
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３ 発光具及び照明器具 
 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

   

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

   

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

通電によらず発光する発光源（化学発光体等）を有する器具及び、通電による発光源を含めた種々の発光

源を有する照明器具で、照明を目的としたものが主であるが、照明を主目的とせず、発光することで誘目性

を高める等の効果を目的とした発光具および照明器具も含める。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

   

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－０ その他の発光具及び照明器具 
 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－０ 全 その他の電球及び照明器具 

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ１－７００、７０１、７５、７６ 電球および放電ランプ等など 

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

   

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ 通電によらず発光する発光源（化学発光体等）を有する器具及び、通電による発光源を含めた種々の発

光源を有する照明器具で、照明を目的としたものが主であるが、照明を主目的とせず、発光することで誘

目性を高める等の効果を目的とした発光具および照明器具も含める。 

・ この分類には下位分類に含まれないもの（主に化学発光体）を分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・通電によって発光する光源（電球、放電ランプ、発光ダイオード等）はＨ１－７代に分類する。 

・ 車両用の照明器具は原則含まない（Ｇ２－２９７代およびＧ２－２９８代に分類する）。 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

化学発光体 発光灯 化学発光素子 

面発光灯   

 

化学発光体 
登録 1008266 号 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－２００ 燃焼型照明器具 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－２０ 全 燃焼型照明器具 

Ｄ３－２１０ 全 たいまつ、灯明等 

Ｄ３－２１１ 全 たいまつ等 

Ｄ３－２１２ 全 灯明 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ７－１４２ 葬祭用照明器具 

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

たいまつ たいまつ用油灯器 かがり火灯 

灯明 灯心 灯心用浮き子 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

光源に電気以外のものを使用した照明器具（例：薪、灯油、油脂、ガス）であって、下位の分類に該当しない

もの。 

ただし、電気的光源を使用した場合でも従来の用途、形態特徴が共通する照明具を含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録 351722 

「携帯用照明器具」 

登録 970609 

「キャンドルサービス用トーチ」 

登録 988619 

「かがり火灯」 

登録 870507 

「灯明の火袋」 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－２２００ オイルランプ、ガス灯 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－２２０ 全 オイルランプ 

Ｄ３－２３ 全 ガス灯 

   
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－４１００ 街路灯等 

Ｄ３－４２００ 庭園灯 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

オイルランプ 携帯用オイルランプ ガス灯 

携帯用ガス灯 アセチレン灯  

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・灯油又はガスを燃料にした照明器具。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 803587 

「ガスランプ」 
登録 890803 

「装飾用オイルランプ」 

登録 912269 

「オイルランプ」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－２２００ Ａ 携帯用ランプ型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－２２０ 一 オイルランプ 

Ｄ３－２３ 一 ガス灯 

   

   
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－５００ＡＤ 携帯用照明器具（ランタン型） 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

オイルランプ、ガス灯のうち、携帯用のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1116478  「ランタン」 登録 1098552  「携帯用ガス灯」 
登録 1100908  

「ガスランタン」 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－２４００ ろうそく 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－２４０ 全 ろうそく等 

Ｄ３－２４１ 全 ろうそく 

Ｄ３－２４１Ａ 全 ろうそく（模様付き） 

Ｄ３－２４１Ｂ 全 ろうそく（模擬形態） 

Ｄ３－２４１ＢＡ 全 ろうそく（模擬形態・動物及び人物） 

Ｄ３－２４１ＢＢ 全 ろうそく（模擬形態・植物） 

Ｄ３－２４１ＢＣ 全 ろうそく（模擬形態・器物） 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－３００ 屋内用照明器具（電気ろうそく） 

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

ろうそく クリスマス用ろうそく  

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

従来のろうそく（撚糸、紙縒を芯としてそのまわりに蝋又はパラフィンをつけかためて個体とし、燈火用に供

するもの）。 

一般的な形状の表面に模様が付されているものを含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

「電気ろうそく」は、屋内用照明器具（Ｄ３－３００）に分類する。 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1185342 

「キャンドル」 

登録 1119254-001 

「ろうそく」 

登録 731622 

「オルゴール付ろうそく」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－２４００ Ａ 模擬形態 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－２４１Ｂ 全 ろうそく（模擬形態） 

Ｄ３－２４１ＢＡ 全 ろうそく（模擬形態・動物及び人物） 

Ｄ３－２４１ＢＢ 全 ろうそく（模擬形態・植物） 

Ｄ３－２４１ＢＣ 全 ろうそく（模擬形態・器物） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

ろうそくの形態が他の物品、自然物（人物、動物、植物、無生物）の形態を模したもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1097931 

「ローソク」 

登録 1069481 

「置物」 

登録 869012 

「蝋燭」 

登録 723260 

「ろうそく」 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－２５０ しょく台等 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－２５ 全 しょく台 

Ｄ３－２５Ａ 全 しょく台（加飾型） 

Ｄ３－２５Ｂ 全 しょく台（ケーキ用差し込み型） 

Ｄ３－２５Ｃ 全 しょく台（携帯用取手付き） 

Ｄ３－２５Ｄ 全 しょく台（火屋付き） 

Ｄ３－２５Ｅ 全 しょく台（コップ型） 

Ｄ３－２５Ｆ 全 しょく台（多連型） 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ７－１４２ 葬祭用照明器具 

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

しょく台 ろうそく立て  

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ろうそくを立てる器具。 

・アンチモニー製の特徴をあらわすもの、ケーキ（食品）につけるためのさし込み部を有するもの、携帯する

ための把手がついたもの、２本以上のろうそくを立てられるものを含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

「電気ろうそく」は、屋内用照明器具（Ｄ３－３００）に分類する。 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録 1130864 

「燭台」 

登録 593495 

「燭台」 

登録 524577 

「燭台」 

登録 911124 

「キャンドルスタンド」 

登録 245197 

「ケーキ用のろうそく立て」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－２５０ Ａ 火屋付き 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－２５Ｄ 全 しょく台（火屋付き） 

   

   
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

炎の風除けの火屋がついたもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1178375 

「ろうそく立て」 

登録 1144205 

「ローソク立」 

登録 1127278 

「ろうそく立て」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－２５０ Ｂ コップ型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－２５Ｅ 全 しょく台（コップ型） 

   

   
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

ろうそくを入れる容器が椀、コップ、それに類する形状をしているもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1149004 

「ろうそく立て」 

登録 1128967 

「キャンドルの台座を浮遊させて収納する容器」 

登録 1065269 

「ろうそく立て」 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－２６０ ちょうちん等 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－２６ 全 ちょうちん 

Ｄ３－２６Ａ 全 ちょうちん（模様つき） 

Ｄ３－２６Ｂ 全 ちょうちん（模擬形態） 

Ｄ３－２７ 全 行灯 

Ｄ３－２８０ 全 灯ろう 

Ｄ３－２８１ 全 釣灯ろう 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ２－１５２０ 三月節句用具 

Ｃ７－１４２ 葬祭用照明器具 

Ｄ３－３１０１ 天井つり下げ灯 

Ｄ３－３３２０ 電気スタンド 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

ちょうちん ちょうちん用火袋 行灯 

灯ろう 流し灯ろう 走馬灯 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

伸縮自在な構造で、細い割竹等を芯として紙を貼り、底に蝋燭を立てて光源とするもの。また、框に紙等を

貼り、中にろうそく又は油皿を据えて燈火をともす灯具。従来のちょうちん等の形態を有し、蝋燭等のかわり

に電気による光源を有するものであって、他に分類されないものを含む。 

表面に模様を有するもの、形態が生物、器物を模したもの、吊下げ型のものを含む。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

本体の主要部が石製のものは、Ｄ３－２８２（石灯ろう）に分類する。 

電気の光源で紙等の被いが伸縮しないものについては、古典的形態以外は、Ｄ３－３１０１，３３２０等に分

類する。 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録 970017 

「提灯」 

登録 1160239 

「ちょうちん用火袋」 

登録 868500 

「ちょうちん」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－２６０ Ａ 自立型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－２７ 全 行灯 

Ｄ３－２８０ 一 灯ろう 

   
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ７－１４２ 葬祭用照明具 

Ｄ３－３３２０ 電気スタンド 

Ｄ３－４２０ 庭園灯 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

床等に置く（吊り下げや壁取り付けでない）形態のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1162066 

「行灯」 

登録 1147526 

「燈籠」 

登録 1066176 

「屋内外用照明具」 

（光源はロウソク） 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－２８２ 石灯ろう 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－２８２ 全 石灯ろう 

   

   
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ７－１３０ 墓石等 

  

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

石灯ろう   

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

石を素材とした灯ろう。石の枠に紙又は紗を張ったものを含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1164329 

「灯籠（トーロー）」 

登録 1129340 

「石灯ろう」 

登録 1115254  「角置灯籠」 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－２９ 燃焼型照明器具部品及び付属品 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－２２９ 全 オイルランプ部品及び付属品 

Ｄ３－２４９ 全 ろうそく等部品及び付属品 

   
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－５９０ 携帯用照明器具部品及び付属品 

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

オイルランプ用火屋 そうそく消火具  

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

燃焼型照明器具の部品・付属品。 

電気を光源とするが燃焼型照明器具に分類されるものの部品・付属品の内、燃焼型の部品・付属品に類す

るものも含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1176367 

「灯明用火消し蓋」 

登録 1107598 

「ランタン用笠」 

登録 987562 

「ランタン用反射鏡」 

登録 1083723 

「ローソク用芯」 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－３００ 屋内用照明器具 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－２４２ 全 電気ろうそく 

Ｄ３－３０ 一 屋内用照明器具 

   
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ７－１４２ 葬祭用照明器具 

Ｄ３－２４００ ろうそく 

Ｄ３－２５０ しょく台 

Ｈ１－７０１ 装飾電球 

Ｈ１－７６ 電球等 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

屋内で用いる、社会生活一般に使用する照明器具（産業用、輸送用、保健衛生用のものを除く）。屋外であっても

建物の外側に取付ける照明器具を含む。 

ここには下位の分類に含まれない主に以下のものを分類する。 

１） ろうそくの形状をしており、従来のろうそくと用途、使用場所が同じであって、電気による光源を有するもの 

２） 光源と光源を保持する基部と口金型接続部で構成されたもの等で、建物の何処でどのように使用するかを特

定する構成に欠ける状態（使用状態の照明器具からすれば部品のレベル）のもの。 

３） 照明に関連しない他の機能（自動点灯用センサー以外）と一体になった照明器具。 

 

 

登録 1146688 

「照明器具用笠」 

登録 1135090 「電子ろうそ

く」 

登録 695521 

「電気ろうそく」 

登録 1063838  「スピーカー，煙検知器付照明器具」 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

組物はＤ３－３０３へ分類。 

グロースターターと安定器を胴部等に組み込み、光源部の覆いをグローブ状として胴部と密着させ、口金型

接続部を有する蛍光ランプ等はＨ１－７６に分類する。（グロースターターと安定器以外の機能を組み込んで

いるものはＤ３－３００） 

反射鏡部を有し、全体をグローブ状に覆い、口金型接続部を有するハロゲン電球によるランプ（ハロゲン電

球とも言う）はＨ１－７６に分類する。 

鏡面状反射笠のみは、Ｄ３－９１１に分類する。 

葬祭用専用の照明器具はＣ７－１４２に分類する。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録９９９７１７号 
蛍光ランプ 

登録９９４９２９号 
非常用電灯 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－３０１ 家具組込み用照明器具等 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３４ 全 家具組込み用照明器具等 

Ｄ３－６０ 一 特殊用途照明器具 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

棚付き机用照明具 ベッド用照明具 音響機器用照明具 

レコードプレーヤー用照明具 譜面台用照明具 ショーケース用照明器具 

商品陳列ケース用照明器具   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

寝台、机、棚等の家具（ショーケース及び商品陳列ケースを含む）、オルガン、音響機器等に組み込まれ又

は一体状に取り付けられる照明器具（通常の照明として機能するもので、コピー機内部の読み取り用照明

等ではない）。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

着脱可能な狭持具で取り付ける等、家具等との一体性のないものは含まない。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1180471 

「書架用直付け灯」 

登録 1167984 

「吊戸棚取付用照明器具」 

 

登録 1113983 

「洗面化粧台用照明具」 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－３０２ 取付け式投光照明器具 
 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３１０ 全 天上灯 

Ｄ３－３１３ 一 天井じか付け灯 

Ｄ３－３２１ 一 壁じか付け灯 

Ｄ３－３２２ 一 壁面アーム支持照明器具 

Ｄ３－３２２Ｋ 一 壁面アーム支持照明器具（灯具中央支持型） 

Ｄ３－６０ 一 特殊用途照明器具 

Ｄ３－６２０Ａ 一 投光用照明器具（取付け型） 

Ｄ３－６６０Ａ 一 作業用照明器具（取付け型） 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－３１０２ 天井じか付け灯、天井埋め込み灯 

Ｄ３－６２００ 特殊用途投光器 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

投光器 スポットライト 店舗用投光器 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

特定方向を照射することを目的とし、壁、天井、床等に設置・固定して使用する投光用照明器具

で、反射笠又は覆で光を収束させる構造と、照射方向を変える機構の両方を有するもの。 

登録 0906809 
取付け照明器具 

 

 

登録 0861777 
スポットライト 

  

登録 0858183 
スポットライト 

      



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

2 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ 単に部屋等の全体的な照明を目的としたものは含まない。 

・ スタンド等で支持して使用する投光器についてはＤ３－６２００Ａ（スタンド型および直置き型）に分類する 

・ 頭や帽子等にとりつけて使用するヘッドランプ型照明器具についてはＤ３－５００ＡＡ（携帯用照明器具・

ヘッドランプ型）に分類する。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

   

 

登録 0890381 
壁面取付照明器具 
 

 
 

登録 1178334 
照明器具 

 

登録 0830063 
電気スタンド用笠 

 

 

登録 1135563 
センサー付き照明器具 

  

登録 1173158 
スポットライト本体 
 

 

登録 1172681 
投光用照明器具 

 

登録 0868821 
壁灯 

  



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－３０３ 一組の天井灯セット 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３０ 一 屋内用照明器具 

   
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

一組の天井灯セット   

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

少なくとも「天井灯」と「天井灯用つり飾り」を有し、同時に使用される一群のもの。同時に使用される付随的

な他の物品を有する場合を含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

№１ №3 №2 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－３１００ 天井灯 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３１１ 一 シャンデリア 

Ｄ３－３１１Ａ 一 シャンデリア（加飾型） 

   
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

シャンデリア 天井灯 天井灯用笠 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

天井に取りつける照明器具のうち、以下の分類に該当しないもの。 

主に、ガラス装飾体等が付加されたシャンデリアを分類する。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

多笠のみのものは含まない。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1095473 

「シャンデリア用灯具」 

（ＬＥＤ光源を有する） 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－３１０１ 天井つり下げ灯 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３１１ 一 シャンデリア 

Ｄ３－３１１Ａ 一 シャンデリア（加飾型） 

Ｄ３－３１１Ｂ 一 シャンデリア（多灯型） 

Ｄ３－３１２ 全 天井つり下げ灯 

Ｄ３－３１２Ａ 全 天井つり下げ灯（円形笠） 

Ｄ３－３１２ＡＡ 全 天井つり下げ灯（球形笠） 

Ｄ３－３１２ＡＢ 全 天井つり下げ灯（円盤形笠） 

Ｄ３－３１２ＡＣ 全 天井つり下げ灯（円錐形笠） 

Ｄ３－３１２ＡＤ 全 天井つり下げ灯（低円柱笠） 

Ｄ３－３１２ＡＥ 全 天井つり下げ灯（高円柱笠） 

Ｄ３－３１２ＡＦ 全 天井つり下げ灯（円形複合型笠） 

Ｄ３－３１２Ｂ 全 天井つり下げ灯（三角形笠） 

Ｄ３－３１２Ｃ 全 天井つり下げ灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１２ＣＡ 全 天井つり下げ灯（四角錐笠） 

Ｄ３－３１２ＣＢ 全 天井つり下げ灯（低四角柱笠） 

Ｄ３－３１２ＣＣ 全 天井つり下げ灯（高四角柱笠） 

Ｄ３－３１２Ｄ 全 天井つり下げ灯（器具底面長方形） 

Ｄ３－３１２ＤＡ 全 天井つり下げ灯（器具底面長方形・蛍光管裸出型） 

Ｄ３－３１２ＤＢ 全 天井つり下げ灯（器具底面長方形・トランス同長突出型） 

Ｄ３－３１２ＤＣ 全 天井つり下げ灯（器具底面長方形・トランス短突出型） 

Ｄ３－３１２Ｅ 全 天井つり下げ灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１２Ｆ 全 天井つり下げ灯（傘状笠） 

