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包装用容器…………………F4-32、F4-50〜50G
〔よ〕

F4-5120〜5121、
F4-530D〜530E、

＊ ヨーグルト製造機………………C5-431

F4-54〜56、F4-61

＊＊ヨーヨー…………………………E2-401

盛りそば用容器……………C5-221

溶解機……………………………K6-20

ロールペーパーホ

＊ ようかん…………………………A1-15〜15G
＊ 洋傘………………………………B3-81

ルダー巻紙容器…………C4-250
＊ 容器入り飲料

洋傘開閉操作用ボタン…………B3-890

自動販売機……………………J5-12〜12B

洋傘収納具………………………B3-890

容器運搬者………………………G2-50、G2-55

洋傘の柄…………………………B3-891

＊＊容器おもちゃ……………………E1-430

洋傘の玉留………………………B3-890

＊＊洋弓………………………………E3-03

洋傘の張り生地…………………B3-894

洋弓おもちゃ……………………E1-6820

洋傘のバンド止め具……………B3-890

洋弓用アームガード……………E3-03

洋傘用親骨………………………B3-892

洋弓用照準器……………………E3-03

洋傘用生地………………………B3-894

洋弓用ハンドル…………………E3-03

洋傘用下ろくろ…………………B3-893

養魚水槽用

洋傘用地…………………………B3-894

エアーポンプ…………………K8-50

洋傘用はじき……………………B3-890

養魚水槽用照明器具……………D3-63

洋菓子……………………………A1-15D

＊ 養魚槽……………………………K2-2

容器

養魚用エアーポンプ……………K8-50

飲食用容器…………………C5-20

養魚用給餌機……………………K2-2

飲料供給容器………………C6-62

養魚用空気ポンプ………………K8-50

飲料水入りびん

養魚用散餌器……………………K2-2

冷却用容器………………C5-326

養魚用餌散器……………………K2-2

運搬用容器…………………G1-50、G1-50A、

養魚用自動えさまき機…………K2-2

G1-50B

養魚用水槽攪拌機の

きのこ栽培用容器…………K3-123

羽根車…………………………K2-2

小動物飼育用

養鶏ケージ用

観賞容器…………………E0-110

卵割れ防止具…………………K3-220

食品洗浄容器………………C5-4540

養鶏樋……………………………K3-220

食器水切り容器……………C5-457〜457A

養鶏用給餌機……………………K3-222

すし容器……………………C5-210〜210J

養鶏用給水器……………………K3-222

製氷容器……………………C6-233

養鶏用給水樋……………………K3-222

つけもの調理用

養鶏用ケージ……………………K3-220

容器………………………C5-4510

養鶏用自動給水器………………K3-222

ティシュペーパー

溶鉱炉用湯口カバー……………K0-490

容器………………………C4-24

溶鉱炉炉底れんが………………K0-490

電子レンジ用

揚穀機……………………………K3-147

加熱容器…………………C6-4319

揚穀機

トイレットペー

農業用揚穀機………………K3-147

パー収納容器……………C4-250

揚穀螺旋筒………………………K3-147

パチンコケーム機

養蚕用飼育棚……………………K3-21

用賞球容器………………E2-3190

養蚕用掃き立て器………………K3-21〜220

粉末食品

溶剤回収機………………………K6-10

振出し容器………………C5-323〜323A

洋式便器用敷紙…………………D5-44

芳香剤容器…………………C4-310

洋式便器用
便器ふたカバー………………D5-44
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洋式便所用マット………………D5-44

