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〔ワ〕                           〔ワク〕 

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

 

〔わ〕 

 

  輪 

    足輪…………………………B3-44  

    犬用首輪……………………E0-10  

    牛用鼻輪……………………K3-220 

    指輪…………………………B3-43  

    輪投げ用輪…………………E2-43  

  ワードプロセッサー……………H5-1～1B 

  ワードプロセッサー用 

   インクリボン 

   カセット………………………H5-921 

  ワードプロセッサー用 

   置台……………………………D2-41B 

  ワードプロセッサ用 

   プリンター……………………H5-450～450B 

＊＊ワイシャツ………………………B1-112 

  ワイシャツ収納ケース…………D2-570 

  ワイパ 

    自動車用ウインド 

     ワイパ……………………G2-2941  

  ワイヤークランプ用 

   筒状パッキン…………………L2-119 

  ワイヤー固定具…………………L4-3929、M3-00  

  ワイヤードットプリン 

   ター用印字ヘッド……………H5-911 

  ワイヤー用掴線器………………G1-04  

＊＊ワイヤーロープ…………………M1-630～631  

＊ ワイヤーロープ切断器…………K1-220 

  ワイヤーロープ連結具…………M3-00  

  ワイヤーカット 

   放電加工機……………………K7-1100  

  ワイヤカット 

   加工機用電極保持具…………K7-119 

  ワイヤカット 

   放電加工装置…………………K7-1100  

  ワイヤブラシ 

    手持ち動力工具用 

     回転ワイヤ 

     ブラシ……………………K1-415 

  ワイヤ保持・切断工具…………K1-220 

  ワイヤレス 

   マイクロホン…………………H4-110 

  ワイヤレスマイクロ 

   ホン用受信機…………………H3-612 

＊ ワインクーラー…………………C5-326 

ワインクーラー台………………D2-41  

＊ ワインラック……………………D1-32  

  沸かし 

    コーヒー沸かし……………C5-421 

    湯沸かし……………………C5-310～310FA  

＊ 和傘………………………………B3-82  

  和傘用生地………………………B3-894 

  和菓子……………………………A1-15～15D  

＊ 脇机………………………………D2-334 

  脇机用天板………………………D2-392 

  湧水処理パネル…………………L6-143 

  枠 

    足場板用枠…………………L1-129 

    足場用水平枠………………L1-115 

    足場用建枠…………………L1-112 

    雨戸上枠……………………L5-241 

    雨戸下枠……………………L5-242 

    雨戸縦枠……………………L5-243 

    内倒し窓用上枠……………L5-1511  

    内倒し窓用縦枠……………L5-1513  

    運搬パレット用枠…………G1-5191  

    エアーコンディ 

     ショナー用 

     取付け枠…………………D4-390 

    押しずし用押し枠…………C6-230 

    折戸用上枠…………………L5-141H  

    折戸用下枠…………………L5-142H  

    折戸用縦枠…………………L5-143H  

    階段手摺用下枠……………L3-546 

    階段 

     ノンスリップ枠…………L4-421 

    回転窓枠……………………L5-1510  

    回転窓用上枠………………L5-1510、L5-1511  

    回転窓用下枠………………L5-1502、L5-1512  

    回転窓用縦枠………………L5-1503、L5-1513  

    家具用枠……………………D2-9120  

    家具用上枠…………………D2-9121～9122 

    家具用下枠…………………D2-9121～9122 

    家具用縦枠…………………D2-9121  

    笠内枠………………………D3-920 

    ガスボンベ用 

     支持枠……………………D0-12  

    がらり枠……………………L5-1231  

    がらり用縦枠………………L5-1231  

    キャンバス用枠……………F1-3259  

    組立温室用枠………………L3-391 

    黒板用枠……………………F2-4290  

    コンテナ用 

  パネル枠…………………G1-5291  
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    刺しゅう枠…………………C0-38  