Ｄ３－３１２Ｊ 全 天井つり下げ灯（網かご笠） 

Ｄ３－３１２ＪＡ 全 天井つり下げ灯（円形網かご笠） 

Ｄ３－３１２ＪＢ 全 天井つり下げ灯（角形網かご笠） 

Ｄ３－３１３ 一 天井じか付け灯 

Ｄ３－３１３Ａ 一 天井じか付け灯（円、球形笠） 

Ｄ３－３１３ＡＡ 一 天井じか付け灯（円柱形笠） 

Ｄ３－３１３Ｃ 一 天井じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｄ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形） 

Ｄ３－３１３ＤＡ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光管裸出型） 

Ｄ３－３１３Ｅ 一 天井じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｆ 一 天井じか付け灯（傘状笠） 

Ｄ３－３１３Ｊ 一 天井じか付け灯（網かご笠） 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－２６０ ちょうちん等 

  

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

天井つり下げ灯 天井つり下げ灯用笠  

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・天井等からコード、鎖等で吊り下げる、または、パイプ、アーム等を介して取り付ける照明器具。 

・天井から吊り下げる等するか天井に直に取りつけるか判然としない場合は、上面が傘状に構成されている

等のもの（天井等の面から離して取り付ける形態）であれば、ここに分類する（Ｄ３－３１００には分類しな

い）。 

・物品の区分の欄に「庭園灯」と記載されていても、吊り下げるタイプのものはここに分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・天井灯と壁灯の両方に使用するものは、壁灯に分類する。 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

吊り下げ位置を上下に調整できるものも含む。 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1176633 

「天井つり下げ灯」 

登録 1131530 

「照明器具」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３１０１ Ａ 笠複数型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３１１ 一 シャンデリア 

Ｄ３－３１１Ａ 一 シャンデリア（加飾型） 

Ｄ３－３１１Ｂ 一 シャンデリア（多灯型） 

Ｄ３－３１２ 一 天井つり下げ灯 

Ｄ３－３１２Ａ 一 天井つり下げ灯（円形笠） 

Ｄ３－３１２ＡＡ 一 天井つり下げ灯（球形笠） 

Ｄ３－３１２ＡＢ 一 天井つり下げ灯（円盤形笠） 

Ｄ３－３１２ＡＣ 一 天井つり下げ灯（円錐形笠） 

Ｄ３－３１２ＡＤ 一 天井つり下げ灯（低円柱笠） 

Ｄ３－３１２ＡＥ 一 天井つり下げ灯（高円柱笠） 

Ｄ３－３１２ＡＦ 一 天井つり下げ灯（円形複合型笠） 

Ｄ３－３１２Ｂ 一 天井つり下げ灯（三角形笠） 

Ｄ３－３１２Ｃ 一 天井つり下げ灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１２ＣＡ 一 天井つり下げ灯（四角錐笠） 

Ｄ３－３１２ＣＢ 一 天井つり下げ灯（低四角柱笠） 

Ｄ３－３１２ＣＣ 一 天井つり下げ灯（高四角柱笠） 

Ｄ３－３１２Ｄ 一 天井つり下げ灯（器具底面長方形） 

Ｄ３－３１２ＤＡ 一 天井つり下げ灯（器具底面長方形・蛍光管裸出型）          

Ｄ３－３１２ＤＢ 一 天井つり下げ灯（器具底面長方形・トランス同長突出型） 

Ｄ３－３１２ＤＣ 一 天井つり下げ灯（器具底面長方形・トランス短突出型） 

Ｄ３－３１２Ｅ 一 天井つり下げ灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１２Ｆ 一 天井つり下げ灯（傘状笠） 

Ｄ３－３１２Ｊ 一 天井つり下げ灯（網かご笠） 

Ｄ３－３１２ＪＡ 一 天井つり下げ灯（円形網かご笠） 

Ｄ３－３１２ＪＢ 一 天井つり下げ灯（角形網かご笠） 

Ｄ３－３１３ 一 天井じか付け灯 

Ｄ３－３１３Ａ 一 天井じか付け灯（円、球形笠） 

Ｄ３－３１３ＡＡ 一 天井じか付け灯（円柱形笠） 

Ｄ３－３１３Ｃ 一 天井じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｄ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形） 

Ｄ３－３１３ＤＡ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光管裸出型） 

Ｄ３－３１３Ｅ 一 天井じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｆ 一 天井じか付け灯（傘状笠） 

Ｄ３－３１３Ｊ 一 天井じか付け灯（網かご笠） 

   
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－２６０ ちょうちん等 

  

  

  



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

笠が複数のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1161430  「天井直付け灯」 

 

登録 1129840  「天井直付け灯」 

 

登録 1129839  「天井直付け灯」 

 

登録 965131 

「天井つり下げ灯」 

 

登録 1059460 

「天井吊り下げ灯」 

 

登録 1024550 

「シャンデリア」 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３１０１ ＢＡ 和風調 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３１１Ｂ 一 シャンデリア（多灯型） 

Ｄ３－３１２ 一 天井つり下げ灯 

Ｄ３－３１２Ａ 一 天井つり下げ灯（円形笠） 

Ｄ３－３１２ＡＡ 一 天井つり下げ灯（球形笠） 

Ｄ３－３１２ＡＢ 一 天井つり下げ灯（円盤形笠） 

Ｄ３－３１２ＡＣ 一 天井つり下げ灯（円錐形笠） 

Ｄ３－３１２ＡＤ 一 天井つり下げ灯（低円柱笠） 

Ｄ３－３１２ＡＥ 一 天井つり下げ灯（高円柱笠） 

Ｄ３－３１２ＡＦ 一 天井つり下げ灯（円形複合型笠） 

Ｄ３－３１２Ｂ 一 天井つり下げ灯（三角形笠） 

Ｄ３－３１２Ｃ 一 天井つり下げ灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１２ＣＡ 一 天井つり下げ灯（四角錐笠） 

Ｄ３－３１２ＣＢ 一 天井つり下げ灯（低四角柱笠） 

Ｄ３－３１２ＣＣ 一 天井つり下げ灯（高四角柱笠） 

Ｄ３－３１２Ｄ 一 天井つり下げ灯（器具底面長方形）              

Ｄ３－３１２ＤＡ 一 天井つり下げ灯（器具底面長方形・蛍光管裸出型）          

Ｄ３－３１２Ｅ 一 天井つり下げ灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１２Ｆ 一 天井つり下げ灯（傘状笠） 

Ｄ３－３１２Ｊ 一 天井つり下げ灯（網かご笠） 

Ｄ３－３１２ＪＡ 一 天井つり下げ灯（円形網かご笠） 

Ｄ３－３１２ＪＢ 一 天井つり下げ灯（角形網かご笠） 

Ｄ３－３１３ 一 天井じか付け灯 

Ｄ３－３１３Ａ 一 天井じか付け灯（円、球形笠） 

Ｄ３－３１３ＡＡ 一 天井じか付け灯（円柱形笠） 

Ｄ３－３１３Ｃ 一 天井じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｄ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形） 

Ｄ３－３１３ＤＡ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光管裸出型） 

Ｄ３－３１３Ｅ 一 天井じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｆ 一 天井じか付け灯（傘状笠） 

Ｄ３－３１３Ｊ 一 天井じか付け灯（網かご笠） 

   

   

   

   

   
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－２６０ ちょうちん等 

  

  



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

木目、和紙等の伝統的モチーフを用いたもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠にはＢＡを付与する。 ＢＢ 模様有り、唐草模様状・具象状、加飾有り 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1189074 

「天井吊り下げ灯」 

 

登録 1135689 

「天井吊り下げ灯」 

登録 1135690 

「天井吊り下げ灯」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３１０１ ＢＢ 模様有り、唐草模様状・具象状加飾有り 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３１１Ｂ 一 シャンデリア（多灯型） 

Ｄ３－３１２ 一 天井つり下げ灯 

Ｄ３－３１２Ａ 一 天井つり下げ灯（円形笠） 

Ｄ３－３１２ＡＡ 一 天井つり下げ灯（球形笠） 

Ｄ３－３１２ＡＢ 一 天井つり下げ灯（円盤形笠） 

Ｄ３－３１２ＡＣ 一 天井つり下げ灯（円錐形笠） 

Ｄ３－３１２ＡＤ 一 天井つり下げ灯（低円柱笠） 

Ｄ３－３１２ＡＥ 一 天井つり下げ灯（高円柱笠） 

Ｄ３－３１２ＡＦ 一 天井つり下げ灯（円形複合型笠） 

Ｄ３－３１２Ｂ 一 天井つり下げ灯（三角形笠） 

Ｄ３－３１２Ｃ 一 天井つり下げ灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１２ＣＡ 一 天井つり下げ灯（四角錐笠） 

Ｄ３－３１２ＣＢ 一 天井つり下げ灯（低四角柱笠） 

Ｄ３－３１２ＣＣ 一 天井つり下げ灯（高四角柱笠） 

Ｄ３－３１２Ｄ 一 天井つり下げ灯（器具底面長方形） 

Ｄ３－３１２ＤＡ 一 天井つり下げ灯（器具底面長方形・蛍光管裸出型） 

Ｄ３－３１２Ｅ 一 天井つり下げ灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１２Ｆ 一 天井つり下げ灯（傘状笠） 

Ｄ３－３１２Ｊ 一 天井つり下げ灯（網かご笠） 

Ｄ３－３１２ＪＡ 一 天井つり下げ灯（円形網かご笠） 

Ｄ３－３１２ＪＢ 一 天井つり下げ灯（角形網かご笠） 

Ｄ３－３１３ 一 天井じか付け灯 

Ｄ３－３１３Ａ 一 天井じか付け灯（円、球形笠） 

Ｄ３－３１３ＡＡ 一 天井じか付け灯（円柱形笠） 

Ｄ３－３１３Ｃ 一 天井じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｄ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形） 

Ｄ３－３１３ＤＡ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光管裸出型） 

Ｄ３－３１３Ｅ 一 天井じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｆ 一 天井じか付け灯（傘状笠） 

Ｄ３－３１３Ｊ 一 天井じか付け灯（網かご笠） 

   

   

   

   

   
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－２６０ ちょうちん等 

  

  



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

表面に平面模様または立体模様を有するもの。唐草模様状・具象状の装飾体を付加さたもの。傘の形状が

具象形のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠にはＢＡを付与する。 ＢＡ 和風調 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1161430  「天井直付け灯」 

 

登録 994477  「照明器具用笠」 
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Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３１０１ Ｃ 全体細長型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３１１Ｂ 一 シャンデリア（多灯型） 

Ｄ３－３１２ 一 天井つり下げ灯 

Ｄ３－３１２Ｃ 一 天井つり下げ灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１２Ｄ 一 天井つり下げ灯（器具底面長方形） 

Ｄ３－３１２ＤＡ 一 天井つり下げ灯（器具底面長方形・蛍光管裸出型） 

Ｄ３－３１２ＤＢ 一 天井つり下げ灯（器具底面長方形・トランス同長突出型） 

Ｄ３－３１２ＤＣ 一 天井つり下げ灯（器具底面長方形・トランス短突出型） 

Ｄ３－３１２Ｅ 一 天井つり下げ灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１２Ｊ 一 天井つり下げ灯（網かご笠） 

Ｄ３－３１２ＪＢ 一 天井つり下げ灯（角形網かご笠） 

Ｄ３－３１３ 一 天井じか付け灯 

Ｄ３－３１３Ａ 一 天井じか付け灯（円、球形笠） 

Ｄ３－３１３ＡＡ 一 天井じか付け灯（円柱形笠） 

Ｄ３－３１３Ｃ 一 天井じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｄ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形） 

Ｄ３－３１３ＤＡ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光管裸出型） 

Ｄ３－３１３Ｅ 一 天井じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｆ 一 天井じか付け灯（傘状笠） 

Ｄ３－３１３Ｊ 一 天井じか付け灯（網かご笠） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

全体が細長いもの。「細長い」とは長さが太さの３倍程度以上のものをさす。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

優先順位を、Ｃ ＞ （ ＤＡ ／ ＤＢ ） ＞ （ ＥＡ ／ ＥＢ ） ＞ Ｆ ＞ Ｇ とする（括弧内は何れかひ

とつを選択） 

登録 1152065   「蛍光灯１灯用器具」 
登録 994474 
天井用照明器具 
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Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には 

            を付与する。 

ＤＡ 笠状下面角型 

ＤＢ 笠状下面角型・下面覆い有り型 

ＥＡ 笠状下面丸型 

ＥＢ 笠状下面丸型・下面覆い有り型 

Ｆ 逆向き笠状型 

Ｇ 全体筒型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 
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Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３１０１ ＤＡ 笠状下面角型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３１１Ｂ 一 シャンデリア（多灯型） 

Ｄ３－３１２ 一 天井つり下げ灯 

Ｄ３－３１２Ｂ 一 天井つり下げ灯（三角形笠） 

Ｄ３－３１２Ｃ 一 天井つり下げ灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１２ＣＡ 一 天井つり下げ灯（四角錐笠） 

Ｄ３－３１２ＣＢ 一 天井つり下げ灯（低四角柱笠） 

Ｄ３－３１２ＣＣ 一 天井つり下げ灯（高四角柱笠） 

Ｄ３－３１２Ｄ 一 天井つり下げ灯（器具底面長方形） 

Ｄ３－３１２ＤＡ 一 天井つり下げ灯（器具底面長方形・蛍光管裸出型） 

Ｄ３－３１２ＤＢ 一 天井つり下げ灯（器具底面長方形・トランス同長突出型） 

Ｄ３－３１２ＤＣ 一 天井つり下げ灯（器具底面長方形・トランス短突出型） 

Ｄ３－３１２Ｅ 一 天井つり下げ灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１２Ｆ 一 天井つり下げ灯（傘状笠） 

Ｄ３－３１２Ｊ 一 天井つり下げ灯（網かご笠） 

Ｄ３－３１２ＪＢ 一 天井つり下げ灯（角形網かご笠） 

Ｄ３－３１３ 一 天井じか付け灯 

Ｄ３－３１３Ａ 一 天井じか付け灯（円、球形笠） 

Ｄ３－３１３ＡＡ 一 天井じか付け灯（円柱形笠） 

Ｄ３－３１３Ｃ 一 天井じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｄ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形） 

Ｄ３－３１３ＤＡ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光管裸出型） 

Ｄ３－３１３Ｅ 一 天井じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｆ 一 天井じか付け灯（傘状笠） 

Ｄ３－３１３Ｊ 一 天井じか付け灯（網かご笠） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－２６０ ちょうちん等 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

笠を有し、笠の下面が多角形状で、下面に覆いを有していないもの。「覆い」の有無が明確でないものを含

む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

登録 1128223 「天井吊り下げ灯用笠」 登録 1095998 「天井吊り下げ灯」 登録 994478 

「照明器具用笠」 
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Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

優先順位を、Ｃ ＞ （ ＤＡ ／ ＤＢ ） ＞ （ ＥＡ ／ ＥＢ ） ＞ Ｆ ＞ Ｇ とする（括弧内は何れかひ

とつを選択） 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には 

            を付与する。 

Ｃ 全体細長型 

ＤＢ 笠状下面角型・下面覆い有り型 

ＥＡ 笠状下面丸型  

ＥＢ 笠状下面丸型・下面覆い有り型  

Ｆ 逆向き笠状型  

Ｇ 全体筒型  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 
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Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３１０１ ＤＢ 笠状下面角型、下面覆い有り型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３１１Ｂ 一 シャンデリア（多灯型） 

Ｄ３－３１２ 一 天井つり下げ灯 

Ｄ３－３１２Ｂ 一 天井つり下げ灯（三角形笠） 

Ｄ３－３１２Ｃ 一 天井つり下げ灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１２ＣＡ 一 天井つり下げ灯（四角錐笠） 