幼児用歩行練習器………………D2-14MA

洋酒キャビネット………………D2-537

幼児用補助便座…………………D5-42

洋酒整理棚………………………D2-537

幼児用揺りいす…………………D2-14M

＊ 洋酒棚……………………………D2-537

＊＊幼児用浴槽………………………D5-310

洋酒瓶置き台……………………C5-530〜530E

揚水ポンプ………………………K8-50

養殖網用枠………………………K2-2

揚水ポンプ用

＊＊養殖いかだ………………………K2-2

インペラー……………………K8-591

養殖筏用足場板…………………K2-2

揚水ポンプ用カバー……………K8-592

養殖こんぶの着床具……………K2-2

揚水ポンプ用

養殖昆布の着床具………………K2-2

ケーシング……………………K8-592

＊ 容植スタッド……………………M3-124

用水路構築用コンク

養殖ほたて篭引揚機……………K2-2

リートブロック………………L2-413B

養殖用筏…………………………K2-2

用水路の側壁用コンク

＊＊養殖用給餌機……………………K2-2

リートブロック………………L2-413B

養殖用水槽………………………K2-2

養生シート固定金具……………L1-40

容植用スタッド…………………M3-124

養生用ネット……………………L1-40

養殖用ブロック…………………L2-642

溶接金網用継ぎ手………………L3-549

ようじ……………………………C6-14

溶接機……………………………K7-140

＊ ようじ入れ………………………C5-5121

溶接機

幼児靴……………………………B5-3

ガス溶接機…………………K7-140

＊ ようじ立て………………………C5-534

超音波溶接機………………K7-140

＊ 幼児入浴用補助具………………D5-30

テルミット溶接機…………K7-140

養生網接続金具…………………L1-40

電気溶接機…………………K7-140

養生網取付け金具………………L1-40

溶接機用ガス混合機……………K7-1410

養生シート掛止め用

溶接機用ワイヤ送給機…………K7-1490

クランプ………………………L1-190

溶接形鋼用の

養生シート接続金具……………L1-40

建築用鋼材……………………L4-10

養生シート取付け金具…………L1-40

溶接スタッド……………………M3-124

幼児用育児椅子…………………D2-14M

溶接トーチ………………………K7-1491

幼児用椅子………………………D2-14M

溶接バーナー……………………K7-140

幼児用椅子の座板………………D2-193

溶接ヒューム除去用

幼児用重ね飲食器………………C5-25
幼児用くつ底……………………B5-9120〜9120A

吸込口…………………………K7-1492
＊ 溶接ヒューム吸込み口…………K7-1492

幼児用靴…………………………B5-3

溶接ヒューム捕集用

幼児用コップ……………………C5-230

ノード…………………………D4-0

幼児用サークル…………………D2-64

＊＊溶接棒……………………………K7-1412

幼児用寝台………………………D2-212

＊ 溶接用裏当て材…………………K7-1411

＊ 幼児用洗髪帽……………………C4-110

＊ 溶接用吸引フード………………K7-1492

幼児用抱き具……………………B2-03

＊ 溶接溶剤回収用

幼児用机…………………………D2-330〜330F
幼児用つなぎ服…………………B1-13

吸引口金………………………K7-1492
＊ 溶接用消耗ノズル………………K7-1413

幼児用手押車……………………G2-510

溶接用スタッド…………………M3-124

幼児用手押車防寒具……………G2-519

溶接用セパレーター

幼児用肌着………………………B1-62A
幼児用踏み台……………………D0-23

引き金物………………………L1-3230
＊＊溶接用トーチ……………………K7-1491

＊＊幼児用便器………………………C4-28
幼児用便座………………………D5-42

溶接用被覆消耗ノズル…………K7-1413
＊ 溶接用眼鏡………………………J6-11

＊ 幼児用歩行器……………………D2-14MA

溶接ロボット……………………K0-020B
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溶接ロボット用アーム…………K0-029

