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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

＊＊野球ゲーム器……………………E2-212
〔や〕

野球場用組立屋根………………L4-210
＊ 野球バットおもちゃ……………E1-521

＊＊矢…………………………………E3-03

野球バット立掛具………………E3-34

矢

野球盤……………………………E2-212
ダート矢……………………E2-43

野球服……………………………B1-115〜115A

破魔矢………………………C7-01

＊＊野球ボール………………………E3-301

弓矢おもちゃ用矢…………E1-6829

＊＊野球用グローブ…………………E3-34

＊＊矢板………………………………L2-2121〜2121A

＊ 野球用打撃練習具………………E3-34

矢板固定具………………………L2-2129

＊＊野球用バット……………………E3-34

矢板さし込み機…………………K3-322

野球用バットおもちゃ…………E1-521

＊ 矢板材……………………………L2-2121A
＊＊矢板継ぎ手………………………L2-2129

野球用ヘルメット………………B2-65
＊ 野球用ベース……………………E3-34

矢板継手材………………………L2-2129

野球用ボール……………………E3-301

矢板片……………………………L2-2121

野球用帽子………………………B2-61A

矢板用笠ブロック………………L2-2129

＊＊野球用マスク……………………E3-34

矢板用加振板……………………L2-2129

＊＊野球用ミット……………………E3-34

＊ やかん……………………………C5-310〜310FA

野球練習用具……………………E3-34

＊ やかんぶた用つまみ……………C5-319

野球練習用バット………………E3-34

やかん用柄………………………C5-319
＊ やかん用つり手…………………C5-319

野球用ズボン……………………B1-121
＊ ヤギおもちゃ……………………E1-32AK

屋外設備具用目隠し材…………L4-4120

屋切り……………………………L5-41

屋外遊戯具………………………E2-0

薬液攪拌用ローター……………K6-29

屋外用時計………………………J2-40

薬液散布車………………………K3-131

＊＊焼き網……………………………C5-4110B〜4110BA

薬液定量注入

焼き網

電磁ポンプ……………………K8-511

トースター用

薬液噴霧用容器の

焼き網……………………C6-4329

ホルダー………………………K3-131

＊＊焼き板……………………………C5-4110B〜4110BA、

役瓦………………………………L6-112〜115

C5-4110EA〜4110F

薬剤吸入器………………………J7-44

焼き板用履蓋……………………C5-4191

薬剤散布機付田植機……………K3-1250

焼きおむすび器…………………C5-4121A

薬剤散布車………………………K3-131

焼き菓子…………………………A1-15〜15G

＊ 薬剤塗布器………………………J7-10

焼き菓子製造器…………………K4-91

＊ 薬剤分包機………………………K0-61

焼き器

約束手形帳………………………E3-210

魚焼き器……………………C6-4330〜4330B

薬品

卵焼き器……………………C5-4110EA

固形薬品……………………J7-11

調理用焼き器………………C6-430

薬品運搬用台車…………………G2-50A

調理用焙焼き器……………C6-430
肉焼き器……………………C6-4330〜4330B

薬品タンク用保護枠体…………L2-15
＊ 薬品流し…………………………D5-26

＊＊焼きぐし…………………………C6-213

薬品流し槽………………………D5-26

焼付け機

薬品用タンク……………………G1-5239

写真用焼付け機……………J3-41

薬味入れ…………………………C5-323A

＊ 焼き鳥器…………………………C6-4330、C6-4330B
焼鳥機……………………………K4-70
＊ 焼き鳥串刺し機…………………K4-0

薬味入れ受台……………………C5-530〜530E
＊＊薬味粉砕器………………………C6-327
＊ 薬味用乳鉢………………………C5-4531

焼なまし戸………………………K0-40
野球ぐつ用補強カバー…………B5-920

役物瓦……………………………L6-112〜115
＊ やぐらおもちゃ…………………E1-70
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＊ やぐらこたつ……………………D4-120