Ｄ３－３１２ＣＢ 一 天井つり下げ灯（低四角柱笠） 

Ｄ３－３１２ＣＣ 一 天井つり下げ灯（高四角柱笠） 

Ｄ３－３１２Ｄ 一 天井つり下げ灯（器具底面長方形） 

Ｄ３－３１２ＤＡ 一 天井つり下げ灯（器具底面長方形・蛍光管裸出型） 

Ｄ３－３１２ＤＢ 一 天井つり下げ灯（器具底面長方形・トランス同長突出型） 

Ｄ３－３１２ＤＣ 一 天井つり下げ灯（器具底面長方形・トランス短突出型） 

Ｄ３－３１２Ｅ 一 天井つり下げ灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１２Ｆ 一 天井つり下げ灯（傘状笠） 

Ｄ３－３１２Ｊ 一 天井つり下げ灯（網かご笠） 

Ｄ３－３１２ＪＢ 一 天井つり下げ灯（角形網かご笠） 

Ｄ３－３１３ 一 天井じか付け灯 

Ｄ３－３１３Ａ 一 天井じか付け灯（円、球形笠） 

Ｄ３－３１３ＡＡ 一 天井じか付け灯（円柱形笠） 

Ｄ３－３１３Ｃ 一 天井じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｄ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形） 

Ｄ３－３１３ＤＡ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光管裸出型） 

Ｄ３－３１３Ｅ 一 天井じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｆ 一 天井じか付け灯（傘状笠） 

Ｄ３－３１３Ｊ 一 天井じか付け灯（網かご笠） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－２６０ ちょうちん等 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

笠を有し、笠の下面が多角形状で、下面に覆いを有するもの。 

登録 1116323 

「天井灯用笠」 

登録 1113905 

「天井灯用笠」 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

優先順位を、Ｃ ＞ （ ＤＡ ／ ＤＢ ） ＞ （ ＥＡ ／ ＥＢ ） ＞ Ｆ ＞ Ｇ とする（括弧内は何れかひ

とつを選択） 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には 

            を付与する。 

Ｃ 全体細長型 

ＤＡ 笠状下面角型・下面覆い有り型 

ＥＡ 笠状下面丸型  

ＥＢ 笠状下面丸型・下面覆い有り型  

Ｆ 逆向き笠状型  

Ｇ 全体筒型  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３１０１ ＥＡ 笠状下面丸型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３１１Ｂ 一 シャンデリア（多灯型） 

Ｄ３－３１２ 一 天井つり下げ灯 

Ｄ３－３１２Ａ 一 天井つり下げ灯（円形笠） 

Ｄ３－３１２ＡＢ 一 天井つり下げ灯（円盤形笠） 

Ｄ３－３１２ＡＣ 一 天井つり下げ灯（円錐形笠） 

Ｄ３－３１２ＡＤ 一 天井つり下げ灯（低円柱笠） 

Ｄ３－３１２ＡＥ 一 天井つり下げ灯（高円柱笠） 

Ｄ３－３１２ＡＦ 一 天井つり下げ灯（円形複合型笠） 

Ｄ３－３１２Ｆ 一 天井つり下げ灯（傘状笠） 

Ｄ３－３１２Ｊ 一 天井つり下げ灯（網かご笠） 

Ｄ３－３１２ＪＡ 一 天井つり下げ灯（円形網かご笠） 

Ｄ３－３１３ 一 天井じか付け灯 

Ｄ３－３１３Ａ 一 天井じか付け灯（円、球形笠） 

Ｄ３－３１３ＡＡ 一 天井じか付け灯（円柱形笠） 

Ｄ３－３１３Ｃ 一 天井じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｄ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形） 

Ｄ３－３１３ＤＡ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光管裸出型） 

Ｄ３－３１３Ｅ 一 天井じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｆ 一 天井じか付け灯（傘状笠） 

Ｄ３－３１３Ｊ 一 天井じか付け灯（網かご笠） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－２６０ ちょうちん等 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

笠を有し、笠の下面が円、楕円等の丸型で、下面に覆いを有していないもの。「覆い」の有無が明確でない

ものを含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

 

登録 1166302 

「天井吊り下げ灯用笠」 
登録 1176682 

｢天井吊り下げ灯｣ 

登録 1012468 

「天井つり下灯用笠」 
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Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

優先順位を、Ｃ ＞ （ ＤＡ ／ ＤＢ ） ＞ （ ＥＡ ／ ＥＢ ） ＞ Ｆ ＞ Ｇ とする（括弧内は何れかひ

とつを選択） 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には 

             を付与す

る。 

Ｃ 全体細長型 

ＤＡ 笠状下面角型 

ＤＢ 笠状下面角型・下面覆い有り型 

ＥＢ 笠状下面丸型・下面覆い有り型 

Ｆ 逆向き笠状型  

Ｇ 全体筒型  

   
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 
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 1

Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３１０１ ＥＢ 笠状下面丸型、下面覆い有り型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３１１Ｂ 一 シャンデリア（多灯型） 

Ｄ３－３１２ 一 天井つり下げ灯 

Ｄ３－３１２Ａ 一 天井つり下げ灯（円形笠） 

Ｄ３－３１２ＡＢ 一 天井つり下げ灯（円盤形笠） 

Ｄ３－３１２ＡＣ 一 天井つり下げ灯（円錐形笠） 

Ｄ３－３１２ＡＤ 一 天井つり下げ灯（低円柱笠） 

Ｄ３－３１２ＡＥ 一 天井つり下げ灯（高円柱笠） 

Ｄ３－３１２ＡＦ 一 天井つり下げ灯（円形複合型笠） 

Ｄ３－３１２Ｆ 一 天井つり下げ灯（傘状笠） 

Ｄ３－３１２Ｊ 一 天井つり下げ灯（網かご笠） 

Ｄ３－３１２ＪＡ 一 天井つり下げ灯（円形網かご笠） 

Ｄ３－３１２ＪＢ 一 天井つり下げ灯（角形網かご笠） 

Ｄ３－３１３ 一 天井じか付け灯 

Ｄ３－３１３Ａ 一 天井じか付け灯（円、球形笠） 

Ｄ３－３１３ＡＡ 一 天井じか付け灯（円柱形笠） 

Ｄ３－３１３Ｃ 一 天井じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｄ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形） 

Ｄ３－３１３ＤＡ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光管裸出型） 

Ｄ３－３１３Ｅ 一 天井じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｆ 一 天井じか付け灯（傘状笠） 

Ｄ３－３１３Ｊ 一 天井じか付け灯（網かご笠） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－２６０ ちょうちん等 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

笠を有し、笠の下面が円、楕円等の丸型で、下面に覆いを有するもの。 

登録 1176681 

「天井吊下げ灯」 

登録 1095401 

「天井つり下げ灯」 

登録 1094862 

「天井吊下げ灯」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

 2

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

優先順位を、Ｃ ＞ （ ＤＡ ／ ＤＢ ） ＞ （ ＥＡ ／ ＥＢ ） ＞ Ｆ ＞ Ｇ とする（括弧内は何れかひ

とつを選択） 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には 

            を付与する。 

Ｃ 全体細長型 

ＤＡ 笠状下面角型 

ＤＢ 笠状下面角型・下面覆い有り型 

ＥＡ 笠状下面丸型・下面覆い有り型 

Ｆ 逆向き笠状型 

Ｇ 全体筒型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
ｔＤ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３１０１ Ｆ 逆向き笠状型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３１１Ｂ 一 シャンデリア（多灯型） 

Ｄ３－３１２ 一 天井つり下げ灯 

Ｄ３－３１２Ａ 一 天井つり下げ灯（円形笠） 

Ｄ３－３１２ＡＣ 一 天井つり下げ灯（円錐形笠） 

Ｄ３－３１２ＡＦ 一 天井つり下げ灯（円形複合型笠） 

Ｄ３－３１２Ｂ 一 天井つり下げ灯（三角形笠） 

Ｄ３－３１２Ｃ 一 天井つり下げ灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１２ＣＡ 一 天井つり下げ灯（四角錐笠） 

Ｄ３－３１２Ｄ 一 天井つり下げ灯（器具底面長方形） 

Ｄ３－３１２Ｅ 一 天井つり下げ灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１２Ｆ 一 天井つり下げ灯（傘状笠） 

Ｄ３－３１２Ｊ 一 天井つり下げ灯（網かご笠） 

Ｄ３－３１２ＪＡ 一 天井つり下げ灯（円形網かご笠） 

Ｄ３－３１２ＪＢ 一 天井つり下げ灯（角形網かご笠） 

Ｄ３－３１３ 一 天井じか付け灯 

Ｄ３－３１３Ａ 一 天井じか付け灯（円、球形笠） 

Ｄ３－３１３ＡＡ 一 天井じか付け灯（円柱形笠） 

Ｄ３－３１３Ｃ 一 天井じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｄ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形） 

Ｄ３－３１３ＤＡ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光管裸出型） 

Ｄ３－３１３Ｅ 一 天井じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｆ 一 天井じか付け灯（傘状笠） 

Ｄ３－３１３Ｊ 一 天井じか付け灯（網かご笠） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－２６０ ちょうちん等 

  

  



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

天井に吊り下げた状態で天井面方向に笠が開いている形状のもの。上面（天井側）が覆われているかは不

問。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

優先順位を、Ｃ ＞ （ ＤＡ ／ ＤＢ ） ＞ （ ＥＡ ／ ＥＢ ） ＞ Ｆ ＞ Ｇ とする（括弧内は何れかひ

とつを選択） 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には 

            を付与する。 

Ｃ 全体細長型 

ＤＡ 笠状下面角型  

ＤＢ 笠状下面角型・下面覆い有り型 

ＥＡ 笠状下面丸型 

ＥＢ 笠状下面丸型・下面覆い有り型 

Ｇ 全体筒型 

   
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1114026  

「天井吊り下げ灯」 

登録 1095476  

「天井吊り下げ灯」 

登録 1095208 

「天井吊下げ灯」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３１０１ Ｇ 全体筒型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３１１Ｂ 一 シャンデリア（多灯型） 

Ｄ３－３１２ 一 天井つり下げ灯 

Ｄ３－３１２Ａ 一 天井つり下げ灯（円形笠） 

Ｄ３－３１２ＡＣ 一 天井つり下げ灯（円錐形笠） 

Ｄ３－３１２ＡＤ 一 天井つり下げ灯（低円柱笠） 

Ｄ３－３１２ＡＥ 一 天井つり下げ灯（高円柱笠） 

Ｄ３－３１２ＡＦ 一 天井つり下げ灯（円形複合型笠） 

Ｄ３－３１２Ｂ 一 天井つり下げ灯（三角形笠） 

Ｄ３－３１２Ｃ 一 天井つり下げ灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１２ＣＡ 一 天井つり下げ灯（四角錐笠） 

Ｄ３－３１２ＣＢ 一 天井つり下げ灯（低四角柱笠） 

Ｄ３－３１２ＣＣ 一 天井つり下げ灯（高四角柱笠） 

Ｄ３－３１２Ｅ 一 天井つり下げ灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１２Ｊ 一 天井つり下げ灯（網かご笠） 

Ｄ３－３１２ＪＡ 一 天井つり下げ灯（円形網かご笠） 

Ｄ３－３１２ＪＢ 一 天井つり下げ灯（角形網かご笠） 

Ｄ３－３１３ 一 天井じか付け灯 

Ｄ３－３１３Ａ 一 天井じか付け灯（円、球形笠） 

Ｄ３－３１３ＡＡ 一 天井じか付け灯（円柱形笠） 

Ｄ３－３１３Ｃ 一 天井じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｄ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形） 

Ｄ３－３１３ＤＡ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光管裸出型） 

Ｄ３－３１３Ｅ 一 天井じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｆ 一 天井じか付け灯（傘状笠） 

Ｄ３－３１３Ｊ 一 天井じか付け灯（網かご笠） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－２６０ ちょうちん等 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

照明器具全体が筒型（円筒、角筒等）のもの。 

登録 1176201 

「天井吊り下げ灯」 

登録 1176162 

「ランプカバー」 

登録 1175409 

「天井吊り下げ灯」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

優先順位を、Ｃ ＞ （ ＤＡ ／ ＤＢ ） ＞ （ ＥＡ ／ ＥＢ ） ＞ Ｆ ＞ Ｇ とする（括弧内は何れかひ

とつを選択） 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には     を付与する。 Ｃ 全体細長型 

ＤＡ 笠状下面角型  

ＤＢ 笠状下面角型・下面覆い有り型 

ＥＡ 笠状下面丸型 

ＥＢ 笠状下面丸型・下面覆い有り型 

Ｆ 逆向き笠状型 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３１０１ Ｋ 取付けアーム有り 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３１１Ｂ 一 シャンデリア（多灯型） 

Ｄ３－３１３ 一 天井じか付け灯 

Ｄ３－３１３Ａ 一 天井じか付け灯（円、球形笠） 

Ｄ３－３１３ＡＡ 一 天井じか付け灯（円柱形笠） 

Ｄ３－３１３Ｃ 一 天井じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｄ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形） 

Ｄ３－３１３ＤＡ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光管裸出型） 

Ｄ３－３１３Ｅ 一 天井じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｆ 一 天井じか付け灯（傘状笠） 

Ｄ３－３１３Ｊ 一 天井じか付け灯（網かご笠） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

取りつけアームを有するもの 。なお、「取りつけアーム」とは、照明器具本体を天井等に対して固定するた

めの構成が剛体である場合をさす（ヒンジ等により回転するものを含むが、鎖やひものみの構成により遥動

可能に取りつけるものは除く）。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には 

 

を付与する。 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録 1127203 
「天井直付け灯」 

登録 1127199 
「天井じか付け灯」 

登録 1069153 
「天井じか付け灯」 

登録 1047993  
「シャンデリア」 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－３１０２ 天井じか付け灯、天井埋込み灯 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３１１Ｂ 一 シャンデリア（多灯型） 

Ｄ３－３１３ 一 天井じか付け灯 

Ｄ３－３１３Ａ 一 天井じか付け灯（円、球形笠） 

Ｄ３－３１３ＡＡ 一 天井じか付け灯（円柱形笠） 

Ｄ３－３１３Ｃ 一 天井じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｄ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形） 

Ｄ３－３１３ＤＡ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光管裸出型） 

Ｄ３－３１３Ｅ 一 天井じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｆ 一 天井じか付け灯（傘状笠） 

Ｄ３－３１３Ｊ 一 天井じか付け灯（網かご笠） 

Ｄ３－３１４ 全 天井埋込み灯 

Ｄ３－３１４Ａ 全 天井埋込み灯（円形器体） 

Ｄ３－３１４Ｂ 全 天井埋込み灯（角形器体） 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－２６０ ちょうちん等 

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

天井じか付け灯 天井じか付け灯用笠 天井埋込み灯 

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

天井面等に照明器具本体を直に取りつけるもの（天井面等と照明器具本体との間にアーム等の固定部品

による隙間が生じない状態に取り付けるもの）及び天井等に一部又は全部を埋め込む照明器具。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

取付け式投光照明器具はＤ３－３０２に分類。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1103229 

「エレベータ用天井照明器具」 

登録 1097086 

「天井用照明器具」 

登録 1068871 

「天井直付け灯」 

登録 1082776  「車庫用照明器具」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３１０２ Ａ 笠複数型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３１１Ｂ 一 シャンデリア（多灯型） 

Ｄ３－３１３ 一 天井じか付け灯 

Ｄ３－３１３Ａ 一 天井じか付け灯（円、球形笠） 

Ｄ３－３１３ＡＡ 一 天井じか付け灯（円柱形笠） 

Ｄ３－３１３Ｃ 一 天井じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｄ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形） 

Ｄ３－３１３ＤＡ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光管裸出型） 

Ｄ３－３１３Ｅ 一 天井じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｆ 一 天井じか付け灯（傘状笠） 

Ｄ３－３１３Ｊ 一 天井じか付け灯（網かご笠） 

Ｄ３－３１４ 一 天井埋込み灯 

Ｄ３－３１４Ａ 一 天井埋込み灯（円形器体） 

Ｄ３－３１４Ｂ 一 天井埋込み灯（角形器体） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

笠が複数のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録 1083877 

「天井用照明器具」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３１０２ ＢＡ 和風調 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３１１Ｂ 一 シャンデリア（多灯型） 

Ｄ３－３１３ 一 天井じか付け灯 

Ｄ３－３１３Ａ 一 天井じか付け灯（円、球形笠） 

Ｄ３－３１３ＡＡ 一 天井じか付け灯（円柱形笠） 

Ｄ３－３１３Ｃ 一 天井じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｄ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形） 