養豚用分娩柵……………………K3-220

溶銑鍋……………………………K0-40

養豚用分娩柵の尻止め…………K3-220

＊＊用せんばさみ……………………F2-7443

養豚用分娩房……………………K3-220

溶断機……………………………K7-140

養豚用間仕切り棚………………K3-220

溶断機

養豚用マット……………………K3-220

ガス溶断機…………………K7-140

養豚用水呑カップ………………K3-222

溶断機用作業台…………………K1-55

養豚用水呑器……………………K3-222

用地境界プレート………………L2-210

養豚用水呑具……………………K3-222

養豚檻用床部材…………………L6-141

＊ 揺動遊戯具………………………E2-520

養豚ケージ………………………K3-220

＊＊洋はさみ…………………………K1-130、

養豚飼育器………………………K3-220

K1-132〜133

養豚舎用錠………………………K3-5191

洋鋏入れ付針さし………………C0-35

養豚用育成豚房…………………K3-220

洋ばさみのホルダー……………K1-52

養豚用餌桶………………………K3-222

洋鋏用ホルダー…………………K1-52

養豚用えさ台……………………K3-222

＊ 洋服カバー………………………B1-90

養豚用飼箱………………………K3-222

＊ 洋服カバーだんす………………D2-524

養豚用給餌器……………………K3-222

洋服だんす………………………D2-521〜522

養豚用給餌器台…………………K3-222

洋服ハンガー……………………D1-111A

養豚用給餌器台脚………………K3-222

洋服ブラシ………………………C3-210

養豚用給餌器の

擁壁コーナー用

喰口仕切り……………………K3-222

ブロック………………………L2-2240、L2-2244

養豚用給餌器の喰皿……………K3-222

擁壁構築用

養豚用給餌器の飼槽……………K3-222

基礎ブロック…………………L2-2244

養豚用給餌器の

擁壁構築用コンクリー

食餌室の間仕切り枠…………K3-222

トブロックの裏当具…………L2-220

養豚用給餌器の振動板…………K3-222

擁壁構築用ブロック……………L2-2244〜2244B

養豚用給餌器の

擁壁付側溝ブロック……………L2-412

ホッパー………………………K3-222

擁壁付排水溝ブロック…………L2-411E

養豚用給餌器の

擁壁付排水用ブロック…………L2-412C

間仕切り枠……………………K3-222

擁壁ブロック……………………L2-2240〜2240B、

養豚用給餌器本体………………K3-222

L2-2244〜2244B、

養豚用給餌槽……………………K3-222

L2-411

養豚用給餌パイプ………………K3-222

擁壁ブロック

養豚用給水器……………………K3-222

吊り上げ用クランプ…………G1-05

養豚用給水器カバー……………K3-222

擁壁ボックス用型枠……………L2-223

養豚用給水器取付具……………K3-222

擁壁麺ブロック…………………L2-2244

養豚用給水器の受皿……………K3-222

擁壁用

養豚用ケージの後扉……………K3-220

アンカーブロック……………L2-220

養豚用ケージの

擁壁用板…………………………L2-221、L2-223

すのこ板………………………K3-220

擁壁用金網保持ピン……………L2-220

養豚用コンクリート

擁壁用間知ブロック……………L2-2244A

給餌器…………………………K3-222

擁壁用基礎ブロック……………L2-2244

養豚用自動給餌器………………K3-222

擁壁用コンクリート積

養豚用錠…………………………L3-5191

ブロック………………………L2-2240〜2240B、

養豚用すのこ……………………K3-220

L2-2244〜2244D

養豚用排水管……………………L2-411B

擁壁用コンクリート板…………L2-412A

養豚用分娩ケージ………………K3-20

擁壁用コンクリート

養豚用分娩ケージ床枠…………K3-220

パネル…………………………L2-2240、L2-2244
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浴室折戸上框……………………L5-1221