物品の名称

意匠分類の記号

＊＊屋根板……………………………L4-2113、

やげん台…………………………K7-1920

L6-10〜10C、

野菜、果実の下敷き……………K3-120

L6-120〜120B

野菜おろし機……………………K4-30

屋根板受け金具…………………L4-2191

野菜管理機………………………K3-120

屋根板緊定金具…………………L4-2191

野菜きざみ器……………………C6-320

屋根板固定金具…………………L4-2191

野菜栽培用箱……………………K3-122

屋根板固定具……………………L4-2191、L4-329

野菜整理かご……………………D2-581C

＊ 屋根板材…………………………L6-10〜10B

野菜截断機………………………K4-30

L6-120〜120B、

野菜干切り機……………………K4-30

L4-2113

＊ 野菜洗浄機用

屋根板材支持具…………………L4-2111、L4-2191

洗浄ブラシ……………………K4-90

屋根板材接続用板………………L4-2190

野菜脱水機………………………K4-0

屋根板材接続用裏板……………L4-2190〜2191、

＊ 野菜つぶし器……………………C6-350

L6-121

野菜等の水耕育成漕……………K3-153

屋根板材の

野菜取り庖丁……………………K3-160

接続部の裏板…………………L6-121

野菜播種機………………………K3-124

屋根板材の接続部の

野菜箱……………………………G1-50A

防水カバー……………………L4-2190〜2191

野菜用結束機……………………K3-140

屋根板材用

＊ 野球用マスク……………………E3-34

接続キャップ…………………L4-2111

野獣捕獲具………………………K3-130

屋根板材用接続キャップ………L4-2113

＊ やじろべい………………………E1-081

屋根板材用継手…………………L4-2191

やじろべいおもちゃ……………E1-081

屋根板支持具……………………L4-2191

＊＊やすり……………………………K1-282、K1-414

屋根板支持材……………………L4-2191

やすり

屋根板接続具……………………L4-2191

チェンソー用

屋根板接続材……………………L4-2112、

やすり……………………K1-282

L4-2190〜2191

調理刃物用やすり…………K1-282

屋根板接続部の

謄写用やすり………………F2-219

カバー板………………………L4-2190

のこぎり用やすり…………K1-282

屋根頂部カバー用波板…………L4-2111

マニキュア用
やすり……………………B7-140

＊ 屋根板継ぎ手……………………L4-2112
＊ 屋根板継ぎ手材…………………L4-2112

やすりの柄………………………K1-2193、K1-282

屋根板継手材……………………L4-2112

ヤスリ用換刃……………………K1-282

屋根板止め金具…………………L4-2191

屋台用自動車……………………G2-230

屋根板取付金具…………………L4-2110、L4-2113

＊ 矢立て……………………………F2-7420

屋根板取付用緊結金具…………L4-2191

野鳥用餌筒………………………K3-222

屋根板の化粧カバー……………L4-2111

薬きょう

屋根板の隅棟継手………………L4-2190

銃おもちゃ用

屋根板の連結材…………………L4-2191

薬きょう…………………E1-68190

屋根板用キャップ材……………L4-2111

奴びな……………………………C2-1511

屋根板用

＊＊やっとこ…………………………K1-00

コーナー継ぎ手………………L4-2191

＊ 屋根………………………………L4-210

屋根板用隙間隠し材……………L4-2110

屋根

屋根板用接合金具………………L4-2191

自動販売機用屋根…………J5-19
ポーチ用屋根………………L3-41

屋根板用断熱吊子………………L4-2190
＊＊屋根板用継ぎ手…………………L4-2112、L4-2191

屋根、壁板用折板………………L6-120

屋根板用継ぎ手材………………L4-2112
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屋根板用継ぎ手の