Ｄ３－３１３ＤＡ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光管裸出型） 

Ｄ３－３１３Ｅ 一 天井じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｆ 一 天井じか付け灯（傘状笠） 

Ｄ３－３１３Ｊ 一 天井じか付け灯（網かご笠） 

Ｄ３－３１４ 一 天井埋込み灯 

Ｄ３－３１４Ａ 一 天井埋込み灯（円形器体） 

Ｄ３－３１４Ｂ 一 天井埋込み灯（角形器体） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－２６０ ちょうちん等 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

木目、和紙等の伝統的モチーフを用いたもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠にはＢＡを付与する。 ＢＢ 模様有り、唐草模様状・具象状加飾有り 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録 1069139 「天井じか付け灯」 登録 1011992 「天井じか付け灯」 登録 991812 「天井じか付け灯」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３１０２ ＢＢ 模様有り、唐草模様状・具象状加飾有り 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３１１Ｂ 一 シャンデリア（多灯型） 

Ｄ３－３１３ 一 天井じか付け灯 

Ｄ３－３１３Ａ 一 天井じか付け灯（円、球形笠） 

Ｄ３－３１３ＡＡ 一 天井じか付け灯（円柱形笠） 

Ｄ３－３１３Ｃ 一 天井じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｄ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形） 

Ｄ３－３１３ＤＡ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光管裸出型） 

Ｄ３－３１３Ｅ 一 天井じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｆ 一 天井じか付け灯（傘状笠） 

Ｄ３－３１３Ｊ 一 天井じか付け灯（網かご笠） 

Ｄ３－３１４ 一 天井埋込み灯 

Ｄ３－３１４Ａ 一 天井埋込み灯（円形器体） 

Ｄ３－３１４Ｂ 一 天井埋込み灯（角形器体） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

表面に平面模様または立体模様を有するもの。唐草模様状・具象状の装飾体を付加さたもの。傘の形状が

具象形のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠にはＢＡを付与する。 ＢＡ 和風調 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録 1082378 「天井直付け灯」 登録 1069273 「天井じか付け灯」 登録 1069153 「天井じか付け灯」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３１０２ Ｃ 全体細長型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３１１Ｂ 一 シャンデリア（多灯型） 

Ｄ３－３１３ 一 天井じか付け灯 

Ｄ３－３１３Ｃ 一 天井じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｄ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形） 

Ｄ３－３１３ＤＡ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光管裸出型） 

Ｄ３－３１３Ｅ 一 天井じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｊ 一 天井じか付け灯（網かご笠） 

Ｄ３－３１４ 一 天井埋込み灯 

Ｄ３－３１４Ｂ 一 天井埋込み灯（角形器体） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

全体が細長いもの。「細長い」とは長さが太さの３倍程度以上のものをさす。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

優先順位を、Ｃ ＞ （ ＤＡ ／ ＤＢ ） ＞ （ ＥＡ ／ ＥＢ ） ＞ （ ＦＡ ／ ＦＢ ） ＞ Ｈ とする（括

弧内は何れかひとつを選択） 
Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には 

            を付与する。 

ＤＡ 盤状下面角型 

ＤＢ 盤状下面角・下面覆い有り型 

ＥＡ 盤状下面丸型 

ＥＢ 盤状下面丸・下面覆い有り型 

ＦＡ 立体状一体覆い型 

ＦＢ 筒状覆い型 

Ｈ 埋込ダウンライト型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1100853 

「天井じか付け灯」 

登録 1096287 

「天井用照明器具」 

登録 1137710 

「天井壁じか付け灯」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３１０２ ＤＡ 盤状下面角型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３１１Ｂ 一 シャンデリア（多灯型） 

Ｄ３－３１３ 一 天井じか付け灯 

Ｄ３－３１３Ｃ 一 天井じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｄ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形） 

Ｄ３－３１３ＤＡ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光管裸出型） 

Ｄ３－３１３Ｅ 一 天井じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｊ 一 天井じか付け灯（網かご笠） 

Ｄ３－３１４ 一 天井埋込み灯 

Ｄ３－３１４Ｂ 一 天井埋込み灯（角形器体） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

本体が盤状で、下面が多角形状、下面に覆いを有していないもの。「覆い」の有無が明確でないものを含

む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

高さ（厚み）が幅に対して１／２程度以上のものについてはＦＢを付与。 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

優先順位を、Ｃ ＞ （ ＤＡ ／ ＤＢ ） ＞ （ ＥＡ ／ ＥＢ ） ＞ （ ＦＡ ／ ＦＢ ） ＞ Ｈ とする（括

弧内は何れかひとつを選択） 
Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には 

            を付与する。 

Ｃ 全体細長型 

ＤＢ 盤状下面角・下面覆い有り型 

ＥＡ 盤状下面丸型 

ＥＢ 盤状下面丸・下面覆い有り型 

ＦＡ 立体状一体覆い型 

ＦＢ 筒状覆い型 

Ｈ 埋込ダウンライト型  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録 1089438 「天井じか付け灯」 登録 1089438-001 「天井じか付け灯」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３１０２ ＤＢ 盤状下面角・下面覆い有り型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３１１Ｂ 一 シャンデリア（多灯型） 

Ｄ３－３１３ 一 天井じか付け灯 

Ｄ３－３１３Ｃ 一 天井じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｄ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形） 

Ｄ３－３１３ＤＡ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形・蛍光管裸出型） 

Ｄ３－３１３Ｅ 一 天井じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｊ 一 天井じか付け灯（網かご笠） 

Ｄ３－３１４ 一 天井埋込み灯 

Ｄ３－３１４Ｂ 一 天井埋込み灯（角形器体） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

本体が盤状で、下面が多角形状、下面に覆いを有するもの。「下面覆い」には、ルーバーは含まれない。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

高さ（厚み）が幅に対して１／２程度以上のものについてはＦＡを付与。 
Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

優先順位を、Ｃ＞（ＤＡ／ＤＢ）＞（ＥＡ／ＥＢ）＞（ＦＡ／ＦＢ）＞Ｈ とする（括弧内は何れかひとつを選択） 
Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には 

            を付与する。 

Ｃ 全体細長型 

ＤＡ 盤状下面角型 

ＥＡ 盤状下面丸型 

ＥＢ 盤状下面丸・下面覆い有り型 

ＦＡ 立体状一体覆い型 

ＦＢ 筒状覆い型 

Ｈ 埋込ダウンライト型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録 1096217 
「エレベータ用天井照明器具」 

登録 1081605 
「エレベーター用天井照明器具」 

登録 1069142  
「天井じか付け灯」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３１０２ ＥＡ 盤状下面丸型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３１１Ｂ 一 シャンデリア（多灯型） 

Ｄ３－３１３ 一 天井じか付け灯 

Ｄ３－３１３Ａ 一 天井じか付け灯（円、球形笠） 

Ｄ３－３１３Ｆ 一 天井じか付け灯（傘状笠） 

Ｄ３－３１３Ｊ 一 天井じか付け灯（網かご笠） 

Ｄ３－３１４ 一 天井埋込み灯 

Ｄ３－３１４Ａ 一 天井埋込み灯（円形器体） 

   
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

本体が盤状、下面が円、楕円等の丸型で、下面に覆いを有していないもの。「覆い」の有無が明確でないも

のを含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

高さ（厚み）が幅に対して１／２程度以上のものについてはＦＢを付与。 
Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

優先順位を、Ｃ ＞ （ ＤＡ ／ ＤＢ ） ＞ （ ＥＡ ／ ＥＢ ） ＞ （ ＦＡ ／ ＦＢ ） ＞ Ｈ とする（括

弧内は何れかひとつを選択） 
Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には 

            を付与する。 

Ｃ 全体細長型 

ＤＡ 盤状下面角型 

ＤＢ 盤状下面角・下面覆い有り型 

ＥＢ 盤状下面角丸・下面覆い有り型 

ＦＡ 立体状一体覆い型 

ＦＢ 筒状覆い型  

Ｈ 埋込ダウンライト型  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録 1069144 

「天井じか付け灯」 

ＦＢ 

登録 1011378 

｢天井直付け灯｣ 

登録 1011379 

「天井埋込み灯」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３１０２ ＥＢ 盤状下面丸・下面覆い有り型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３１１Ｂ 一 シャンデリア（多灯型） 

Ｄ３－３１３ 一 天井じか付け灯 

Ｄ３－３１３Ａ 一 天井じか付け灯（円、球形笠） 

Ｄ３－３１３Ｆ 一 天井じか付け灯（傘状笠） 

Ｄ３－３１３Ｊ 一 天井じか付け灯（網かご笠） 

Ｄ３－３１４ 一 天井埋込み灯 

Ｄ３－３１４Ａ 一 天井埋込み灯（円形器体） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

本体が盤状、下面が円、楕円等の丸型で、下面に覆いを有しているもの。「下面覆い」には、ルーバーは含

まれない。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

高さ（厚み）が幅に対して１／２程度以上のものについてはＦＡを付与。 
Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

優先順位を、Ｃ＞（ＤＡ／ＤＢ）＞（ＥＡ／ＥＢ）＞（ＦＡ／ＦＢ）＞Ｈ とする（括弧内は何れかひとつを選択） 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には 

            を付与する。 

Ｃ 全体細長型 

ＤＡ 盤状下面角型 

ＤＢ 盤状下面角・下面覆い有り型 

ＥＡ 盤状下面丸型 

ＦＡ 立体状一体覆い型 

ＦＢ 筒状覆い型 

Ｈ 埋込ダウンライト型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録 1137711 
「天井直付け灯」 

登録 1107007 
「天井直付け灯」 

登録 1096471 
「天井じか付け灯」 

登録 1082369  
「天井直付け灯」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３１０２ ＦＡ 立体状一体覆い型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３１１Ｂ 一 シャンデリア（多灯型） 

Ｄ３－３１３ 一 天井じか付け灯 

Ｄ３－３１３Ａ 一 天井じか付け灯（円、球形笠） 

Ｄ３－３１３ＡＡ 一 天井じか付け灯（円柱形笠） 

Ｄ３－３１３Ｃ 一 天井じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｄ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形） 

Ｄ３－３１３Ｅ 一 天井じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｊ 一 天井じか付け灯（網かご笠） 

Ｄ３－３１４ 一 天井埋込み灯 

Ｄ３－３１４Ａ 一 天井埋込み灯（円形器体） 

Ｄ３－３１４Ｂ 一 天井埋込み灯（角形器体） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－２６０ ちょうちん等 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

立体状の形状で全体を一体に覆うもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 
Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

「覆い」の有無が明確でないものを含む。 

優先順位を、Ｃ ＞ （ ＤＡ ／ ＤＢ ） ＞ （ ＥＡ ／ ＥＢ ） ＞ （ ＦＡ ／ ＦＢ ） ＞ Ｈ とする（括

弧内は何れかひとつを選択） 
Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には 

            を付与する。 

Ｃ 全体細長型 

ＤＡ 盤状下面角型 

ＤＢ 盤状下面角・下面覆い有り型 

ＥＡ 盤状下面丸型 

ＥＢ 盤状下面丸・下面覆い有り型 

ＦＢ 筒状覆い型 

Ｈ 埋込ダウンライト型 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録 1073073 「天井および壁面照明器具用笠」 登録 1069275 「天井じか付け灯」 登録 1059234 「天井じか付け灯」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３１０２ ＦＢ 筒状覆い型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３１１Ｂ 一 シャンデリア（多灯型） 

Ｄ３－３１３ 一 天井じか付け灯 

Ｄ３－３１３Ａ 一 天井じか付け灯（円、球形笠） 

Ｄ３－３１３ＡＡ 一 天井じか付け灯（円柱形笠） 

Ｄ３－３１３Ｃ 一 天井じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｄ 一 天井じか付け灯（器具底面長方形） 

Ｄ３－３１３Ｅ 一 天井じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３１３Ｊ 一 天井じか付け灯（網かご笠） 

Ｄ３－３１４ 一 天井埋込み灯 

Ｄ３－３１４Ａ 一 天井埋込み灯（円形器体） 

Ｄ３－３１４Ｂ 一 天井埋込み灯（角形器体） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－２６０ ちょうちん等 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

筒状の覆い（下面には覆いがない）を有するもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

優先順位を、Ｃ ＞ （ ＤＡ ／ ＤＢ ） ＞ （ ＥＡ ／ ＥＢ ） ＞ （ ＦＡ ／ ＦＢ ） ＞ Ｈ とする（括

弧内は何れかひとつを選択） 
Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には 

            を付与する。 

Ｃ 全体細長型 

ＤＡ 盤状下面角型 

ＤＢ 盤状下面角・下面覆い有り型 

ＥＡ 盤状下面丸型 

ＥＢ 盤状下面丸・下面覆い有り型 

ＦＡ 立体状一体覆い型 

Ｈ 埋込ダウンライト型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録 1079711 

「照明器具」 
登録 1067397 

「天井じか付け灯」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
ｂ６２００Ｄ－Ｔ

ＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３１０２ Ｈ 埋込みダウンライト型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３１４ 一 天井埋込み灯 

Ｄ３－３１４Ａ 一 天井埋込み灯（円形器体） 

Ｄ３－３１４Ｂ 一 天井埋込み灯（角形器体） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－３０２ 取付け式投光照明器具 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

埋込み型かつダウンライト型のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

優先順位を、Ｃ ＞ （ ＤＡ ／ ＤＢ ） ＞ （ ＥＡ ／ ＥＢ ） ＞ （ ＦＡ ／ ＦＢ ） ＞ Ｈ とする（括

弧内は何れかひとつを選択） 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には 

            を付与する。 

Ｃ 全体細長型 

ＤＡ 盤状下面角型 

ＤＢ 盤状下面角・下面覆い有り型 

ＥＡ 盤状下面丸型 

ＥＢ 盤状下面丸・下面覆い有り型 

ＦＡ 立体状一体覆い型 

ＦＢ 筒状覆い型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1140722   「天井埋込

灯」 

登録 1096285  「天井埋込み灯」 
登録 1084177  

「天井埋込み灯用笠」 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－３２００ 壁灯 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３２０ 一 壁灯 

Ｄ３－３２２ 一 壁面支持アーム照明器具 

Ｄ３－３２２Ｋ 一 壁面支持アーム照明器具（灯具中央支持型） 

Ｄ３－６４ 一 足元灯 

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－４１００ 街路灯頭部 

Ｄ３－９５０ 船舶用照明器具 

Ｆ５－１００ 広告用具及び表示具 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

壁灯 壁灯用笠 壁取付け灯 

壁取付け灯用笠   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

壁面に取りつけて使用する照明器具で下位の分類に含まれないもの。この分類には主に、アーム等の笠・

覆いと別部分の取り付け部を有するものを分類する。 

壁と天井のどちらにも取り付けて使用するとしているものは、壁用のいずれかに含める。 

登録 1190158「センサー付き照明器具」 

登録 1178334 

「照明器具」 

Ｄ３－３０２へ 

登録 1160131 「壁じか付け灯」 登録 1147521 

「天井・壁用照明器具」 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・笠・覆い部を直接のように壁に取り付けるもの、埋め込むものはＤ３－３２１０。 

・取付け式投光照明器具はＤ３－３０２。 

・道路用投光照明器具はＤ３－４１００、非常口等を告知するための誘導灯はＦ５－１００、火災、防災用の表

示的照明器具はＪ６－３２、回転警告灯、浮標灯等はＪ６－４３０。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３２００ ＣＡ 全体細長型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３２０ 一 壁灯 

Ｄ３－３２２ 一 壁面支持アーム照明器具 

Ｄ３－３２２Ｋ 一 壁面支持アーム照明器具（灯具中央支持型） 

Ｄ３－６４ 一 足元灯 

   

   

   
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－４１００ 街路灯頭部 

Ｇ３－９５０ 船舶用照明器具 

Ｆ５－１００ 広告用具及び表示具 
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

取付け部とアームを除く本体が細長いもの。「細長い」とは、長さが太さの３倍程度以上のものをさす。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には該当する最後のター

ムを付与する（ラストプレイス

ルール）。 

ＣＢ 直方体覆い型 

ＣＣ 球状覆い型 

ＣＤ 傘状覆い型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1011406 

「壁直付け灯」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３２００ ＣＢ 直方体状覆い型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３２０ 一 壁灯 

