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〔ユー〕                          〔ユウ〕 

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

 

〔ゆ〕 

 

  ユー字溝…………………………L2-412A  

  油圧緩衝器………………………K9-3 

  油圧駆動源用ピストン…………K8-291 

  油圧ショベル……………………K3-3210、K3-3211  

  油圧ショベル本体………………K3-3210、K3-3211  

  油圧ショベル用運転盤…………K3-390 

  油圧ショベル用 

   カウンタウェイト……………K3-32190 

  油圧ショベル用車体……………K3-32190 

＊＊油圧シリンダー…………………K9-17  

  油圧ジャッキ……………………G1-30  

  油圧穿孔器用刃物………………K1-420 

  油圧チャック……………………K7-1921  

  油圧発生機………………………K8-0、K8-50、K8-512

＊ 油圧ブレーカー用のみ…………K1-4081  

  油圧プレス………………………K7-131 

  油圧変速回転機…………………K9-18  

  油圧ポンプ………………………K8-50  

  油圧ポンプ駆動用 

   電動機…………………………H2-120 

  結納台……………………………C7-150 

＊＊有価証券抹消機…………………F2-810 

  有害動物及び 

   害鳥等の防除材………………L3-549 

  有機廃棄物の 

   急速発酵処理機………………K6-3 

  遊戯具……………………………E2-0 

  遊戯具 

    屋外遊戯具…………………E2-530 

    組立て遊戯具………………E2-110 

    球遊戯具……………………E2-410 

    跳躍遊戯具…………………E2-50  

    乗物遊戯具…………………E2-520 

    はめ込み遊戯具……………E2-120 

    飛しょう遊戯具……………E2-440 

    歩行遊戯具…………………E2-51  

    遊動遊戯具…………………E2-520 

    揺動遊戯具…………………E2-520 

    輪回し遊戯具………………E2-42  

  遊戯プール用階段………………L3-639 

  遊戯用車両………………………G2-11  

＊＊遊戯用浮袋………………………E2-61  

  遊戯用カード……………………E2-23  

  遊戯用軌条走行車………………E2-520 

遊戯用競争車……………………G2-40 

  遊戯用空気入り浮具……………E2-61  

  遊戯用空気入り日除け…………L3-260 

  遊戯用コインの研磨材…………K1-280 

  遊戯用駒…………………………E2-22  

  遊戯用三輪車……………………E2-522 

  遊戯用三輪スケート……………E2-523 

＊ 遊戯用紙…………………………E1-10  

  遊戯用自転車……………………G2-40  

  遊戯用そり………………………E3-43  

  遊戯用投げ矢……………………E2-43  

  遊戯用乗物………………………E2-520 

  遊戯用乗物いす…………………D2-1530  

＊ 遊戯用プール……………………E2-62  

  遊戯用ボート……………………G3-3 

  遊戯用ラケット…………………E2-410 

  有孔梁補強金具の 

   保持金具………………………L1-433 

＊ 有刺鉄線…………………………M1-71  

  有刺鉄線用止め金………………L3-549 

  優勝楯……………………………C2-160 

  優勝楯用金具……………………C2-169 

  優勝杯……………………………C2-160 

  湧水処理パネル…………………L2-210 

  融雪器……………………………L4-2190  

  融雪機……………………………K3-328 

  融雪溝……………………………L2-411E  

  融雪水用ドレーン………………L2-452 

  融雪槽用受枠……………………L4-2190  

  融雪側溝ブロック………………L2-411E  

  融雪マット………………………L2-541 

  融雪屋根材………………………L4-2190  

  融雪屋根用屋根材………………L4-2190  

  融雪用散水ノズル………………M2-532 

  融雪用散水ホース………………M2-32  

  融雪用スプリンクラー…………M2-532 

  融雪用チューブ…………………L2-541 

  融雪用配水管ブロック…………L2-532 

  有線テレビ幹線増幅器…………H3-22  

  有線テレビジョン用 

   分岐分配器……………………H3-13  

  有線テレビジョン用 

   分岐器…………………………H3-13  

  有線テレビジョン用 

   分配器…………………………H3-13  

  有線テレビジョン用 

   変調器…………………………H3-720 

  有線放送受信用 

テレビチューナー……………H3-720 
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〔ユウ〕                          〔ユカ〕 

