モータードライブ

木材運搬用パレット……………G1-510〜G1-510A

カメラ用モーター

木材折曲げ機……………………K7-20

ドライブ…………………J3-35

木材加工用サンダー……………K7-20

モータードライブ

木材外皮剥離機…………………K7-20

カメラ用ケース………………J3-38

木材剥皮機用刃…………………K1-420

＊＊モーターボート…………………G3-21、G3-3
＊ モーターボート

木材破砕車………………………G2-230
＊ 木材用ドリル……………………K1-4070A

おもちゃ………………………E1-6342

木材連結具………………………L4-191A

モーターボート玩具……………E1-6342

木材運搬車………………………G2-230

モーターボート用船体…………G3-21、G3-22〜23、

木製手摺り用

G3-3

端部装飾具……………………L3-549

モーターボート用

木造建築用柱……………………L4-111

ボートデッキ…………………G3-90

木炭

モーターポンプ

絵画用木炭…………………F2-117

キャンド

木炭コンロ………………………C6-443、C6-443A

モーターポンプ…………K8-521

木炭用こんろ……………………C6-443

水中モーター

木柱用接続金具…………………L4-191A

ポンプ……………………K8-521

木彫機

モーター用軸受け
ホルダー………………………H2-19

手持ち電動木彫機…………K1-310
＊＊木ねじ……………………………M3-111〜111A

モータ付可変抵抗器……………H1-422

木板折曲機………………………K7-20

モータ用呼吸弁…………………K2-19

＊＊木馬………………………………E2-520

モーニングコート………………B1-110

＊ 木板………………………………M1-4〜4LA

モール

木目出し床柱……………………L4-111

クリスマス用

木レンガ…………………………L6-1321、L6-1420

モール……………………C2-30

木レンガ敷設枠…………………L6-1420

工作用モール………………F1-300
モール材

木レンガブロック………………L6-1420
＊＊目録カード………………………F3-1114

車両用モール材……………G2-921

モグラ脅し………………………K3-130

モール継手………………………L4-490

＊ モグラ捕獲器……………………K3-130

毛織機……………………………K5-131

モグラ捕獲器用継手……………K3-130

盲人用腕時計……………………J2-30A

模型

盲人用点字付き

教材用模型…………………F1-211

歩車道境界ブロック…………L2-5212

模型エンジン用プラグ…………K8-292

盲人用点字ブロック……………L6-1421

模型エンジン用

＊ もうせん…………………………C1-31

マフラー………………………K8-295
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物品の名称

意匠分類の記号

模型自動車用シャーシ…………E1-6319

木工機械用目立て盤……………K1-283

模型自動車用

木工錐……………………………K1-214

モーターマウント……………E1-6319

＊＊木工旋盤…………………………K7-20

模型飛行機………………………E1-6330

＊＊木工フライス盤…………………K7-20

模型飛行機用

＊＊木工ボール盤……………………K7-23

エンジン冷却器………………K8-296

＊＊木工丸のこ盤……………………K7-21

模型飛行機用原動機……………K8-20

木工丸鋸盤………………………K7-21

模型用飾り台……………………C2-190

木工用穴開け刃…………………K1-422

模型用ガスエンジン……………K8-20

木工用糸のこ盤…………………K7-21

模型用操縦器……………………H2-62〜62DAD

＊ 木工用円筒のこ刃………………K1-422

模型用内燃機関…………………K8-20

木工用帯のこ盤…………………K7-21

＊＊モザイクタイル…………………L6-31

木工用帯鋸盤……………………K7-21

モザイクタイル

木工用回転刃……………………K1-427

下絵用紙………………………L6-39

木工用角のみ……………………K1-426

＊＊モザイクタイル用台紙…………L6-39

木工用カッター…………………K1-427

モザイクタイル用
貼り紙…………………………L6-39

木工用鉋刃………………………K1-425
＊ 木工用きり………………………K1-40710

モザイクパネル…………………L3-5391

木工用錐…………………………K1-40712

模写電送機………………………H3-520〜520B

木工用

模写電送受信機…………………H3-522
＊ 喪章………………………………B3-13

コーナークランプ……………K1-270
＊ 木工用作業台……………………K1-55

藻礁用包装網……………………L2-640

木工用サンダー…………………K7-20

＊ 文字カード………………………F1-210

木工用座ぐりカッター…………K1-428

文字修正テープ用

木工用座ぐりきり………………K1-428

ホルダー………………………F2-1220

木工用座ぐり錐の替刃…………K1-428

文字多重放送受信機……………H3-722

木工用集じん機の本体…………K7-91

文字多重放送用

木工用自動かんな盤……………K7-22

受信アダプター………………H3-722
＊ 文字彫刻機………………………K7-1104

木工用自動倣い切断機…………K7-20
＊ 木工用穿孔盤……………………K7-23

文字盤

木工用卓上切断機………………K7-21

写真植字機用

木工用ドリル……………………K1-4070、K1-40710、

文字盤……………………K0-239

K1-40712

時計用文字盤………………J2-91

木工用ナイフホルダー…………K1-52

文字練習器………………………F1-220

木工用中ぐりカッター…………K1-427

＊ もち………………………………A1-14

木工プレス………………………K7-20

もち成形型………………………C6-233〜233A

木工用鉋胴………………………K7-29

もち成型用押し型………………K4-91

木工用ほぞ切カッター…………K1-427

＊＊もちつき器………………………C6-331

木工用ほぞ取り機の刃…………K1-427

餅つき器付天火…………………C6-4310

木工用ほぞ取り盤………………K7-23

もちつき機用蓋…………………K4-52

木工用ボール盤…………………K7-23

＊＊木琴………………………………E4-20

＊ 木工用丸のこ刃…………………K1-421

木琴おもちゃ……………………E1-515

木工用丸鋸盤……………………K7-21

木琴ケース………………………E4-91

木工用みぞ切り機………………K7-20、23

もっこ……………………………G1-53

＊ 木工用溝切り機の刃……………K1-427

＊＊木工帯のこ盤……………………K7-21

＊ 木工用面取りカッター…………K1-428

木工帯鋸盤………………………K7-21
木工機械用

木工用面取機……………………K7-20
＊ 木工用面取り機の

補助スタンド…………………K7-29

切削刃…………………………K1-427
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＊ 木工用螺旋きり…………………K1-40712