Ｄ３－３２２ 一 壁面支持アーム照明器具 

Ｄ３－３２２Ｋ 一 壁面支持アーム照明器具（灯具中央支持型） 

Ｄ３－６４ 一 足元灯 

   

   
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－４１００ 街路灯頭部 

Ｇ３－９５０ 船舶用照明器具 

Ｆ５－１００ 広告用具及び表示具 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

覆いが直方体状のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には該当する最後のター

ムを付与する（ラストプレイス

ルール）。 

ＣＡ 全体細長型 

ＣＣ 球状覆い型 

ＣＤ 傘状覆い型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 917440 

「壁じか付け灯」 
登録 687091 「壁面直付灯」 登録 715469-001 

「壁じか付け灯」 

登録 1102103  

「天井および壁面照明器具用笠」 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３２００ ＣＣ 球状覆い型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３２０ 一 壁灯 

Ｄ３－３２２ 一 壁面支持アーム照明器具 

Ｄ３－３２２Ｋ 一 壁面支持アーム照明器具（灯具中央支持型） 

Ｄ３－６４ 一 足元灯 

   

   

   
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－４１００ 街路灯頭部 

Ｇ３－９５０ 船舶用照明器具 

Ｆ５－１００ 広告用具及び表示具 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

覆いが球状のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には該当する最後のター

ムを付与する（ラストプレイス

ルール）。 

ＣＡ 全体細長型 

ＣＢ 直方体状覆い型 

ＣＤ 傘状覆い型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録 1160400「壁直付け灯」 登録 874544「壁直付け灯」 
登録 874922「自動照明器」 登録 948255「センサー付き照明具」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３２００ ＣＤ 傘状覆い型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３２０ 一 壁灯 

Ｄ３－３２２ 一 壁面支持アーム照明器具 

Ｄ３－３２２Ｋ 一 壁面支持アーム照明器具（灯具中央支持型） 

Ｄ３－６４ 一 足元灯 

   

   

   
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－４１００ 街路灯頭部 

Ｇ３－９５０ 船舶用照明器具 

Ｆ５－１００ 広告用具及び表示具 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

覆いが傘状のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には該当する最後のター

ムを付与する（ラストプレイス

ルール）。 

ＣＡ 全体細長型 

ＣＢ 直方体状覆い型 

ＣＣ 球状覆い型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1131399 

「壁直付け灯」 

登録 646321 

「壁面用直付灯」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３２００ ＤＡ 支持部直線棒状 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３２０ 一 壁灯 

Ｄ３－３２２ 一 壁面支持アーム照明器具 

Ｄ３－３２２Ｋ 一 壁面支持アーム照明器具（灯具中央支持型） 

Ｄ３－６４ 一 足元灯 

   

   

   
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－４１００ 街路灯頭部 

Ｇ３－９５０ 船舶用照明器具 

Ｆ５－１００ 広告用具及び表示具 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

支持部が直線状かつ棒状のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には 

 

を付与する。 

ＤＢ 支持部装飾あり 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1068769 

「壁じか付け灯」 

登録 917435  「壁じか付け灯」 
登録 1045383 

「壁じか付け灯」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３２００ ＤＢ 支持部装飾有り 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３２０ 一 壁灯 

Ｄ３－３２２ 一 壁面支持アーム照明器具 

Ｄ３－３２２Ｋ 一 壁面支持アーム照明器具（灯具中央支持型） 

Ｄ３－６４ 一 足元灯 

   

   

   

   
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－４１００ 街路灯頭部 

Ｇ３－９５０ 船舶用照明器具 

Ｆ５－１００ 広告用具及び表示具 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

支持部に装飾を有するもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には 

 

を付与する。 

ＤＡ 支持部直線棒状 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 646321 

「壁面用直付灯」 

登録 906329 

「壁じか付け灯」 

登録 1047990 

「壁取付け灯」 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
あＤ－ＣＬＡＳ

Ｓ１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－３２１０ 壁じか付け灯 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３２０ 一 壁灯 

Ｄ３－３２１ 一 壁じか付け灯 

Ｄ３－３２１Ａ 全 壁じか付け灯（円形笠） 

Ｄ３－３２１Ｃ 全 壁じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｄ 全 壁じか付け灯（長角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｅ 全 壁じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｊ 全 壁じか付け灯（網かご笠） 

Ｄ３－３２３ 全 壁面プラグつき照明器具 

Ｄ３－６４ 一 足元灯 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

壁じか付け灯 壁じか付け灯用笠 壁埋込灯 

足元灯 プラグ付き照明具  

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

壁面等に照明器具本体を直に取りつけるもの（壁面等と照明器具本体との間にアーム等の固定部品による

隙間が生じない状態に取り付けるもの）及び壁等に一部又は全部を埋め込む照明器具。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

支持具（ブラケット）で壁面から支持する照明器具はＤ３－３２００に分類する。 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

登録 1176502 

「建築用出入り口のエントランス照明ボック

ス」 

登録 1160638 「壁取付用照明器具」 登録 1177153 

「壁取付用照明器具」 

登録 1174759  「照明カバー」 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３２１０ Ａ プラグ付き型、コンセント付き型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３２０ 一 壁灯 

Ｄ３－３２１ 一 壁じか付け灯 

Ｄ３－３２１Ａ 一 壁じか付け灯（円形笠） 

Ｄ３－３２１Ｃ 一 壁じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｄ 一 壁じか付け灯（長角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｅ 一 壁じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｊ 一 壁じか付け灯（網かご笠） 

Ｄ３－３２３ 全 壁面プラグつき照明器具 

Ｄ３－６４ 一 足元灯 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

プラグがついているもの、またはコンセントがついているもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 447128 「壁面用照明器具」 登録 446604 「取付用照明器具」 登録 448079 「壁面用照明器具」 

登録 1190075 「足元灯」 

 

 

登録 1163791 

「壁灯」 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３２１０ Ｂ 壁埋込み型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３２０ 一 壁灯 

Ｄ３－３２１ 一 壁じか付け灯 

Ｄ３－３２１Ａ 一 壁じか付け灯（円形笠） 

Ｄ３－３２１Ｃ 一 壁じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｄ 一 壁じか付け灯（長角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｅ 一 壁じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｊ 一 壁じか付け灯（網かご笠） 

Ｄ３－６４ 一 足元灯 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

壁に埋込んで設置するもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 993179 

「壁取付け灯」 

登録 921567 

「壁灯用笠」 

登録 921587 

「照明灯用グローブ」 

登録 1173196 

「足元灯」 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３２１０ ＣＡ 全体細長型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３２０ 一 壁灯 

Ｄ３－３２１ 一 壁じか付け灯 

Ｄ３－３２１Ａ 一 壁じか付け灯（円形笠） 

Ｄ３－３２１Ｃ 一 壁じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｄ 一 壁じか付け灯（長角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｅ 一 壁じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｊ 一 壁じか付け灯（網かご笠） 

Ｄ３－３２３ 一 壁面プラグつき照明器具 

Ｄ３－６４ 一 足元灯 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

全体が細長いもの。「細長い」とは、長さが太さの３倍程度以上のものをさす。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

登録 1164392 「壁直付け灯」 登録 1164070 「照明灯器具」 登録 1161440 「壁直付け灯」 

登録 1021078 

「センサー付き壁じか付け灯」 

 

登録 1014848 

「照明器具付き 

コンセント」 

 

登録 1137758 

「赤外線センサーライト」 

 

登録 955384 

「壁じか付け灯」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には該当する最後のター

ムを付与する（ラストプレイス

ルール）。 

ＣＢ 直方体覆い型 

ＣＣ 半球状覆い型 

ＣＥ 円筒状覆い型 

ＣＦ かまぼこ状覆い型 

ＣＧ 半円錐状型、１／４球状型 

ＣＨ 重ね覆い型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３２１０ ＣＢ 直方体状覆い型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３２０ 一 壁灯 

Ｄ３－３２１ 一 壁じか付け灯 

Ｄ３－３２１Ａ 一 壁じか付け灯（円形笠） 

Ｄ３－３２１Ｃ 一 壁じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｄ 一 壁じか付け灯（長角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｅ 一 壁じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｊ 一 壁じか付け灯（網かご笠） 

Ｄ３－３２３ 一 壁面プラグつき照明器具 

Ｄ３－６４ 一 足元灯 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

覆いが直方体状のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には該当する最後のター

ムを付与する（ラストプレイス

ルール）。 

ＣＡ 全体細長型 

ＣＣ 半球状覆い型 

ＣＥ 円筒状覆い型 

ＣＦ かまぼこ状覆い型 

ＣＧ 半円錐状型、１／４球状型 

ＣＨ 重ね覆い型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1189073 

「壁じか付け灯」 

登録 1176755 

「壁灯」 

登録 1161437 

「壁直付け灯」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３２１０ ＣＣ 半球状覆い型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３２０ 一 壁灯 

Ｄ３－３２１ 一 壁じか付け灯 

Ｄ３－３２１Ａ 一 壁じか付け灯（円形笠） 

Ｄ３－３２１Ｃ 一 壁じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｄ 一 壁じか付け灯（長角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｅ 一 壁じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｊ 一 壁じか付け灯（網かご笠） 

Ｄ３－３２３ 一 壁面プラグつき照明器具 

Ｄ３－６４ 一 足元灯 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

覆いが半球状のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には該当する最後のター

ムを付与する（ラストプレイス

ルール）。 

ＣＡ 全体細長型 

ＣＢ 直方体覆い型 

ＣＥ 円筒状覆い型 

ＣＦ かまぼこ状覆い型 

ＣＧ 半円錐状型、１／４球状型 

ＣＨ 重ね覆い型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 983817 「壁直付け灯」 登録 993876 「センサー付き壁面用照明器具」 登録 1011364 「壁じか付け灯」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３２１０ ＣＥ 円筒状覆い型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３２０ 一 壁灯 

Ｄ３－３２１ 一 壁じか付け灯 

Ｄ３－３２１Ａ 一 壁じか付け灯（円形笠） 

Ｄ３－３２１Ｃ 一 壁じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｄ 一 壁じか付け灯（長角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｅ 一 壁じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｊ 一 壁じか付け灯（網かご笠） 

Ｄ３－３２３ 全 壁面プラグつき照明器具 

Ｄ３－６４ 一 足元灯 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

覆いが円筒状のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 
Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には該当する最後のター

ムを付与する（ラストプレイス

ルール）。 

ＣＡ 全体細長型 

ＣＢ 直方体覆い型 

ＣＣ 半球状覆い型 

ＣＦ かまぼこ状覆い型 

ＣＧ 半円錐状型、１／４球状型 

ＣＨ 重ね覆い型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1098576 

「屋外用壁灯」 

登録 1034918 

「壁じか付け灯」 

登録 1113907 

「壁灯用笠」 

登録 1045385 

「壁じか付け灯」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３２１０ ＣＦ かまぼこ状覆い型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３２０ 一 壁灯 

Ｄ３－３２１ 一 壁じか付け灯 

Ｄ３－３２１Ａ 一 壁じか付け灯（円形笠） 

Ｄ３－３２１Ｃ 一 壁じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｄ 一 壁じか付け灯（長角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｅ 一 壁じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｊ 一 壁じか付け灯（網かご笠） 

Ｄ３－３２３ 一 壁面プラグつき照明器具 

Ｄ３－６４ 一 足元灯 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

覆いがかまぼこ状のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には該当する最後のター

ムを付与する（ラストプレイス

ルール）。 

ＣＡ 全体細長型 

ＣＢ 直方体覆い型 

ＣＣ 半球状覆い型 

ＣＥ 円筒状覆い型 

ＣＧ 半円錐状型、１／４球状型 

ＣＨ 重ね覆い型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1181350 

「壁直付け灯」 

登録 1161429 

「照明器具」 
登録 1109347 「壁じか付け灯」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３２１０ ＣＧ 半円錐状型、四半球状型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３２０ 一 壁灯 

Ｄ３－３２１ 一 壁じか付け灯 

Ｄ３－３２１Ａ 一 壁じか付け灯（円形笠） 

Ｄ３－３２１Ｃ 一 壁じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｄ 一 壁じか付け灯（長角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｅ 一 壁じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｊ 一 壁じか付け灯（網かご笠） 

Ｄ３－３２３ 一 壁面プラグつき照明器具 

Ｄ３－６４ 一 足元灯 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

覆いが半円錐状、または四半球状のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には該当する最後のター

ムを付与する（ラストプレイス

ルール）。 

ＣＡ 全体細長型 

ＣＢ 直方体覆い型 

ＣＣ 半球状覆い型 

ＣＥ 円筒状覆い型 

ＣＦ かまぼこ状覆い型 

ＣＨ 重ね覆い型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1131398 「壁直付け灯」 
登録 1069985 「壁じか付け灯」 

登録 1069167 「壁直付け灯」 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３２１０ ＣＨ 重ね覆い型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３２０ 一 壁灯 

Ｄ３－３２１ 一 壁じか付け灯 

Ｄ３－３２１Ａ 一 壁じか付け灯（円形笠） 

Ｄ３－３２１Ｃ 一 壁じか付け灯（四角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｄ 一 壁じか付け灯（長角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｅ 一 壁じか付け灯（多角形笠） 

Ｄ３－３２１Ｊ 一 壁じか付け灯（網かご笠） 

Ｄ３－３２３ 一 壁面プラグつき照明器具 

Ｄ３－６４ 一 足元灯 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

複数の覆いを有し、覆い同士が重なっているもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 
Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には該当する最後のター

ムを付与する（ラストプレイス

ルール）。 

ＣＡ 全体細長型 

ＣＢ 直方体覆い型 

ＣＣ 半球状覆い型 

ＣＥ 円筒状覆い型 

ＣＦ かまぼこ状覆い型 

ＣＧ 半円錐状型、１／４球状型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 955388 「壁じか付け灯」 登録 955423 「壁じか付け灯」 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－３３００ 電気スタンド等 
 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３３０ 全 電気スタンド等 

Ｄ３－３３１ 全 多用途型電気スタンド 

   
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

時計付き電気スタンド 時計付き蛍光灯スタンド ラジオ受信機付き電気スタンド 

鉛筆削り器付き蛍光灯スタンド   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

机上、床などに置いて使用する電燈照明台でＤ３－３３２０に該当しないもの。主に基台部、支柱等に時計、

ラジオ、鉛筆削り等の物品が付加された電気スタンド。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

照明付きスピーカーはＨ７－２３２２に分類する。 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1161066 号 装飾用照明器具 

 

1069221 号 電気スタンド ３３００Ａへ 

     
ガラスシェード部の上の受け皿の凹部に好みに応じてエッセンシャルオイ

ルまたはフレグランスオイル等を数滴入れ、ランプの熱で該受け皿が温め

られることにより、香りを漂わせることが可能な電気スタンド 

1095396 号  
屋内用照明器具  

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３３００ Ａ 他機能付き電気スタンド 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３３０ 一 電気スタンド等 

Ｄ３－３３１ 全 多用途型電気スタンド 

   

   
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

照明機能以外の機能を有するもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1145744 号 時計付き蛍光灯 

 

 

1096588 号 空気清浄機

付蛍光灯スタンド  

 

1134279 号  

花入れ噴水付き照明器具 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－３３２０ 電気スタンド 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３３２ 全 電気スタンド 

Ｄ３－３３２Ａ 全 電気スタンド（白熱灯） 

Ｄ３－３３２ＡＡ 全 電気スタンド（白熱灯・取付け型） 

Ｄ３－３３２ＡＢ 全 電気スタンド（白熱灯・具象型） 

Ｄ３－３３２ＡＣ 全 電気スタンド（白熱灯・装飾用型） 

Ｄ３－３３２ＡＤ 全 電気スタンド（白熱灯・支柱フレキシブル型） 

Ｄ３－３３２ＡＥ 全 電気スタンド（白熱灯・支柱折畳み型） 

Ｄ３－３３２ＡＦ 全 電気スタンド（白熱灯・笠付き型） 

Ｄ３－３３２Ｂ 全 電気スタンド（蛍光灯） 

Ｄ３－３３２ＢＡ 全 電気スタンド（蛍光灯・取付け型） 

Ｄ３－３３２ＢＢ 全 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形型） 

Ｄ３－３３２ＢＣ 全 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形付加型） 

Ｄ３－３３２ＢＤ 全 電気スタンド（蛍光灯・基台円形型） 

Ｄ３－３３２ＢＥ 全 電気スタンド（蛍光灯・支柱横取付け型 

Ｄ３－３３２ＢＦ 全 電気スタンド（蛍光灯・蛍光管環形型） 

Ｄ３－３３２Ｃ 全 電気スタンド（まくら元スタンド型） 

Ｄ３－３３２ＣＡ 全 電気スタンド（まくら元スタンド・行灯型） 

Ｄ３－３３２Ｄ 全 電気スタンド（ちょうちんスタンド型） 

Ｄ３－３３２Ｅ 全 電気スタンド（フロアスタンド型） 

Ｄ３－３３９１ 全 電気スタンド（電気スタンド用笠） 

   