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

  有線放送テレビ 

   信号用増幅器…………………H3-22  

  有線放送テレビ 

   受信用復調器…………………H3-720 

  有線放送用 

   テレビチューナー……………H3-720 

  郵送ケース………………………G1-50  

  有段部通路用台板………………L2-520 

  遊動円木…………………………E2-530 

＊＊誘導電圧調整器…………………H2-220 

＊ 誘導電動機………………………H2-120A  

＊ 遊動遊戯具………………………E2-520 

  誘導用敷石ブロック……………L6-1421  

  郵便受け…………………………D0-110 

  郵便受け口………………………D0-119 

＊＊郵便受け口金具…………………D0-119 

  郵便受タイル壁…………………D0-110 

  郵便受け付き 

   牛乳受け箱……………………D0-110 

＊＊郵便受け箱………………………D0-110 

  郵便函……………………………D0-110 

  郵便箱……………………………D0-110 

  郵便箱付き 

   自動管理ロッカー……………D2-550 

  郵便箱付きロッカー……………D2-550 

  郵便物用はかり…………………J1-210 

＊＊郵便ポスト………………………L3-12  

＊＊郵便用開封機……………………F2-8131  

  郵便用消印機……………………F2-810 

  郵便用搬送シュート……………G1-10  

＊＊郵便用封かん機…………………F2-831 

  歩道用ブロック…………………L6-1420  

  遊覧船……………………………G3-0 

  遊覧ボート………………………G3-3 

  遊覧用乗用自動車………………G2-211 

  輸液管用の連結具………………J7-43  

  輸液用パック……………………J7-40  

  油煙吸収除去器…………………D4-50  

  油煙除去器………………………K6-10  

  油煙ろ過器………………………K6-120 

  湯温計……………………………J1-22  

  床 

    衛生設備室用床……………D5-69  

    建物用床……………………L4-30  

＊＊床板………………………………L6-10～10C、 

                L6-140～140C、 

 

＊ 床板材……………………………L6-10、L6-10B～10C 

                L6-140、 

                L6-140B～140C 

  床板材端部カバー………………L4-3390  

  床板材用カバー…………………L6-141 

  床板材用幅調整部材……………L6-141 

  床板支持金具……………………L4-3390  

  床板支持緩衝具…………………L4-3390  

  床板支持脚………………………L4-3390  

  床板支持脚用緩衝具……………L4-3390  

  床板支持具………………………L4-3390  

  床板支持具の 

   調整ナット……………………L4-3390  

  床板支持具の 

   調整ボルト……………………L4-3390  

  床板支持台用取付け板…………L4-3390  

  床板支持柱脚用緩衝具…………L4-3390  

  床板支持用金具…………………L4-3390  

  床板支持用脚……………………L4-3390  

  床板隅部連結板…………………L4-331 

  床板接続具………………………L4-3390  

  床板端部材………………………L6-141 

  床板付き便器……………………D5-41  

＊ 床板取付け金具…………………L4-3390  

  床板の縁部押さえ金具…………L4-3390  

  床板保持具………………………L1-2192、L4-3390  

  床板用キャップ…………………L4-3390  

  床板用支持脚連結金具…………L4-3390  

  床板用取付金具…………………L4-3390  

  床板連結具………………………L4-3390  

  床板連結板………………………L6-141 

  床上排水口金具…………………L2-450 

  床板排水用開閉蓋………………L2-450、L2-453 

  床置用敷物………………………C1-31  

  床置き用灰皿……………………B6-30A 

  床開口部用縁材…………………L4-410 

  床固めブロック…………………L2-2241  

  湯かき棒…………………………D5-3191  

  床組用枠…………………………L6-143 

  床組用緩衝材……………………L4-3391  

  床組用台座………………………L4-3390～3391 

  床構成板の連結具………………L4-3390  

＊ 床構成部材………………………L4-331 

  床材………………………………L6-140 

  床材用連結金具…………………L4-331 

  床敷きマット……………………C1-31  

＊ 床敷きマットブロック…………C1-391 
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〔ユカ〕                          〔ユカ〕 