    写真植字機用 

     文字盤枠…………………K0-239 

    障子用縦枠…………………L5-143J  

    商品陳列ケース用 

     上枠………………………F5-2911  

    商品陳列ケース用 

     下枠………………………F5-2912  

    商品陳列ケース用 

     縦枠………………………F5-2913  

    軸流送風機用 

     保護枠……………………K8-790 

    自動車用ナンバー 

     プレート 

     取付け枠…………………G2-2952  

    水路用かさ上げ枠…………L2-4190  

    滑り出し窓用上枠…………L5-1511  

    滑り出し窓用下枠…………L5-1512  

    滑り出し窓用縦枠…………L5-1513  

    製氷皿用仕切り枠…………C6-239 

    船舶用窓枠…………………G3-90  

    側溝用蓋受枠………………L2-4191  

    建物用点検口枠……………L5-4212  

    建物用戸枠…………………L5-131 

    建物用扉枠…………………L5-131 

    建物用窓枠…………………L5-132 

    棚用枠………………………D2-9120  

    たも網用枠…………………K2-11  

    突出し窓用下枠……………L5-1512  

    テニスラケット 

     台枠………………………E3-311 

    天井照明器具用 

     縁枠………………………D3-31930 

    テント用枠…………………L3-269 

    戸袋用 

     鏡板取付け枠……………L5-2211  

    ドア用枠……………………L5-1510  

    ドア用上枠…………………L5-1511  

    ドア用 

      ガラス嵌殺し枠…………L5-1010A 

    ドア用下枠…………………L5-1512  

    ドア用縦枠…………………L5-1513  

    農業用堰枠…………………L2-32A 

    海苔乾燥用枠………………K4-6 

    方面用枠……………………L2-221 

    墓用枠………………………C7-139 

    嵌殺し窓枠…………………L5-1520  

  嵌殺し窓用上枠……………L5-1521 

    嵌殺し窓用下枠……………L5-1522  

    嵌殺し窓用縦枠……………L5-1523  

    バドミントン 

     ラケット台枠……………E3-321 

    引倒し窓用下枠……………L5-1512  

    開き窓用上枠………………L5-1511  

    ビニールハウス用 

     枠…………………………L3-391 

    袋物用口枠…………………B4-93  

    襖用縦枠……………………L5-143J  

    風呂釜取付け枠……………D5-3390  

    塀用枠………………………L3-544 

    ベランダ手摺用 

     下枠………………………L3-546 

    包装用枠……………………F4-9110～9110AB 

                F4-91120～91120A 

                F4-91121A～91130  

    包装用襟枠…………………F4-91131 

    間仕切りパネル用 

     壁連結枠…………………L5-0115  

    間仕切りパネル用 

     連結枠……………………L5-0114、L5-0116  

    間仕切り用連結枠…………L5-0114  

      窓用上枠……………………L5-141～141G、 

                L5-1521  

    窓用ガラス 

     嵌殺し枠…………………L5-1010A～1010B  

    窓用下枠……………………L5-142～142G、 

                L5-1522  

    窓用下枠材…………………L5-1502  

    窓用縦枠……………………L5-143～143M、 

                L5-1503、L5-1523  

    窓用嵌殺し枠………………L5-1503  

    窓用嵌殺し上枠……………L5-1501  

    窓用嵌殺し下枠……………L5-1502  

    窓用引戸枠…………………L5-140 

    窓用引戸上枠………………L5-141～141G 

    窓用引戸下枠………………L5-142～142G 

    窓用引戸縦枠………………L5-143～143M 

    眼鏡枠………………………B3-60  

    門扉用枠……………………L3-544 

    床下収納庫用枠……………L5-432 

    湯沸し器取付け枠…………D5-590 

    浴室折戸用上枠……………L5-141H  

    浴室折戸用下枠……………L5-142H  

    浴室折戸用縦枠……………L5-143H  

    両開き窓用下枠……………L5-1512  

  両開き窓用縦枠……………L5-1513  
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    レンジ用取付け枠…………C6-459 