意匠分類の記号

屋根平葺き金属板の

取付金具………………………L4-2190

吊り子…………………………L4-2191

屋根板用吊金具…………………L4-2191

屋根縁材…………………………L4-2113

屋根板用止水板…………………L4-2190

屋根葺板用止め具………………L4-2191

屋根板用連結金具………………L4-2191

屋根葺板金のひだ折器…………K1-241

屋根板連結具……………………L4-2191

屋根葺棒キャップ………………L4-2111

屋根上設置用水平台……………L1-110

屋根葺用板………………………L6-1112、

屋根上配設物の

L6-120〜120B

係留金具………………………L4-2190

屋根葺用かわら棒………………L4-2111

屋根裏構造体……………………L4-110、L4-112

屋根棟用水切板…………………L4-2114

屋根裏部屋用窓…………………L4-320

屋根棟用水切板

屋根、壁用折板支持具…………L4-2191

接続金具………………………L4-2190

屋根瓦葺工事用粘土……………L6-119

屋根雪おろし手動工具…………K3-160

屋根瓦……………………………L6-110〜115

屋根用足場取付金具……………L1-119

屋根瓦のシックイ………………L4-2190

屋根用面板………………………L6-120

屋根葺用板………………………L6-1111

屋根用折版支持

屋根化粧シート…………………L6-121

フレーム用カバー……………L4-2110

屋根ケラバ板……………………L6-112

屋根用換気具……………………L4-2110

屋根工事用作業台………………L1-110、L1-121

屋根用換気扇……………………D4-51

屋根構成部材……………………L4-2110〜2113

屋根用換気装置…………………L4-2190

屋根材……………………………L4-010、

屋根用換気棟……………………L4-2110

L4-2110〜2112、

屋根用換気窓……………………L4-2110

L6-120

継手材

屋根材固定金具…………………L4-2191

屋根用

屋根材上部取付金具……………L4-2190

ガラス継手材……………L4-2112

屋根材取付用吊子………………L4-2191

＊ 屋根用ガラス継ぎ手……………L4-2112

屋根材用孔明け具………………K1-225

＊ 屋根用ガラス継ぎ手材…………L4-2112

屋根材用継手……………………L4-2110

屋根用桁…………………………L4-2110

屋根材用取付け金具……………K1-2191

屋根用シール部材………………L4-2190

屋根資材止金具…………………K1-270

屋根用条キャップの

屋根下地材………………………L6-121

固定金具………………………L4-2190

＊ 屋根下地板………………………L6-121

屋根用接続材……………………L4-2111

＊ 屋根下地板材……………………L6-121

屋根用装飾材……………………L4-2110

屋根装飾用

屋根用たるき……………………L4-2111

瓦棒フレーム…………………L4-2111

屋根用継ぎ手……………………L4-2191

屋根端部の雨仕舞材……………L4-2113

屋根用妻カバー材………………L4-2113

屋根付折り畳み戸………………L3-41

屋根用吊子………………………L4-2191

屋根付構造物……………………L3-10、L3-41

屋根用樋…………………………L4-231

屋根付二段駐車機………………L3-230

屋根用取付金具…………………L4-2191

＊ 屋根付きベンチ…………………L3-11

屋根用なだれ止め

屋根継ぎ板………………………L4-2190

支持具…………………………L4-2192

屋根転落防止柱…………………L1-114

屋根用なだれ止め………………L4-2192

屋根の一文字引き

屋根用軒先受材…………………L4-2110

工法の仮足場用金具…………L1-190

屋根用はしご……………………D0-21

屋根の骨組用型材………………L4-2112

屋根用パネル押え材……………L4-2110

屋根の被覆修理用

屋根用パネル継ぎ手……………L4-2191

スペーサ………………………L4-2190〜2191
屋根の雪止取付金具……………L4-2192

屋根用縁材………………………L4-2113
＊ 屋根用水切り……………………L4-2114
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屋根用水切板……………………L4-2114
屋根用水切り材…………………L4-2114
屋根用水切り取付具……………L4-2190
＊ 屋根用水切り板
取付け具………………………L4-2190
屋根用棟板材……………………L4-2111
屋根用棟飾り……………………L4-2190、L6-115
屋根用棟飾りカバー……………L4-2111、L4-2190
屋根用棟飾りキャップ…………L4-2111、L4-2190
屋根用棟木材……………………L4-012
屋根用
目地パッキング材……………L4-40
屋根用面戸保護板………………L6-114
屋根用雪降ろし機………………G1-00
屋根用雪辷り止め金具…………L4-2192
屋根用雪すべり止材
取付け具………………………L4-2192
屋根用雪止金具…………………L4-2192
屋根用雪止具……………………L4-2191〜2192
屋根用雪止め具の
取付け具………………………L4-2192
屋根用雪止アングル
装着金具………………………L4-2192
屋根用ワイヤー
止め金具………………………L4-2190
屋根枠材…………………………L4-2110
山芋栽培器………………………K3-120
山留工事用梁受けピース………L2-2120
山道用ステップ…………………L2-5210
矢来………………………………L4-410
矢来の台座………………………L4-410
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