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

  床敷きマット用 

   ブロック………………………C1-391 

  床敷物……………………………C1-30～31 

  床敷物押え………………………L4-414 

  床敷き物押え材…………………L4-414 

  床敷き物用止め具………………L4-414 

  床敷物用ブロック………………C1-391 

  床敷物用 

   マットブロック………………C1-391 

  床敷用すのこ……………………L6-140、L6-140B  

  床支持金具………………………L4-3391  

  床支持具…………………………L4-3390、L4-390 

  床支持用脚………………………L4-3390  

  床下換気口………………………L5-41  

  床下換気孔成型用型枠…………L1-30、 

                L1-3130～3130A  

  床下換気口用型枠………………L1-3130  

  床下換気孔用型枠………………L1-3130  

  床下換気扇………………………D4-51  

  床下換気窓………………………L5-41  

  床下換気用孔板…………………L5-41  

  床下空調用 

   吹き出し口グリル……………D4-390 

  床下クッション材………………L6-143 

  床下支持具………………………L4-3390  

  床下支持具の 

   床材受け具……………………L4-3390  

＊＊床下収納庫………………………D1-38  

  床下収納庫の 

   蓋引起し具……………………K1-200、L5-60  

  床下収納庫の 

   蓋用開放保持具………………L5-40  

  床下収納庫の蓋用 

   ラッチロックの 

   キーハンド……………………L5-632 

  床下収納庫の 

   蓋用ラッチロック……………L5-6331  

  床下収納庫用入口枠材…………L5-4212  

＊ 床下収納庫用パネル框…………L3-431 

＊ 床下収納庫用 

   パネル框材……………………L5-431 

＊ 床下収納庫用ふた框……………L5-431 

＊ 床下収納庫用ふた框材…………L5-431 

  床下収納庫用蓋枠材……………L5-4211  

  床下収納庫用リフト……………G1-30  

＊ 床下収納庫用枠材………………L5-432 

＊ 床下収納庫用枠…………………L5-432 

床下収納箱………………………D1-38 

  床下収納金庫の蓋………………L5-12101 

  床下地材…………………………L6-143 

＊ 床下地板…………………………L6-143 

＊ 床下地板材………………………L6-143 

  床下地タイル……………………L6-143 

  床下地用パネル…………………L6-143 

  床下点検口用型枠………………L1-3130  

  床下用風窓枠……………………L5-41  

  床下用換気口……………………L5-41  

  床下用換気扇……………………D4-51  

  床下用冷凍庫……………………C6-51、C6-51B～51BA

  床タイル…………………………L6-1420  

  床タイル連結具…………………L4-3390  

  床断熱材…………………………L6-143 

  床暖房パネル……………………D4-0、D4-316 

  床暖房用温水ヒーター…………D4-316 

  床暖房用断熱材…………………L6-143 

  床暖房用放熱器…………………D4-390 

  床暖房用放熱板…………………L6-140～140A 

  床束金具…………………………L4-3390  

  床束………………………………L4-3391  

  床束と大引の 

   仮止め用補助金具……………L4-191 

  床点検口の内蓋…………………L5-4210  

  床点検口の取手…………………L5-632 

  床点検口用 

   取手の取付具…………………L5-6391  

  床点検口…………………………L5-420 

  床点検口用蓋……………………L5-420 

  床点検口枠………………………L5-420 

  床トラップ用中蓋………………L2-451 

  床排水器…………………………L2-450 

  床排水器具用 

   目皿受け枠……………………L2-450 

  床排水具…………………………L2-450 

  床排水溝…………………………L2-450 

  床排水口金具……………………L2-450 

  床排水口用ふた…………………L2-442 

＊＊床排水口用目皿…………………L2-450 

  床排水皿…………………………L2-450～451  

  床排水トラップ…………………L2-451 

  床排水トラップ用 

   封水貯溜器……………………L2-451 

  床排水トラップ用本体…………L2-451 

  床排水枡…………………………L2-450～451  

  床排水目皿………………………L2-450 

＊＊床排水用トラップ………………L2-451 

床排水用トラップ用本体………L2-451 
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〔ユカ〕                          〔ユニ〕 