物干ばさみ用容器………………C3-510

木工用ルーター…………………K7-20

物干し紐止め具…………………C3-79

木コン埋め込みプラグ…………L1-319

物干しロープ……………………C3-711

＊＊モップ……………………………C3-342

モノレールおもちゃ……………E1-6320

＊ モップ洗い器……………………C3-352

モノレールカー用

モップ絞り器……………………C3-352

レール…………………………G1-60

＊ モップ用柄………………………C3-39

モノレール用支持柱……………G1-69

モップ用把持具…………………C3-39

モノレール用台車………………G2-19

木工用錐…………………………K1-40710

籾殻回収機………………………K3-190

木工用螺旋錐……………………K1-40712

＊ もみがらかまど…………………K0-51

＊＊もなか……………………………A1-15〜15G
もなかの皮………………………A1-15F

籾殻粉砕機………………………K3-221
＊＊もみすり機………………………K3-145

もなか用皮………………………A1-15F

籾摺機……………………………K3-145

モニター付

もみすり機用

ビデオカメラ…………………H4-3450

風力選別機……………………K3-145

モニター付ビデオ

籾摺精米機………………………K4-10

テープレコーダー……………H4-3452
＊ モニターテレビ受像機…………H4-331
モニターテレビ受像機

籾摺選別機………………………K3-146
＊ ももひき…………………………B1-67
＊ 母屋押え材………………………L4-2110

付インターホン………………H4-3450
モニターテレビ受像機

もやし育成箱……………………K3-122
＊ もやし栽培器……………………K3-122

付チャイム……………………H4-3450
モニターテレビ受像機

模様紙……………………………M1-2〜2L
＊ 模様紙他…………………………M1-2〜2L

付電話機………………………H4-3450

リモートコント

モニターテレビ受像機
付文字放送

ローラー付イヤホン…………K4-143
＊＊盛りかご…………………………C5-220

アダプター……………………H4-3450

盛りかご

モニターテレビジョン

食卓用盛りかご……………C5-220

受像機…………………………H4-331

盛り器

モニターテレビジョン

飲食用盛り器………………C5-210〜210J

受像機付ビデオ

果物盛り器………………………C5-210〜210J

テープレコーダー……………H4-3452
＊ モニュメント……………………L0-0

そば盛り器………………………C5-221
＊ 盛り皿……………………………C5-210〜210J

物置………………………………L3-220〜220B

もり銃……………………………K2-00

物差し付

盛りそば容器……………………C5-221

卓上電子計算機………………J4-54

盛鉢………………………………C5-210

＊＊物干し器…………………………C3-72〜72C

盛り花用スタンド………………D1-370

物干し器用フック………………C3-79

モルタル圧送機…………………K3-3250

物干し具…………………………C3-72A

モルタル埋込定規材……………L4-431

＊＊物干しざお………………………C3-711

モルタルコーナー材……………L4-431

物干し竿受け具…………………C3-712B

＊ モルタル定規……………………L4-431

＊＊物干しざお支持具………………C3-712〜712B

＊ モルタル定規材…………………L4-431

＊ 物干しざお支持台………………C3-712〜712A

＊ モルタルミキサー………………K3-32510

＊＊物干しざお支柱…………………C3-712〜712B

モルタル目地詰器………………L1-40

＊ 物干しざお滑止め具……………C3-79

＊ モルタル用ポンプ………………K3-3250

＊ 物干し台…………………………L3-41

＊＊門…………………………………K3-50

物干しハンガー…………………D1-111AA
物干し挟み………………………C3-73

門形平削り盤……………………K7-115
＊ モンキーレンチ…………………K1-2325
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物品の名称

門型標示板の据置台……………L3-5390

意匠分類の記号