   
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－２６０ ちょうちん等 

Ｄ３－３１００ 天井灯 

  

  

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

電気スタンド 蛍光灯スタンド フロアスタンド 

電気スタンド用笠   

   

   

   



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

机上、床などに置いて、または取り付けて使用する電燈照明台。枕元スタンドを含む。支柱基台部取付タイ

プの電気スタンドを含む。電気スタンド用の笠を含む。 

取付け部がはさむタイプのもののみに関して、支柱がランプシェードの直径よりも長いものは含まれる。同じ

長さの場合も原則として含まれる。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

取付け部がはさむタイプのもののみに関して、支柱がランプシェードの直径よりも短いもの、及びＵ字型支

持具を有するものはＤ３－３０２、６２００に分類する。 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1177950 号 電気スタンド 

 

1177537 号 卓上ライト 

 

 

1163206 号 照明器具 

 

1183196 号 電気スタンド 

   

1160129 号 フロアスタンド 

 

 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３３２０ Ａ 笠複数型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３３２ 一 電気スタンド 

Ｄ３－３３２Ａ 一 電気スタンド（白熱灯） 

Ｄ３－３３２ＡＡ 一 電気スタンド（白熱灯・取付け型） 

Ｄ３－３３２ＡＢ 一 電気スタンド（白熱灯・具象型） 

Ｄ３－３３２ＡＣ 一 電気スタンド（白熱灯・装飾用型） 

Ｄ３－３３２ＡＤ 一 電気スタンド（白熱灯・支柱フレキシブル型） 

Ｄ３－３３２ＡＥ 一 電気スタンド（白熱灯・支柱折畳み型） 

Ｄ３－３３２ＡＦ 一 電気スタンド（白熱灯・笠付き型） 

Ｄ３－３３２Ｂ 一 電気スタンド（蛍光灯） 

Ｄ３－３３２ＢＡ 一 電気スタンド（蛍光灯・取付け型） 

Ｄ３－３３２ＢＢ 一 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形型） 

Ｄ３－３３２ＢＣ 一 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形付加型） 

Ｄ３－３３２ＢＤ 一 電気スタンド（蛍光灯・基台円形型） 

Ｄ３－３３２ＢＥ 一 電気スタンド（蛍光灯・支柱横取付け型 

Ｄ３－３３２ＢＦ 一 電気スタンド（蛍光灯・蛍光管環形型） 

Ｄ３－３３２Ｃ 一 電気スタンド（まくら元スタンド型） 

Ｄ３－３３２ＣＡ 一 電気スタンド（まくら元スタンド・行灯型） 

Ｄ３－３３２Ｄ 一 電気スタンド（ちょうちんスタンド型） 

Ｄ３－３３２Ｅ 一 電気スタンド（フロアスタンド型） 

Ｄ３－３３９１ 一 電気スタンド（電気スタンド用笠） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－２６０ ちょうちん等 

Ｄ３－３１００ 天井灯 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

笠が複数のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

1178781 号 照明器具 

 

1134154 号 電気スタンド 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３３２０ ＢＡ 略全体筒型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３３２ 一 電気スタンド 

Ｄ３－３３２Ａ 一 電気スタンド（白熱灯） 

Ｄ３－３３２ＡＡ 一 電気スタンド（白熱灯・取付け型） 

Ｄ３－３３２ＡＢ 一 電気スタンド（白熱灯・具象型） 

Ｄ３－３３２ＡＣ 一 電気スタンド（白熱灯・装飾用型） 

Ｄ３－３３２ＡＤ 一 電気スタンド（白熱灯・支柱フレキシブル型） 

Ｄ３－３３２ＡＥ 一 電気スタンド（白熱灯・支柱折畳み型） 

Ｄ３－３３２ＡＦ 一 電気スタンド（白熱灯・笠付き型） 

Ｄ３－３３２Ｂ 一 電気スタンド（蛍光灯） 

Ｄ３－３３２ＢＡ 一 電気スタンド（蛍光灯・取付け型） 

Ｄ３－３３２ＢＢ 一 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形型） 

Ｄ３－３３２ＢＣ 一 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形付加型） 

Ｄ３－３３２ＢＤ 一 電気スタンド（蛍光灯・基台円形型） 

Ｄ３－３３２ＢＥ 一 電気スタンド（蛍光灯・支柱横取付け型 

Ｄ３－３３２ＢＦ 一 電気スタンド（蛍光灯・蛍光管環形型） 

Ｄ３－３３２Ｃ 一 電気スタンド（まくら元スタンド型） 

Ｄ３－３３２ＣＡ 一 電気スタンド（まくら元スタンド・行灯型） 

Ｄ３－３３２Ｄ 一 電気スタンド（ちょうちんスタンド型） 

Ｄ３－３３２Ｅ 一 電気スタンド（フロアスタンド型） 

Ｄ３－３３９１ 一 電気スタンド（電気スタンド用笠） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－２６０ ちょうちん等 

Ｄ３－３１００ 天井灯 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

全体形状が略筒状のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

1150156 号  

行灯型電気スタンド 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠にはＢＢを付与する。 ＢＢ 具象形有り型、ステンドグラス状傘型 

ＢＣ 光源部細長型 

ＢＤ 笠部傘状型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３３２０ ＢＢ 具象形有り型、ステンドグラス状傘型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３３２ 一 電気スタンド 

Ｄ３－３３２Ａ 一 電気スタンド（白熱灯） 

Ｄ３－３３２ＡＡ 一 電気スタンド（白熱灯・取付け型） 

Ｄ３－３３２ＡＢ 全 電気スタンド（白熱灯・具象型） 

Ｄ３－３３２ＡＣ 一 電気スタンド（白熱灯・装飾用型） 

Ｄ３－３３２ＡＤ 一 電気スタンド（白熱灯・支柱フレキシブル型） 

Ｄ３－３３２ＡＥ 一 電気スタンド（白熱灯・支柱折畳み型） 

Ｄ３－３３２ＡＦ 一 電気スタンド（白熱灯・笠付き型） 

Ｄ３－３３２Ｂ 一 電気スタンド（蛍光灯） 

Ｄ３－３３２ＢＡ 一 電気スタンド（蛍光灯・取付け型） 

Ｄ３－３３２ＢＢ 一 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形型） 

Ｄ３－３３２ＢＣ 一 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形付加型） 

Ｄ３－３３２ＢＤ 一 電気スタンド（蛍光灯・基台円形型） 

Ｄ３－３３２ＢＥ 一 電気スタンド（蛍光灯・支柱横取付け型 

Ｄ３－３３２ＢＦ 一 電気スタンド（蛍光灯・蛍光管環形型） 

Ｄ３－３３２Ｃ 一 電気スタンド（まくら元スタンド型） 

Ｄ３－３３２ＣＡ 一 電気スタンド（まくら元スタンド・行灯型） 

Ｄ３－３３２Ｄ 一 電気スタンド（ちょうちんスタンド型） 

Ｄ３－３３２Ｅ 一 電気スタンド（フロアスタンド型） 

Ｄ３－３３９１ 一 電気スタンド（電気スタンド用笠） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－２６０ ちょうちん等 

Ｄ３－３１００ 天井灯 

Ｄ３－６１ 装飾用照明器具 

Ｃ２－１０ 置物等 
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

具象的な装飾を有するもの又はステンドグラス状の透光性装飾を有するもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

ＢＤに優先する。 

 

 

 

 

1164366 号 置き式灯 

 

1159399 号 照明器具 

 

1159100 号 電気スタンド 

 

 

1143962 号  

装飾電球用ソケット 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には 

            を付与する。 

ＢＡ 略全体筒型 

ＢＣ 光源部細長型 

ＢＤ 笠部傘状型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３３２０ ＢＣ 光源部細長型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３３２ 一 電気スタンド 

Ｄ３－３３２Ａ 一 電気スタンド（白熱灯） 

Ｄ３－３３２ＡＡ 一 電気スタンド（白熱灯・取付け型） 

Ｄ３－３３２ＡＢ 一 電気スタンド（白熱灯・具象型） 

Ｄ３－３３２ＡＣ 一 電気スタンド（白熱灯・装飾用型） 

Ｄ３－３３２ＡＤ 一 電気スタンド（白熱灯・支柱フレキシブル型） 

Ｄ３－３３２ＡＥ 一 電気スタンド（白熱灯・支柱折畳み型） 

Ｄ３－３３２ＡＦ 一 電気スタンド（白熱灯・笠付き型） 

Ｄ３－３３２Ｂ 一 電気スタンド（蛍光灯） 

Ｄ３－３３２ＢＡ 一 電気スタンド（蛍光灯・取付け型） 

Ｄ３－３３２ＢＢ 一 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形型） 

Ｄ３－３３２ＢＣ 一 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形付加型） 

Ｄ３－３３２ＢＤ 一 電気スタンド（蛍光灯・基台円形型） 

Ｄ３－３３２ＢＥ 一 電気スタンド（蛍光灯・支柱横取付け型 

Ｄ３－３３２ＢＦ 全 電気スタンド（蛍光灯・蛍光管環形型） 

Ｄ３－３３２Ｃ 一 電気スタンド（まくら元スタンド型） 

Ｄ３－３３２ＣＡ 一 電気スタンド（まくら元スタンド・行灯型） 

Ｄ３－３３２Ｄ 一 電気スタンド（ちょうちんスタンド型） 

Ｄ３－３３２Ｅ 一 電気スタンド（フロアスタンド型） 

Ｄ３－３３９１ 一 電気スタンド（電気スタンド用笠） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－２６０ ちょうちん等 

Ｄ３－３１００ 天井灯 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

光源部が細長いもの。「細長い」とは長さが太さの３倍程度以上のものをさす。特に蛍光管を有するものを

含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

1184252 号 電気スタンド 

 

1160208 号 蛍光ランプ 

  

1160180 号 電気スタンド 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠にはＢＢを付与する。 ＢＡ 略全体筒型 

ＢＢ 具象形有り型、ステンドグラス状傘型 

ＢＤ 笠部傘状型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３３２０ ＢＤ 笠部傘状型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３３２ 一 電気スタンド 

Ｄ３－３３２Ａ 一 電気スタンド（白熱灯） 

Ｄ３－３３２ＡＡ 一 電気スタンド（白熱灯・取付け型） 

Ｄ３－３３２ＡＢ 一 電気スタンド（白熱灯・具象型） 

Ｄ３－３３２ＡＣ 一 電気スタンド（白熱灯・装飾用型） 

Ｄ３－３３２ＡＤ 一 電気スタンド（白熱灯・支柱フレキシブル型） 

Ｄ３－３３２ＡＥ 一 電気スタンド（白熱灯・支柱折畳み型） 

Ｄ３－３３２ＡＦ 全 電気スタンド（白熱灯・笠付き型） 

Ｄ３－３３２Ｂ 一 電気スタンド（蛍光灯） 

Ｄ３－３３２ＢＡ 一 電気スタンド（蛍光灯・取付け型） 

Ｄ３－３３２ＢＢ 一 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形型） 

Ｄ３－３３２ＢＣ 一 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形付加型） 

Ｄ３－３３２ＢＤ 一 電気スタンド（蛍光灯・基台円形型） 

Ｄ３－３３２ＢＥ 一 電気スタンド（蛍光灯・支柱横取付け型 

Ｄ３－３３２ＢＦ 一 電気スタンド（蛍光灯・蛍光管環形型） 

Ｄ３－３３２Ｃ 一 電気スタンド（まくら元スタンド型） 

Ｄ３－３３２ＣＡ 一 電気スタンド（まくら元スタンド・行灯型） 

Ｄ３－３３２Ｄ 一 電気スタンド（ちょうちんスタンド型） 

Ｄ３－３３２Ｅ 一 電気スタンド（フロアスタンド型） 

Ｄ３－３３９１ 一 電気スタンド（電気スタンド用笠） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－２６０ ちょうちん等 

Ｄ３－３１００ 天井灯 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

傘状の笠を有するもの。円錐形の頂部に穴が空いているものを含む。 

1177832 号  

卓上用電気スタンド 

 

1159099 号 電気スタンド 

 

1137106 号 電気スタンド 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠にはＢＢを付与する。 ＢＡ 略全体筒型 

ＢＢ 具象形有り型、ステンドグラス状傘型 

ＢＣ 光源部細長型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３３２０ ＣＡ 支持部直線状支柱型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３３２ 一 電気スタンド 

Ｄ３－３３２Ａ 一 電気スタンド（白熱灯） 

Ｄ３－３３２ＡＡ 一 電気スタンド（白熱灯・取付け型） 

Ｄ３－３３２ＡＢ 一 電気スタンド（白熱灯・具象型） 

Ｄ３－３３２ＡＣ 一 電気スタンド（白熱灯・装飾用型） 

Ｄ３－３３２ＡＦ 一 電気スタンド（白熱灯・笠付き型） 

Ｄ３－３３２Ｂ 一 電気スタンド（蛍光灯） 

Ｄ３－３３２ＢＡ 一 電気スタンド（蛍光灯・取付け型） 

Ｄ３－３３２ＢＢ 一 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形型） 

Ｄ３－３３２ＢＣ 一 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形付加型） 

Ｄ３－３３２ＢＤ 一 電気スタンド（蛍光灯・基台円形型） 

Ｄ３－３３２ＢＥ 一 電気スタンド（蛍光灯・支柱横取付け型 

Ｄ３－３３２ＢＦ 一 電気スタンド（蛍光灯・蛍光管環形型） 

Ｄ３－３３２Ｃ 一 電気スタンド（まくら元スタンド型） 

Ｄ３－３３２ＣＡ 一 電気スタンド（まくら元スタンド・行灯型） 

Ｄ３－３３２Ｄ 一 電気スタンド（ちょうちんスタンド型） 

Ｄ３－３３２Ｅ 一 電気スタンド（フロアスタンド型） 

Ｄ３－３３９１ 一 電気スタンド（電気スタンド用笠） 

   

   
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－２６０ ちょうちん等 

Ｄ３－３１００ 天井灯 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

支持部が直線状の支柱であるもの。 

1178477 号  電気スタンド 

 

1163773 号 装飾用照明器具 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には 

 

を付与する。 

ＣＢ 支持部屈折等アーム型 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－３３２０ ＣＢ 支持部屈折等アーム型 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３３２ 一 電気スタンド 

Ｄ３－３３２Ａ 一 電気スタンド（白熱灯） 

Ｄ３－３３２ＡＡ 一 電気スタンド（白熱灯・取付け型） 

Ｄ３－３３２ＡＢ 一 電気スタンド（白熱灯・具象型） 

Ｄ３－３３２ＡＣ 一 電気スタンド（白熱灯・装飾用型） 

Ｄ３－３３２ＡＤ 全 電気スタンド（白熱灯・支柱フレキシブル型） 

Ｄ３－３３２ＡＥ 全 電気スタンド（白熱灯・支柱折畳み型） 

Ｄ３－３３２ＡＦ 一 電気スタンド（白熱灯・笠付き型） 

Ｄ３－３３２Ｂ 一 電気スタンド（蛍光灯） 

Ｄ３－３３２ＢＡ 一 電気スタンド（蛍光灯・取付け型） 

Ｄ３－３３２ＢＢ 一 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形型） 

Ｄ３－３３２ＢＣ 一 電気スタンド（蛍光灯・基台長方形付加型） 

Ｄ３－３３２ＢＤ 一 電気スタンド（蛍光灯・基台円形型） 

Ｄ３－３３２ＢＥ 一 電気スタンド（蛍光灯・支柱横取付け型 

Ｄ３－３３２ＢＦ 一 電気スタンド（蛍光灯・蛍光管環形型） 

Ｄ３－３３２Ｃ 一 電気スタンド（まくら元スタンド型） 

Ｄ３－３３２ＣＡ 一 電気スタンド（まくら元スタンド・行灯型） 

Ｄ３－３３２Ｄ 一 電気スタンド（ちょうちんスタンド型） 

Ｄ３－３３２Ｅ 一 電気スタンド（フロアスタンド型） 

Ｄ３－３３９１ 一 電気スタンド（電気スタンド用笠） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－２６０ ちょうちん等 