＊ 枠組み足場………………………L1-111 

  枠組足場の階段用建枠…………L1-112 

  わく組足場用 

   脚柱ジョイント………………L1-190 

  枠組足場用筋かい枠……………L1-115 

  枠組足場用側枠…………………L1-112 

  枠組足場用 

   手摺取付金具…………………L1-114 

  枠組み用枠材……………………L1-115 

  枠材 

    雨戸上枠材…………………L5-241 

    雨戸下枠材…………………L5-242 

    雨戸縦枠材…………………L5-243 

    内倒し窓用上枠材…………L5-1511  

    内倒し窓用枠材……………L5-1513  

    運搬パレット用 

     枠材………………………G1-5191  

    折戸用上枠材………………L5-141H  

    折戸用下枠材………………L5-142H  

    折戸用縦枠材………………L5-143H  

    階段手摺用下枠材…………L3-546 

    階段ノンスリップ 

     枠材………………………L4-421 

    回転窓枠材…………………L5-1510  

    回転窓用上枠材……………L5-1501、L5-1511  

    回転窓用下枠材……………L5-1502、L5-1512  

    回転窓用縦枠材……………L5-1503、L5-1513  

    家具用枠材…………………L2-9120～9121 

    額縁用枠材…………………C2-29  

    がらり枠材…………………L5-1231  

    がらり用縦枠材……………L5-1231  

    コンテナ用 

     パネル枠材………………G1-5291  

    車両用窓枠材………………G2-920 

    障子用縦枠材………………L5-143J  

    商品陳列ケース用 

     上枠材……………………F5-2911  

    商品陳列ケース用 

     下枠材……………………F5-2912  

    商品陳列ケース用 

     縦枠材……………………F5-2913  

    滑り出し窓用 

     上枠材……………………L5-1511  

    滑り出し窓用 

     下枠材……………………L5-1512  

    滑り出し窓用 

   縦枠材……………………L5-1513  

    建物用点検口枠材…………L5-4212  

    棚用枠材……………………D2-9120  

    突出し窓用下枠材…………L5-1512  

    戸袋用鏡板 

     取付け枠材………………L5-2211  

    ドア用枠材…………………L5-1510  

    ドア用上枠材………………L5-1511  

    ドア用ガラス嵌殺し 

     枠材………………………L5-1010A 

    ドア用下枠材………………L5-1512  

    ドア用縦枠材………………L5-1513  

    農業用堰枠材………………L2-32A 

    嵌殺し窓枠材………………L5-1520  

    嵌殺し窓用上枠材…………L5-1521  

    嵌殺し窓用下枠材…………L5-1522  

    嵌殺し窓用縦枠材…………L5-1523  

    引倒し窓用下枠材…………L5-1512  

    表示用具用枠材……………F5-191 

    開き窓用上枠材……………L5-1511 

    ビニールハウス用 

     枠材………………………L3-391 

    襖用縦枠材…………………L5-1431  

    塀用枠材……………………L3-544 

    ベランダ手摺用 

     下枠材……………………L3-546 

    間仕切りパネル用 

     壁連結枠材………………L5-0115  

    間仕切りパネル用 

     連結枠材…………………L5-0114、L5-0116  

    間仕切り用 

     連結枠材…………………L5-0114  

    窓用上枠材…………………L5-141～141G、 

                L5-1521  

    窓用ガラス殺し 

     枠材………………………L5-1010A～1010B  

    窓用下枠材…………………L5-142～142G、 

                L5-1502、L5-1522  

    窓用縦枠材…………………L5-143～143G、 

                L5-1503、L5-1523  

    窓用嵌殺し上枠材…………L5-1501  

    窓用嵌殺し下枠材…………L5-1502  

    窓用嵌殺し縦枠材…………L5-1503  

    窓用引戸枠材………………L5-140 

    窓用引戸上枠材……………L5-141～141G 

    窓用引戸下枠材……………L5-142～142G 

    窓用引戸縦枠材……………L5-143、L5-143G、 

                L5-143M  

  門扉用枠材…………………L3-544 
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    床下収納庫用枠材…………L5-432 