門扉用化粧板……………………L3-540

＊＊門柱………………………………L3-50、L3-520

門扉用格子材……………………L3-5450

門柱アーチ………………………L3-50

門扉用構成部材…………………L3-5430

門柱笠用ブロック………………L6-1321B

門扉用桟…………………………L3-540

門柱構成部材……………………L3-540

門扉用支持金具…………………L3-5192

門柱灯……………………………D3-430

門扉用支柱………………………L3-5411

門柱用型材………………………L3-529

門扉用支柱材……………………L3-5411

門柱用キャップ…………………L3-529

門扉用遮蔽板……………………L3-5190

門柱用コーナー型材……………L3-529

＊ 門扉用錠…………………………L3-5191

門柱用ブロック…………………L6-1231B

門扉用錠金具……………………L3-5191

＊＊門灯………………………………D3-430

門扉用錠の飾り板

門燈………………………………D3-430

取付け用台座…………………L3-5191

門の扉……………………………L3-50〜510D

門扉用施錠金具…………………L3-5191

門柱構築用ブロック……………L6-1321

門扉用施錠具……………………L3-5191

＊＊門扉………………………………L3-50〜511、

門扉用施錠板……………………L3-5191

L3-530、L3-530B
門扉及び支柱……………………L3-50

門扉用接続金具…………………L3-5190
＊ 門扉用接続具……………………L3-5190

門扉格子部材……………………L3-540

門扉用装飾体……………………L3-5391

門扉錠……………………………L3-5191

門扉用装飾板……………………L3-5391、L3-5450A

門扉用装飾板……………………L3-510

門扉用立子材……………………L3-5450

門扉継ぎ手………………………L3-549

門扉用縦桟材……………………L3-544

門扉用飾り金具…………………L3-5391
門扉用装飾金具…………………L3-5391

門扉用縦枠材……………………L3-544
＊ 門扉用ちょうつがい……………L3-5192 、L3-549

門扉取付金具……………………L3-5192

門扉用ちょうつがい材…………L3-5192

門扉のかんぬき

門扉用継手………………………L3-5192

受け金具………………………L3-5191
門扉のかんぬき

門扉用戸当り……………………L3-549
＊ 門扉用取手………………………L3-5191

通し金具………………………L3-5190

門扉用把手………………………L3-5191

門扉のかんぬき

門扉用把手金具…………………L3-5191

横受け金具……………………L3-5190

門扉用取手台座…………………L3-5190〜5191

門扉の飾板付

門扉用取手付錠…………………L3-5191

ちょうつがい…………………L3-5192

門扉用動力車……………………L3-5190

門扉のちょう番…………………L3-5192

門扉用中桟………………………L3-5450

門扉の戸当り材…………………L3-540

門扉用肘金………………………L3-5192

門扉のとっ手……………………L3-5191

門扉用ヒンジ……………………L3-5192

門扉の取付金具…………………L3-5192

門扉用ヒンジ金具………………L3-5192

門扉の枠…………………………L3-544

門扉用変形防止具………………L3-5190

門扉の枠材………………………L3-544

門扉用補助材……………………L3-540

門扉ヒンジ用金具………………L3-5192

門扉用横框………………………L3-544

門扉フェンス……………………L3-510、

門扉用横桟材……………………L3-5450

L3-510C〜510D
門扉用レール固定金具…………L3-549

＊ 門扉用枠…………………………L3-544
＊ 門扉用枠材………………………L3-544

門扉用レール連結金具…………L3-549

門扉用支柱………………………L3-5410

門扉用受け具付把手……………L3-5191

もんぺ……………………………B1-20

門扉用飾り板……………………L3-5391
門扉用キャスター………………M3-320
門扉用化粧カバー材……………L3-540
門扉用化粧額縁…………………L3-540
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