ブロック………………………L2-2240〜2240B、

浴室折戸上框材…………………L5-1221

L2-2244〜2244D

浴室折戸下框……………………L5-1221

＊ 擁壁用さく………………………L2-223

浴室折戸下框材…………………L5-1221

擁壁用植生ブロック……………L2-2244C

浴室折戸縦框……………………L5-1221

擁壁用

浴室折戸縦框材…………………L5-1221

隅角間知ブロック……………L2-2244AA

浴室折戸単位板…………………L5-1221

擁壁構築用ブロック……………L2-2244

浴室折戸単位板材………………L5-1221

擁壁用積ブロック………………L2-2244

浴室折戸ヒンジ材………………L5-1221

＊＊擁壁用ブロック…………………L2-2240〜2240B、

浴室用壁板………………………D5-69

L2-2242〜2243A、

浴室用壁埋め込み収納棚………D1-231

L2-2244〜30、

浴室用壁パネル…………………D5-69

L2-413B

浴室用腰掛け……………………D2-13〜13A

擁壁用ブロックの壁体…………L2-2240

浴室用小物入れ…………………D1-36

擁壁用ボックス…………………L2-223

浴室用シャワーヘッド…………D5-35

擁壁用枠…………………………L2-223

浴室用収納棚……………………K6-592A

洋便器用便座……………………D5-42

浴室用照明付出窓………………L5-1261

用便用いす………………………D5-42
養蜂箱……………………………K3-21

浴室用除湿機……………………D4-332
＊＊浴室用すのこ……………………D5-34

＊ 養鰻池用水かくはん機…………K2-2

浴室用天井………………………D5-69

養鰻用給餌器……………………K2-2

浴室用天井板……………………D5-69

羊毛洗浄機………………………K5-11

浴室用天井パネル………………D5-69

溶融金属試料採取用

浴室用出窓………………………L5-1261

吸引器…………………………K6-72

浴室用とびら……………………L5-12100

＊＊浴室………………………………D5-60、L3-200

浴室用握り棒……………………D5-3192

浴室

浴室用排水器……………………L2-450〜451

洗面器付き浴室……………D5-60

浴室用排水溝タイル……………L6-30

便器付き浴室………………D5-60

浴室用排水皿……………………L2-450〜451

浴室折戸…………………………L5-1220

浴室用排水枡……………………L2-450〜451

浴室折戸上枠……………………L5-141H

浴室用防水床板…………………D5-30

浴室折戸上枠材…………………L5-141H

＊＊浴室用マット……………………D5-34

浴室折戸下枠……………………L5-142H

浴場用腰掛け……………………D2-13A

浴室折戸下枠材…………………L5-142H

＊＊浴槽………………………………D5-310〜311

浴室折戸縦枠……………………L5-143H

浴槽

浴室折戸縦枠材…………………L5-143H

洗い場付き浴槽……………D5-313

＊ 浴室折戸用上枠…………………L5-141H

温水循環器付き

＊ 浴室折戸用上枠材………………L5-141H

浴槽………………………D5-312

＊ 浴室折戸用下枠…………………L5-142H

身体障害者用浴槽…………D5-310

＊ 浴室折戸用下枠材………………L5-142H

乳幼児用浴槽………………D5-310

＊ 浴室折戸用縦枠…………………L5-143H

風呂釜付き浴槽……………D5-312

＊ 浴室折戸用縦枠材………………L5-143H

水治療用浴槽………………J7-56

浴室ジョイナー…………………L5-143

浴槽蛇口…………………………M2-5310

浴室の排水口用

浴槽台……………………………D5-30

ストレーナー…………………L2-450

浴槽手摺用ブラケット…………D5-3192

浴室排水口用埋め金具…………L2-450

浴槽内温水攪拌器………………D5-3191

＊＊浴室用洗い場……………………D5-30

浴槽内推移並びに

浴室用いす………………………D2-13A

温度報知器……………………H0-20

浴室折戸…………………………L5-1220

浴槽の排水抑制具………………D5-3190
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浴槽蓋……………………………D5-320