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

  床張り板…………………………L6-140 

  床張り板材………………………L6-140 

  床板貼りの 

   目地引締め治具………………K1-00  

  床張り用板………………………L4-330、 

                L6-10～10C、 

                L6-140、 

                L6-140B～140C 

  床張り用板材……………………L6-140～140C 

  床張用板材の 

   凹溝カバー材…………………L6-141 

  床張用板溝カバー材……………L6-141 

  床版継手材の取付金具…………L4-410 

  床パネル支持用座板……………L4-3390  

  床パネル端末仕上材……………L4-410 

  床パネル用架台…………………L6-143 

  床パネル用カバー………………L4-411 

  床パネル用支持材………………L4-3390  

  床開口部蓋用縁材………………L5-4211  

  床開口部用縁材…………………L5-4211～4212 

  床開口部用縁枠材………………L5-4211  

＊ 床ブラシ…………………………C3-210 

  床みがき機………………………C3-420 

  床みがき具………………………C3-340～342  

  床面仕上材固定枠………………L6-143 

  床面清掃ロボット………………G2-0 

  床用型材…………………………L6-140 

  床用グレーチング………………L6-140C  

  床用ケーブル引出口……………H2-4250  

  床用格子板………………………L6-140C  

  床用格子板材……………………L6-140C  

＊ 床用コンセント…………………H1-3422G 

  床用照明器具……………………D3-332、D3-332E  

  床用スリーブ取付用 

   補助プレート…………………L1-319 

  床用掃除口………………………L2-453 

  床用タイル………………………L6-1420～1421 

  床用排水器………………………L2-450 

  床用排水口………………………L2-450 

  床用排水桝………………………L2-451 

  床用配線マット…………………L6-143 

  床用梁……………………………L4-112 

  床用マットブロック……………C1-391 

＊ ゆがみ試験機……………………J1-512 

  雪運搬器…………………………K3-160 

  雪落とし具………………………K3-160 

  雪降ろし用樋支持具……………K3-160 

雪かき……………………………K3-160 

  雪かき器具………………………K3-160 

  雪掻き具…………………………K3-160、K3-163 

＊ 雪かき車…………………………G2-11  

  雪掻用スコップ…………………K3-160 

  雪囲金具取付用支柱の 

   受金具…………………………L3-549 

  雪囲い具…………………………K3-150、L3-5390  

  雪辷り止め金具…………………L4-2192  

＊＊雪止め……………………………L4-2192  

  雪止め板…………………………L4-2192  

  雪止め板等の吊り金具…………L4-2192  

  雪止め金具………………………L4-2192  

  雪止めフェンス…………………L4-2192  

  雪止め用アングルの 

   吊り金具………………………L4-2192  

＊ 雪止め用取付け具………………L4-2192  

  雪止め用横木の 

   支え金具………………………L4-2192  

  雪庇落とし具……………………K3-160 

  雪割り……………………………L4-2110  

＊＊輸血器……………………………J7-42  

  輸血輸管用流量調節器…………J7-40  

  湯煎用中子………………………C5-4190  

  油送管保護用函渠………………L2-410～412  

  輸送パレット用 

   キャスター……………………G1-5190、G1-5290  

＊ 輸送パレット用桁………………G1-5191  

＊ 輸送パレット用桁材……………G1-5191  

＊ 輸送パレット用枠………………G1-5190～5191 

＊ 輸送パレット用枠材……………G1-5191  

  輸送袋……………………………G1-50  

  輸送用網…………………………G1-53  

  油槽用キャップ…………………K9-29  

  輸送用コンテナー………………G1-520～520A 