Ｄ３－３１００ 天井灯 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

支持部が屈折、屈曲等の可動部となっているもの。 

1178176 号 電気スタンド 

 

1178446 号 電気スタンド 

 

1183487 号 電気スタンド 

  

1292373 号電気スタンド 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には 

 

を付与する。 

ＣＡ 支持部直線状支柱型 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

D-CLASS1 

意匠分類記号 
D-CLASS2 

意匠分類の名称 

Ｄ３－４０ 屋外用照明器具 
 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－４０ 全 屋外用照明器具 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ 街路、庭園、門、スポーツグラウンド等の屋外に設置し、屋外を照明することを目的とするもので、下位の

分類に含まれないもの。 

・ この分類には主として地面や路肩等に埋め込んで照明するもの、スポーツグラウンド用等の大型照明灯を

含む。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ 屋外における使用を目的とした照明器具であっても、携帯して使用するものについてはＤ３－５００（携帯用

照明器具）に分類する 

・ 屋外で使用するものであっても、光を収束させ一定領域のみ照射することを目的とした投光照明器具につ

いてはＤ３－６２００（特殊用途投光器）もしくはＤ３－３０２（取付け式投光用照明器具）に分類する 

・ 装飾を目的とした照明器具についてはＤ３－６１（装飾用照明器具）に分類する 

・ 道路用びょう（Ｊ６－４４）は除く 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

・人感センサー等を有した照明器具であっても、Ｄ３－６００（特殊用途照明器具）に一括分類せず、各定義

に合わせた分類を行う。 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1138562 
道路灯 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－４１００ 街路灯等 
 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－４１０ 全 街路灯等 

Ｄ３－４１０Ａ 全 街路灯等（ポール型） 

Ｄ３－４１０Ｂ 全 街路灯等（取付け型） 

Ｄ３－４１９１ 全 街路灯頭部 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－２２００ ガス灯 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

街路灯 道路灯 路肩灯 

防犯灯 街路灯用グローブ  

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・主に街路などのパブリックスペースに設置され、広範囲照明することによって、歩行や車両の運転等の安

全を確保するための照明器具。 

・防犯などを目的として設置される照明器具も含む 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

スポーツグラウンド用の大型照明灯はＤ３－４０． 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－４１００ Ａ 頭部のみ型、支柱無し型 
 

Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－４１０Ｂ 全 街路灯等（取付け型） 

Ｄ３－４１９１ 全 街路灯頭部 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－３２００ 壁灯 
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

街路灯のうち、照明部である頭部のみの単位であり、構造物に直接取り付ける、もしくは支柱等に

取り付けて使用するもの。 

照明部を支持するためにアーム、極一部の支柱と一体になっている程度のものを含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

街路灯 防犯灯 道路灯 

路肩灯   

 

登録 1157844 
防犯灯 

 

登録 0923524 
街路灯頭部 

登録 0955662 
街路灯頭部 
 

 

登録 1157640 
街路灯 

 

登録 1173222 
街路灯頭部 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－４１９０ 街路灯等部品及び付属品 
 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－４１９０ 全 街路灯等部品及び付属品 

   
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－９３ 照明器具用透光レンズ 

Ｄ３－３３００ 電気スタンド等部品 

Ｄ３－９５３ 照明器具用脚 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

街路灯用ポール 街路灯用アーム  

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

街路灯、道路灯、路肩灯等の部品。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ 街路灯の頭部についてはＤ３－４１００Ａ（街路灯等・頭部のみ型、支柱なし型）に分類する。 

・ 街路灯の部品であっても、光源のみの場合はＨ１－７代に分類する。 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録 1173328 
街路灯用ポールカバー 

 

 

登録 1073887 
照明用柱 

 

登録 1076952 
照明灯用ポール 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－４２００ 庭園灯 
 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－４２０ 全 庭園灯等 

Ｄ３－４２１ 全 庭園灯 

Ｄ３－４２１Ａ 全 庭園灯（ポール型） 

Ｄ３－４２１Ｂ 全 庭園灯（短脚型） 

Ｄ３－４２２ 全 池用ろ過機付き庭園灯 

Ｄ３－４２９１ 全 庭園灯頭部 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－２８２ 灯ろう（釣灯ろう・石灯ろう） 

Ｄ３－２６０ 灯籠 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

庭園灯 池用ろ過機付き庭園灯  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・照明や防犯などを目的として、公園や庭などに設置される照明器具。 

・ 庭園灯に池用濾過機がついているものも含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1106997 
庭園灯 

 

登録 1157362 
太陽光発電式庭園灯 

 

登録 1172057 
庭園灯 

 

登録 0773379 
池用濾過器付き庭園灯 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－４２００ Ａ 頭部のみ型、支柱無し型 
 

Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－４２９１ 全 庭園灯頭部 

   

   
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

庭園灯のうち、支柱がなく照明部のみで構成されているもの、もしくは支柱に取り付けるための頭

部のみの単位のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1172055 
庭園灯 

 

登録 1053603 
照明器具 

 

登録 1037090 
屋外照明灯 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－４２９０ 庭園灯部品及び付属品 
 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－４２９０ 全 庭園灯等部品 

   

   
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－９５３ 電気スタンド用支持具、投光器用支持具 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・庭園灯の部品、付属品。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・庭園灯の光源を有する頭部についてはＤ３－４２００Ａ（庭園灯・頭部のみ型、支柱なし型）に分類する。 

・庭園灯の部品であっても光源のみである場合はＨ１－７代に分類する 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1163318 
照明器具用ランプ保護カバー 

       



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－４３０ 門灯 
 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－４３０ 全 門灯 

   
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ３－５２００ 門柱 

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

門灯 門柱灯  

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・門柱等の上部等に取付けて使用される照明器具。 

・門灯の部品および付属品はこの分類に含む 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1074913 
門柱灯 

 

登録 0992518 
門灯 

 

登録 1034527 
門灯 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－５００ 携帯用照明器具 
 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－５０ 全 携帯用照明器具 
Ｄ３－５１０ 全 懐中電灯等 
Ｄ３－５１１ 全 懐中電灯 
Ｄ３－５１１Ａ 全 懐中電灯（長型） 
Ｄ３－５１１Ｂ 全 懐中電灯（ポケットライト型） 
Ｄ３－５１１Ｃ 全 懐中電灯（ペンシルライト型） 
Ｄ３－５１１Ｄ 全 懐中電灯（キーホルダー付き型） 
Ｄ３－５１２ 全 信号警報器付き懐中電灯 
Ｄ３－５２０ 全 手提電灯等 
Ｄ３－５２１ 全 手提電灯 
Ｄ３－５２１Ａ 全 手提電灯（自転車取付け用） 
Ｄ３－５２１Ｂ 全 手提電灯（ランタン型） 
Ｄ３－５２２ 全 信号警報器付き手提電灯 
Ｄ３－５３ 全 携帯用蛍光灯 
Ｄ３－５４ 全 ヘッドランプ 
Ｄ３－６６０Ｃ 全 作業用照明器具（携帯型） 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｊ６－０１ 保安用警告灯 

Ｊ６－４００ 交通安全機器 

Ｊ６－４３０ 交通安全用灯器 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

懐中電灯 手提電灯 ヘッドランプ 

携帯電灯 非常用懐中電灯 自転車取付け電灯 

携帯用螢光灯 ペンシルライト ポケットライト 

常備灯 携帯電灯用ホルダー 非常灯取付け台 

懐中電灯用電源切換器 信号警報付懐中電灯 非常用携帯電灯 

信号警報器付き懐中電灯 非常用手提電灯 信号警報付手提電灯 

信号警報器付き手提電灯 作業用照明器具 修理点検灯 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

2 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

  
・ 電源が器具に内蔵されている、もしくは携帯できる電源とコード等で繋がれていて、人間が直接携帯できる

照明器具 

・（ＤタームＡＡ～ＢＢまでに含まれないものを例示する） 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・電源と照明器具が一体となっており、移動可能な照明器具であっても、台車などに設置されており、人間

が到底持ち運ぶことのできないものについてはＤ３－６２（投光用照明器具）に分類する。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1074710 
携帯用強力ライト 

      

登録 1140299 
携帯用照明具 

       

登録 1037624 
非常用懐中電灯 

  



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－５００ ＡＡ ヘッドランプ型 
 

Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－５１１Ａ 一 長型 

Ｄ３－５１１Ｂ 一 ポケットライト型 

Ｄ３－５１１Ｃ 一 ペンシルライト型 

Ｄ３－５１１Ｄ 一 キーホルダー付き型 

Ｄ３－５４ 全 ヘッドランプ 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・ 頭もしくは帽子等に取りつけ具または取り付け部分によって固定して使用する携帯用照明器具 

・ 光源が電球かＬＥＤか等は問わない。 

・ 照明器具本体が筒型であっても、取り付け部分を有しヘッドランプとして使用するものはここに含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＢ 筒型 

ＡＣ ポケットライト型 

ＡＤ ランタン型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1016889 
キャップ付ヘッドランプ 

 

登録 1139628 
ヘッドランプ 

 

登録 1088470 
ヘッドランプ 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－５００ ＡＢ 筒型 
 

Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－５０ 一 携帯用照明器具 

Ｄ３－５１０ 一 懐中電灯等 

Ｄ３－５１１ 一 懐中電灯 

Ｄ３－５１１Ａ 一 懐中電灯（長型） 

Ｄ３－５１１Ｂ 一 懐中電灯（ポケットライト型） 

Ｄ３－５１１Ｃ 一 懐中電灯（ペンシルライト型） 

Ｄ３－５１１Ｄ 一 懐中電灯（キーホルダー付き型） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・ 全体形状が略筒型の携帯用照明器具 

・ 発光部が筒型でなくても、持手部等に筒状部を有しているものはここに含む。 

・ ポケットライトであっても、筒型であればここに含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ ヘッドランプ型 

ＡＣ ポケットライト型 

ＡＤ ランタン型 

登録 1168812 
懐中電灯 

 

登録 1139783 
懐中電灯 

 

登録 1123807 
懐中電灯 

 
登録 1038327 
懐中電灯 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

2 

Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－５００ ＡＣ ポケットライト型 
 

Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－５１１Ｂ 一 懐中電灯（ポケットライト型） 

Ｄ３－５１１Ｄ 一 懐中電灯（キーホルダー付き型） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ３－０１ キーホルダーおよびコインホルダー 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・携帯用照明器具のうち、ポケット等に入れられる程の大きさのもの 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ ポケットライトであっても筒型であれば、Ｄ３－５００ＡＢ（携帯用照明器具・筒型）とする 

・ ポケットライトであってもヘッドランプとしても使用するものであればＤ３－５００ＡＡ（携帯用照明器具・ヘッド

ランプ型）とする 
Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ ヘッドランプ型 

ＡＢ 筒型 

ＡＤ ランタン型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録 1140526 
ポケットライト 

 

 

登録 1089720 
携帯電灯 

 

 

登録 1173270 
携帯用照明器具 

 

登録 1106738 
キーホルダー用ライト 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－５００ ＡＤ ランタン型 
 

Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－５２０ 全 手提げ電灯等 

Ｄ３－５２１ 全 手提げ電灯 

Ｄ３－５２１Ａ 全 手提げ電灯（自転車取付け用） 

Ｄ３－５２１Ｂ 全 手提電灯（ランタン型） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－２２００Ａ オイルランプ、ガス灯（携帯型） 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・携帯用照明器具のうち吊り下げ、手提げ部等を有し、かつ特定方向ではなく広範囲を照明するもの 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ ヘッドランプ型 

ＡＢ 筒型 

ＡＣ ランタン型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1091347 
ランタン 

 

登録 1139784 
携帯電灯 

     

登録 1168556 
ランタン 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－５００ ＢＡ 一体把手付き型 
 

Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－５０ 一 携帯用照明器具 

Ｄ３－５１０ 一 懐中電灯等 

Ｄ３－５１１ 一 懐中電灯 

Ｄ３－５２０ 一 手提電灯等 

Ｄ３－５２１ 一 手提電灯 

Ｄ３－５２１Ｂ 一 手提電灯（ランタン型） 

Ｄ３－５２２ 一 信号警報器付き手提電灯 

Ｄ３－５３ 一 携帯用蛍光灯 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・携帯用照明器具のうち、本体部と一体状の把手部を有し、かつ、一定方向を照射するもの。 

登録 1158094 
ラジオ付き携帯用ライト 

   

登録 1037615 
ラジオ受信機付きランタン 

   

登録 1007025 
ラジオ受信機付手提電灯 

      

登録 1034587 
携帯用投光器 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

2 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－５００ ＢＢ 他機能付き型 
 

Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－５０ 一 携帯用照明器具 

Ｄ３－５１０ 一 懐中電灯等 

Ｄ３－５１１ 一 懐中電灯 

Ｄ３－５１１Ａ 一 懐中電灯（長型） 

Ｄ３－５１１Ｂ 一 懐中電灯（ポケットライト型） 

Ｄ３－５１１Ｃ 一 懐中電灯（ペンシルライト型） 

Ｄ３－５１１Ｄ 一 懐中電灯（キーホルダー付き型） 

Ｄ３－５１２ 一 信号警報器付き懐中電灯 

Ｄ３－５２０ 一 手提電灯等 

Ｄ３－５２１ 一 手提電灯 

Ｄ３－５２１Ａ 一 手提電灯（自転車取付け用） 

Ｄ３－５２１Ｂ 一 手提電灯（ランタン型） 

Ｄ３－５２２ 一 信号警報器付き手提電灯 

Ｄ３－５３ 一 携帯用蛍光灯 

Ｄ３－６６０Ｃ 一 作業用照明器具（携帯型） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・照明以外の機能（例えばラジオ、オーディオ等）を有する携帯用照明器具 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

登録 1075153 
ラジオ及び時計付携帯電灯 

 

登録 1088316 
懐中電灯付きラジオ受信機 

 

登録 1049046 
懐中電灯付き弁当箱 
 
 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

2 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 
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1 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－５９０ 携帯用照明器具部品及び付属品 
 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－５１９ 全 懐中電灯等部品及び付属品 

Ｄ３－５２９ 全 手提電灯等部品及び付属品 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

懐中電灯用ホルダー 非常灯取付け台 懐中電灯用保護ケース 

常備灯取付け台 懐中電灯用ケース 携帯電灯用ホルダー 

携帯電灯用保護ケース 携帯電灯用ケース  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・携帯用照明器具を構成する部品及びその付属品 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・光源自体についてはＨ１－７代に分類する 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1072534 
常備灯用ホルダー 

 

登録 1090981 
懐中電灯取付部品 

 

登録 1017746 
懐中電灯頭部 

 
 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－６００ 特殊用途照明器具 
 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－６０ 一 特殊用途照明器具 

Ｄ３－６３ 全 水中用照明器具 

Ｄ３－６６０ 一 作業用照明器具 

Ｄ３－６６０Ａ 一 作業用照明器具（取付け型） 

Ｄ３－６６１ 全 集魚灯 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－３０１ 家具組込み照明器具等 

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

防爆用照明器具 水中用照明器具 作業用照明器具 

噴水用照明器具 集魚灯  

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

特定用途に使用する照明器具、すなわち、水中、防爆、工事現場、医療用、衛生用又は装飾用として使用

などを目的とした特殊な用途・環境下における使用専門の照明器具で、ここには下位分類に含まれないも

のを分類する 

登録 0930305 
水中浮遊灯 

 

 

登録 1017166 
耐圧防爆形照明灯 

 

登録 1073128 
植物用照明器具 

 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

2 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・車両（自動車、自動二輪車等）に用いられる照明器具（Ｇ２台）を除く。 

・家具等に組み込む照明器具は、Ｄ３－３０１。 

・特殊用途照明器具の部品、付属品についてはＤ３－９代に分類する 

・ 表示を目的としたものはＦ５－１００（表示具）に分類する 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－６１ 装飾用照明器具 
 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－６１ 全 装飾用照明器具 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ２－１０ 置物等 

Ｄ３－３３２０ＢＢ 具象形有り型、ステンドグラス状傘型 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