意匠分類の記号

はしご用横桟材……………D0-291

＊ 浴槽湯利用温水器………………D5-50

窓用柵横桟材………………L3-5451

＊ 浴槽用あか取り具………………D5-3190

横葺き屋根材……………………L6-120

＊＊浴槽用エプロン…………………D5-3190

横葺き屋根板……………………L6-120

＊ 浴槽用温水循環器………………D5-331

横葺屋根板………………………L6-120

浴槽用温度表示具………………J1-22

＊ 横中ぐり盤………………………K7-113

＊ 浴槽用かくはん器………………D5-3191

横張りサイディング用

浴槽用攪拌棒……………………D5-3191

鎧形出隅………………………L4-4120

浴槽用カバー……………………D5-320

横引きシャッター………………L5-30

浴槽用気泡水流発生器…………C4-18

＊＊横笛………………………………E4-40

浴槽用気泡発生器………………C4-18

＊ 横笛おもちゃ……………………E1-511

浴槽用脚…………………………D5-3190

横葺屋根用

浴槽用グリップ…………………D5-3192

雪辷り止め金具………………L4-2192

浴槽用遮熱板……………………D5-3190

よしず押え用クリップ…………K3-151

浴槽用循環口蓋…………………D5-3190

胡しょう振り……………………C5-323

浴槽用浄水器……………………K6-120

＊＊よだれ掛け………………………B1-30

浴槽用栓…………………………L2-453

＊＊ヨット……………………………G3-22

＊ 浴槽用底板………………………D5-3190

＊ ヨットおもちゃ…………………E1-6341

浴槽用手すり……………………D5-3192

ヨット用風見……………………G3-90

＊ 浴槽用取手………………………D5-3192

＊ ヨット用船体……………………G3-22

浴槽用把手………………………D5-3192

＊＊ヨット用マスト…………………G3-90

浴槽用握り取手…………………D5-3192

四ツ又棟包板……………………L4-2110

＊ 浴槽用排水栓……………………L2-453

呼線先端装着用

浴槽用排水桝……………………L2-450

電線掛け具……………………H2-410

＊ 浴槽用発泡器……………………C4-18

呼出器

＊ 浴槽用発泡器本体………………C4-18
＊ 浴槽用発泡板……………………C4-18

電話呼出器…………………H3-322
＊ 呼び樋……………………………L4-2321

＊＊浴槽用ふた………………………D5-320

呼樋用集水器……………………L4-2321

＊ 浴槽用ふた材……………………D5-321

予防具

浴槽用湯かき棒…………………D5-3191

水虫予防具…………………J7-10

浴用すのこ………………………D5-34

読取り機

浴用たわし………………………C4-102A

電子計算機用紙

＊ 浴用手おけ………………………C3-511

カード読取り機…………H5-440〜440B

浴用ブラシ………………………C4-102A

電子計算機用紙

浴用ボデーブラシ………………C4-102A

テープ読取り機…………H5-441

よけ

電子計算機用磁気

自転車用雨よけ……………G2-490

カード読取り機…………H5-440〜440B

自転車用泥よけ……………G2-4913

読取り具

自動車用泥よけ……………G2-2951

図表読取り具………………F2-00

裾よけ………………………B1-64

読取り板

横穴掘削機………………………K3-323

工学読取り板………………F3-1123

＊＊横編み機…………………………K5-14

撚り戻し

横桟

釣り用撚り戻し……………K2-33

段階手摺用横桟……………L3-5451

よろい

はしご用横桟………………D0-291

端午節句用よろい…………C2-1532

窓用柵横桟…………………L3-5451

よろい板…………………………L5-1232

横桟材
段階手摺用横桟材…………L3-5451

よろい板材………………………L5-1232
＊＊よろい戸…………………………L5-1230
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よろい戸用板材…………………L5-1232
よろい戸用縦骨材………………L5-1231
＊＊よろい戸用羽板…………………L5-1232
＊ よろい戸用羽板材………………L5-1232
＊ よろい戸用羽板縦枠……………L5-1231
＊ よろい戸用羽板縦枠材…………L5-1231
＊ よろい戸用羽板枠………………L5-1231
＊ よろい戸用羽板枠材……………L5-1231
よろい戸用羽板上枠材…………L5-1231
よろい戸用羽板材………………L5-1232
よろい戸用羽板下枠材…………L5-1231
四輪運搬車………………………G2-50〜G2-50B
四輪駆動車の
走行状態表示器………………G2-2934
四輪ゴルフカー…………………G2-213
＊ 四輪自転車………………………G2-40
＊ 四輪スケート……………………E2-523
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