＊ 輸送用タンク……………………G1-522 

＊＊輸送用パレット…………………G1-510～510B、 

                G1-520 

  輸送用袋コンテナ………………G1-520 

＊＊輸送用ボンベ……………………G1-5230  

＊ 輸送用ボンベの帽がい…………G1-5239  

  輸送用容器………………………G1-50A 

＊＊湯たんぽ…………………………D4-14  

  ゆであげ麺調理器………………K4-72  

  ゆであげ麺調理器用鍋…………K4-72  

  ゆで機 

    業務用麺ゆで機……………K4-72  

  ゆで麺機…………………………K4-70、K4-72  

ユニット倉庫……………………L3-200 
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  ユニットハウス…………………L3-200 

  ユニットバスの 

   パネル枠部材…………………L5-0111  

＊ ユニバーサル 

   ジョイント……………………K9-15  

＊＊湯飲み……………………………C5-232 

  湯呑み茶碗………………………C5-232 

＊ 湯飲み用ふた……………………C5-2390  

＊ 指飾り……………………………B3-43  

  指サック…………………………F2-01  

  指サック 

    事務用指サック……………F2-01  

  指詰め防止カバー………………L5-90  

  指人形……………………………E1-30  

＊＊指抜き……………………………C0-37  

  指貫………………………………C0-37  

＊＊指輪………………………………B3-43  

＊＊指輪ケース………………………C0-112 

＊ 指輪彫刻機………………………K7-1104  

＊ 指輪時計…………………………J2-21～21B  

  指輪時計側………………………J2-29  

  指輪時計用側……………………J2-29  

＊ 指輪用台…………………………B3-49  

  指輪用リングゲージ……………J1-127 

  指輪リングゲージ………………J1-127 

  油膜検出器………………………H1-556 

＊ 弓…………………………………E3-03  

  弓 

    破魔弓………………………C7-01  

  弓おもちゃ………………………E1-6820  

  湯水混合給水栓…………………M2-5313～5313A  

＊＊湯水混合水栓……………………M2-5313～5313A  

  湯水混合水栓用 

   ハンドル………………………M2-5911  

  湯水混合栓………………………M2-5313～5313A  

  湯水混合栓用弁板………………M2-5912  

  湯水混合吐出用蛇口……………M2-5313  

  弓鋸………………………………K1-2131  

＊＊弓矢おもちゃ……………………E1-6820  

＊ 弓矢おもちゃ用矢………………E1-6829  

＊ 弓用標的…………………………E3-03  

＊＊揺りいす…………………………D2-14K 

＊ 揺りかご…………………………D2-23  

＊＊湯沸し……………………………C5-310～310FA  

  湯沸かし 

    コーヒーメーカー 

     用湯沸かし………………C5-422 

  湯沸し及び 

   保温用電気ポット……………C5-316A  

  湯沸し及び 

   保温用ポット…………………C5-316A  

  湯沸し器 

    取付け用湯沸し器…………D5-51  

  湯沸し器水洗用受皿……………D5-590 

  湯沸し器付トースター…………C6-4320  

  湯沸し器付き流し台……………D5-1202  

  湯沸し器取付け枠………………D5-590 

  湯沸し器の吸熱罐………………D5-591 

  湯沸し器排気用 

   防熱保護板……………………D5-590 

  湯沸し器用カバー………………D5-590 

  湯沸し器用給水管………………D5-590 

  湯沸し器用給湯管………………D5-590 

  湯沸し器用口火安全器 

   付き温度調節器………………D5-590 

  湯沸し器用遮熱板………………D5-590 

  湯沸し器用出湯管 

   保護カバー……………………M2-490 

  湯沸し器用水槽…………………D5-590 

  湯沸し器用熱交換缶……………D5-591 

  湯沸し器用熱交換器……………D5-591 

  湯沸し器用リモート 

   コントローラ…………………H2-61～61DAD  

  湯沸かしポット付 

 オーブントースター…………C6-4320 

 