装飾用照明器具   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・それ自体が装飾のみを目的とした照明器具であり、特定物（置物等）を照明行為により演出効果等を高め

る目的で使用される照明器具（スポットライト等の他の目的にも使用できるもの以外）を分類する。 
 

登録 0877227 
装飾用照明器具 

 

 

登録 0962865 
装飾用照明器具 

 
 

 

登録 1054686 
電飾造花用茎 

 
 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

2 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・電球等の光源自体が装飾性を有した形状で、その光源のみは、Ｈ１－７０１（装飾用発光ダイオード及び電

球等）に分類する 

・ 置物等を照明するものでも、スポット型投光用照明器具のように装飾用としての特異性がない形態のもの

はＤ３－３代に分類する。 

・ 具象形又は装飾過多の照明器具であっても、室内などで社会生活一般に使用する照明器具であればＤ３

－３３２０ＢＢ（具象形有り型、ステンドグラス状傘型）等に分類する。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1038129 
装飾用照明具 

 

 

登録 1130430 
多色光源付き照明器具 

 

 

登録 1042699 
装飾用照明器具 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－６２００ 特殊用途投光器 
 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－６２０ 全 投光用照明器具 

Ｄ３－６２０Ａ 一 投光用照明器具（取付け型） 

Ｄ３－６２０Ｂ 全 投光用照明器具（スタンド型） 

Ｄ３－６２１ 一 撮影用投光器及び舞台用投光器 

Ｄ３－６２２ 全 探照灯 

Ｄ３－６６０ 一 作業用照明器具 

Ｄ３－６６０Ｂ 全 作業用照明器具（スタンド型） 

   

   
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｇ３－９５０ 船舶用照明器具 

Ｄ３－３３００ 電気スタンド等 

Ｊ３－２９２２ カメラ用発光器 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

探照灯 工事用投光器 舞台用投光器 

映画撮影用投光器 スポットライト 投光器 

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・作業用、撮影用等のため、一方向に照射することを目的とした照明器具で、地面にスタンドや三

脚等により設置するなど、Ｄ３－３０２（取付け式投光照明器具）のように、固定式の照明器具では

なく、比較的自由に照射方向、照射範囲等を変更することができる投光用照明器具をいう。 

・ 舞台用に使用されるレンズ付きの投光器については、固定式であっても本分類に含む。 

 

登録 1019675 
投光器 

    



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

2 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・、天井等に固定する投光器で、レンズ等の光を収束させる構造のないものについてはＤ３－３０２（取付け

式投光照明器具）に分類する。 

・カメラ等に取り付けて使用するものは、Ｊ３－２９２２。 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1173217 
投光器 

 

登録 0800851 
撮影用投光器 

 

 

登録 0950481 
防水照明具 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－６２００ Ａ スタンド型および直置き型 
 

Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－６２０ 一 投光用照明器具 

Ｄ３－６２０Ｂ 全 投光用照明器具（スタンド型） 

Ｄ３－６２１ 一 撮影用投光器及び舞台用投光器 

Ｄ３－６２２ 一 探照灯 

Ｄ３－６６０ 一 作業用照明器具 

Ｄ３－６６０Ｂ 全 作業用照明器具（スタンド型） 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－３３００ 電気スタンド等 
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・スタンド、基台、三脚等により床等に置いて使用する形態の照明器具 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

登録 1124409 
発電機付き投光器 

 

登録 1108941 
投光器 

 

登録 1058182 
スポットライト 

登録 0940862 
投光器 

    



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

2 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－６２００ Ｂ レンズ付き投光型 
 

Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－６２０ 一 投光用照明器具 

Ｄ３－６２０Ａ 一 投光用照明器具（取付け型） 

Ｄ３－６２０Ｂ 一 投光用照明器具（スタンド型） 

Ｄ３－６２１ 一 撮影用投光器及び舞台用投光器 

Ｄ３－６２２ 一 探照灯 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－３３００ 電気スタンド等 
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・ レンズにより照射範囲をピンスポット状に絞ることができる形態のもの。 

・ 主に舞台等の照明に使用される。スタンド等により床に設置するものや、天井から吊り下げるようなものも

ここに含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1002810 
スポットライト 

    

登録 1001641 
スポットライト 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－６５００ 衛生用照明器具 
 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－６５０ 全 保健衛生用照明器具 

Ｄ３－６５２ 全 衛生用照明器具 

   
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｊ７－５５ 光線治療器（水銀灯治療器）（赤外線治療器）（紫外線治療器）（レーザー治療器 ） 

Ｃ４－３２０ 捕虫器又は殺虫器（捕虫器、殺虫器 ） 

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

保健衛生灯 脱臭灯 防湿灯 

防虫灯 殺菌灯  

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・主として紫外光線による滅菌・殺菌等を目的とした照明器具。 

登録 1158528 
殺菌灯 

   

登録 1107422 
殺菌灯 

      

登録 1039875 
殺菌ランプ 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

2 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・赤外線等による医療行為を目的としたものはＪ７－５５（光線治療器）に含む。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－６５１ 医療用照明器具 
 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－６５１ 全 医療用照明器具 

   
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

手術用無影灯 歯科用無影灯 検診灯 

内診用無影灯 歯科用照明器具  

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ 診察、手術等の医療行為時に用いられる照明器具。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・光線自体が治療の役割を果たすものについてはＪ７－５５（光線治療器）に分類する。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 0948004 
手術要無影灯 

 

 

登録 0712712 
手術要無影灯 

 

 

登録 0696040 
歯科医療用光ファイバー照明器具本体 

 
 

  



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－９００ 発光具及び照明器具部品及び付属品 
 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－１１９１ 全 電球カバー等 

Ｄ３－３１９０ 全 天井灯部品及び付属品 

Ｄ３－３１９１０ 全 天井灯用装飾部品 

Ｄ３－３１９１１ 全 天井灯用つり飾り 

Ｄ３－３１９１２ 全 シャンデリア用つり飾り 

Ｄ３－３１９３０ 全 天井灯本体の部品及び付属品 

Ｄ３－３９０ 全 屋内用照明器具部品及び付属品 

Ｄ３－４３９ 全 門灯部品及び付属品 

Ｄ３－９０ 全 電球及び照明器具部品及び付属品 

Ｄ３－９１０ 全 電球及び照明器具用部品 

Ｄ３－９１２ 全 照明器具用保護枠 

Ｄ３－９２０ 全 電球及び照明器具用付属品 

Ｄ３－９２１ 全 照明器具用笠カバー 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－９５３ 電気スタンド用支持具、投光器用支持具 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

照明器具用電球固定具 照明器具用回転自在具 照明器具用枠 

照明器具用笠内枠 シャンデリアつり飾り 照明器具用保護枠 

照明器具用カバー   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

発光具、照明器具の部品、付属品で完成品専用の部品、付属品に含まれないもの。  

主に以下のいずれかに該当するもの。 

１）電球を保護する部品、付属品（例：電球カバー、電球保護キャップ、電球支持具）。但し、電球用火屋、電

球用グローブは含まない。 

２）屋内用照明器具、門灯等の部品又は付属品で下位の分類に含まれないもの。特に、照明器具用保護

枠、照明器具用笠カバー、天上灯用装飾部品、天井灯用つり飾り、シャンデリア用吊り飾り、天井灯本体の

部品及び付属品を含む。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

天井埋込み灯用装飾具としての投光板はＤ３－９３、ソケットはＨ１－３４４１、スイッチはＨ１－５３００、コード

掛けはＨ２－４４２０、コード調節具はＨ２－４６０、電気ろうそく用の支柱はＤ３－３００に分類する。 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

1182591 号  
照明器具用保護枠 

 

1184336 号 車両用蛍光灯用ソケット取付部材 

 

996096 号  
埋込み式照明器具用支持具 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－９００ Ａ 装飾体 
 

Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３１９１０ 一 天井灯用装飾部品 

Ｄ３－３１９１１ 全 天井灯用つり飾り 

Ｄ３－３１９１２ 全 シャンデリア用つり飾り 
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－９５３ 電気スタンド用支持具、投光器用支持具 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

装飾用の部品又は付属品。装飾する意図の有無が不明確なものを含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

906711 号 照明器具用飾り 

    

961590 号  
天井つり下げ灯用飾り 

 

1117654 号 
 シャンデリア用つり飾り片 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－９１１ 照明器具用反射笠 
 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－９１１ 全 照明器具用反射笠 

   
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－６２代 投光用照明器具 

Ｄ３－９００ 照明器具用部品、付属品 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

照明器具用反射笠 照明器具用反射板  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ 照明効率の向上を目的として、電球等から発せられた光を、特定方向に集中もしくは拡散等させるため照

明器具に組み込まれる反射板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・照明器具の笠等に組み込まれた笠と一体状のものはＤ３－３代のそれぞれに分類する。 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

蛍光灯用反射板 自動車用灯具の反射板 照明器具用反射板 

   

 

蛍光灯用反射笠 
登録 1158221 号 自動車用灯具の反射板 

登録 1121882 号 

照明器具用反射板 
登録 1101017 号 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－９３ 照明用拡散透光板等 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３９２ 全 屋内照明器具用拡散透光板 

Ｄ３－３９２Ａ 全 屋内照明器具用拡散透光板（円形） 

Ｄ３－３９２Ｂ 全 屋内照明器具用拡散透光板（角形） 

Ｄ３－８２ 全 照明用拡散透光板等 

Ｄ３－９１３ 全 照明器具用透光レンズ 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ６－１０１ 建築用装飾板等 

Ｍ１－４０ 板材 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

光天井用拡散透光板 照明器具用拡散透光板 照明器具用透光性カバー 

投光器用レンズ 探照灯用前面ガラス 天井灯用透光性カバー 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

屋内で使用する照明器具の拡散透光板。天井埋込み灯の装飾透光板を含む。照明器具に該当しない照明

設備の一部として用いる照明用拡散透光板（例：建築装飾板的使用を目的とする透光板）を含む。照明器

具用透光レンズを含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

車両照明器具用レンズはＧ２－２９７９１，３９７９１に分類する。 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1160700 号 天井照明用透光板 

   

906711 号 照明器具用飾り 

 

1169235 号 導光パネル 

  

1021196 号 

門灯カバー用側面パネル 

  



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－９４ 照明設備具 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３９１０ 全 屋内照明器具用ルーバー 

Ｄ３－３９１１ 全 屋内照明器具用ルーバーリーフ 

Ｄ３－８０ 全 照明設備具 

Ｄ３－８１０ 全 照明用ルーバー 

Ｄ３－８１１ 全 照明用ルーバーリーフ 

Ｄ３－８１２ 全 照明用ルーバー材 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－９００ 照明器具用部品、付属品 

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

天井灯用ルーバー 天井灯用ルーバーリーフ 照明器具用ルーバー 

ルーバーロール用ルーバー 照明用ルーバー材  

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

Ｄ３－２００からＤ３－６５１までの各種照明器具に該当せず、建築物との密接度の高い照明設備を構成する

器具、部材等。照明器具を構成するルーバーも含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

照明器具に該当しない照明設備の一部として用いる照明用拡散透光板はＤ３－９３に分類する。 

照明用に限定されない天井用ルーバーリーフ、ルーバー材等はＬ６－０３に分類する。 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

524062 号 型材 

 

 

692211 号 照明設備用枠材 

 

  

588791 号 型材 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－９４ Ａ 照明用ルーバー 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３９１０ 全 屋内照明器具用ルーバー 

Ｄ３－８１０ 全 照明用ルーバー 

   

   
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－９００ 照明器具用部品、付属品 

Ｌ６－０３ 壁面、天井面構成用ルーバー 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

屋内照明器具、または照明器具に該当しない照明設備を構成するルーバー。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ  （付与優先順位、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ｂ 照明用ルーバーリーフ 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

933684 号 照明用ルーバー 

 

 933674-001 号  

照明用ルーバー 

1030388 号 照明器具用ルーバー 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ３－９４ Ｂ 照明用ルーバーリーフ 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３９１１ 全 屋内照明器具用ルーバーリーフ 

Ｄ３－８１１ 全 照明用ルーバーリーフ 

Ｄ３－８１２ 全 照明用ルーバー材 

   
Ｄ－ＴＥＲＭ５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｌ６－０３ 壁面、天井面構成用ルーバー 

Ｌ４－６２４９ よろい戸用羽根 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

照明用ルーバーを構成する部品であって、羽根状の部品又はこれに対応する型材。屋内照明器具に用い

るものと照明器具に該当しない照明設備に用いるものとを含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ａ 照明用ルーバ 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

494241 号 照明器具用遮光板 

 

881484-001 号 照明天井ルーバー  

 

881934 号 照明器具用遮光板 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－９５０ 照明器具用支持具等 
 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－８１９ 全 照明ルーバー部品及び付属品 

Ｄ３－９２２ 全 照明器具用支持具 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ２－４２００ 建物及び車両用電線据付け具 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

照明ルーバー用支持具 照明器具用支持アーム 照明器具用取付け金具 

照明器具用固定金具 作業用照明器具用ハンガー  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ 照明器具を壁、天井等に固定又は、自立して支持するもので、この分類には下位の分類に含まないものを

分類する。 

・ 主として、壁、天井等に直接固定する基台、クリップ等の支持具の部品を分類する。 

・壁用か天井用か等、用途が特定されないものはここに分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照明器具用トランス 
登録 1085438 号 

テープランプ用支持具 
登録 1157136 号 

電気器具の支持用

クリップ 
登録 1033711 号 

照明器具用取付け具の摘

み付締付けねじ 
登録 1069370 号 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

2 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ 自立させることを目的とした支持具であって、吊り下げ用鎖部やアーム部、支柱部等があるものはＤ３－９

５１～９５３に分類する。 

・ 街路灯・庭園灯のアーム、支柱、基台部等の構成物品についてはＤ３－４１９０（街路灯等部品及び付属

品）、Ｄ３－４２９０（庭園灯部品）に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

テープランプ用支持具 照明器具用トランス  

   

 

照明柱用柱脚金物 
登録 1142982 号 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－９５１ 天井灯用支持具 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３１９２０ 全 天上灯用支持具 

Ｄ３－３１９２１ 全 天上灯つり下げ基台及び天井灯つり輪 

Ｄ３－３１９２２ 全 天上灯つり下げコード・パイプ及びペンダント 

Ｄ３－３１９２３ 全 シャンデリア用つり下げホルダー等 

Ｄ３－３１９３１ 全 シャンデリア用灯具 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－９００ 照明器具用部品、付属品 

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

天井灯つり下げ具 天上灯つり下げ用アーム 天上灯つり下げ基台 

シャンデリアつり具 シャンデリア用アーム 天井灯用つり具 

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

天井照明器具を天井より支持するための用具。シャンデリア用の灯具を含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

929897-001 号 照明器具つり具 

  

1177479 号 天井つり下げ灯の取付台 

 
 

  

725076 号 シャンデリア用灯具 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－９５２ 壁灯用支持具 

 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３２９０ 全 壁灯部品及び付属品 

Ｄ３－３２９１ 全 壁灯用支持アーム 

   
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ６－１０ 吊り下げ型整理用具 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

壁灯取付け台 壁取付け灯用アーム  

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

壁灯用の支持アーム。支持部を構成する部品を含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1176879 号 照明器具取付台 

   

 

1143923 号 灯具の支持アーム 

  

108283 号 常夜灯用ホルダー 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－９５３ 電気スタンド用支持具、投光器用支持具 
 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３３９０ 全 電気スタンド等部品 

Ｄ３－９２３ 全 照明器具用脚 

   

   
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－４１９０ 街路灯等部品及び付属品 

Ｄ３－４２９０ 庭園灯部品 

Ｊ３－２９２１ カメラ用三脚 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

電気スタンド用支柱 電気スタンド用台 電気スタンド取付け具 

電気スタンド支持金具 投光器用支持脚 照明器具用移動台 

投光器用ポール   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ 主に照明器具を立てて設置することを目的とした支持具のなかで、支持アーム、ポール部等を有するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ 壁および天井に設置することを目的とした支持具は含まない。 

・ 支持具のうち、台のみのもの、部品である基台は含まない（Ｄ３－９５０に分類する）。 

・ 街路灯及び庭園灯の支柱はＤ３－４１９０（街路灯等部品及び付属品）、Ｄ３－４２９０（庭園灯部品）に分類

する。 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

投光器用ポール   

   

 

 
投光器用ポール 
登録 969545 号 