    浴室折戸用上枠材…………L5-141H  

    浴室折戸用下枠材…………L5-142H、L5-143H  

    浴室折戸用縦枠材…………L5-143H  

    両開き窓用枠材……………L5-1512  

    両開き窓用縦枠材…………L5-1513  

  枠体 

    いす用枠材…………………D2-191 

    組立車庫枠体………………L3-232 

    腰掛け用枠体………………D2-191 

  枠付き折れ網戸…………………L5-111 

＊ 枠付き天井………………………L4-310～310A 

＊ 枠付きドア………………………L5-111 

  枠付きドア用パネル……………L5-111 

＊ 枠付き窓…………………………L5-112 

  枠用アタッチメント材…………L5-100 

  枠用化粧額縁……………………L5-103 

  分け機 

    回転土篩分け機……………K3-42  

    振動土篩分け機……………K3-42  

  ワゴン 

    サービスワゴン……………D2-42～D2-42C 

    バスケットワゴン…………D2-582 

＊ ワゴンテーブル…………………D2-42～D2-42C 

  ワゴンテーブル 

    こんろ付き 

     ワゴンテーブル…………C6-450 

  ワゴン用テーブル甲板…………D2-392 

＊＊和装コート………………………B1-21  

  和装用スリップ…………………B1-63  

  和装用ズロース…………………B1-66  

  和装用ブラジャー………………B1-61  

＊ 綿入れ半てん……………………B1-22  

＊ 綿菓子製造器……………………C6-30  

  渡船………………………………G3-0 

  渡り板 

    車両用渡り板………………G1-020 

  渡り板材 

    車両用渡り板材……………G1-0291  

  和だんす…………………………D2-521 

  ワッシャー………………………M3-191 

  ワッシャ打込み工具……………K1-34  

  ワッフルベーカー………………C5-4110F 

＊＊ワッペン…………………………B3-36  

  わな 

    イタチ捕獲用わな…………K3-130 

＊＊輪投げ……………………………E2-43  

輪投げ具…………………………E2-43  

＊ 輪投げ用受け台…………………E2-43  

＊ 輪投げ用輪………………………E2-43  

  和風棧がわら……………………L6-1110  

  和風便器用便座…………………D5-42  

  和風折畳み芯……………………B1-90  

  和服収納だんす…………………D2-521 

＊ 和服ハンガー……………………D1-111AC 

  和服用ハンガー…………………D1-111AC 

＊＊和文タイプライター……………J4-11  

＊ 輪回し遊戯具……………………E2-42  

  わら打ち機………………………K3-101 

  藁回収結束機……………………K3-140 

  わら切り用押し切り……………K3-160 

  藁きり用回転刃…………………K3-14391 

  藁裁断機の 

   掻き込みロータ………………K3-14390 

＊ わら裁断機用刃…………………K3-14391 

＊＊わら用押し切り…………………K3-160 

  藁用押し切り……………………K3-160 

  割り 

    くるみ割り…………………C6-352 

  割り器 

    卵殻割り器…………………C6-314 

＊ 割りばし…………………………C6-12  

＊＊割ピン……………………………M3-192 

＊＊わん………………………………C5-210～210J 

  わん 

    コーヒーわん………………C5-231～231E 

    紅茶わん……………………C5-231～231E 

    汁わん………………………C5-210～210J 

    煎茶わん……………………C5-232 

    蓋付わん……………………C5-210～210J 

    抹茶わん……………………C5-232 

    飯茶わん……………………C5-210～210J 

＊ 腕章………………………………B3-13  

  ワンタン…………………………A1-14  

＊＊ワンピース………………………B1-110 

  

 


