
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 

Ｄ７ 家具 

 
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 

Ｄ２ 一 家具 

   

   

   
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 

   

   

   

   

定義 

 一般住宅及び事務所、公共施設等において用いる、住宅用受け箱、踏み台等、収納・整理用家具・用具

ではない家具類を分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・郵便受け箱、踏み台・脚立等はＤ０に分類する。 

・収納・整理用の家具、室内小型整理用具はＤ６に分類する。 

・汎用性の強い部品・付属品及び完成物品が異なっても部品・付属品としては形態的に共通性が強いもの

はＤ９。 

・産業上の特殊な用途にのみ限定して用いるものを除く。 

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 
D-CLASS1 

意匠分類記号 
D-CLASS2 

意匠分類の名称 

Ｄ７－００ その他の家具 

 
D-CLASS4 

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 

Ｄ２－００ 一 その他の家具 
D-CLASS5 

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 

  

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
D-CLASS7 

この分類に含まれる物品 

   

定義 

・ 一般住宅、事務所及び公共施設等において用いられる家具類の内、収納・整理用の家具類及び踏み台

以外を分類する。すなわち、机、テーブル、いす、腰掛け、ベッド、衝立、鏡及びこれらに機能・形態が類す

るもの。 

・ これらの物品が結合または一体化し複数の使用目的をもつもの。 

・ これらの物品と異なる機能・使用目的を併せ持ったもので、外観上これらの物品が主体或いはいずれか

を主体いにできないのもの（楽器との複合は除く）。 

・車両用いす、理美容椅子、医療用椅子も含む。 

・ これらの内Ｄ７－００には、下位の分類に該当しない主に次のものを分類する。 

① 机、テーブル、いす、腰掛け、ベッド、衝立、鏡以外の物品でこれらに使用目的・機能・形態が類するも

の。（例えば、室内で人体を支持するということで類する「支え具」） 

② これらの物品と異なる機能・使用目的を併せ持ったもので、外観上、いずれかの機能・使用目的を主

体にできないもの。（例えば、「踏み台付き腰掛け」） 

 

【この分類に含まれる物品の範囲において、複数の物品・機能が結合または一体化し複数の使用

目的をもつものについての分類原則】 
 

・ 複数の使用目的を持つもの、他機能が組み込まれたものについては、原則、主体となる方（主に外観上）

へ分類する。いずれかを主体にできないものについては、次例のように分類し、これに示していないケー

スについても準じて分類する。 

① 机・テーブルといす・腰掛けを兼ねたものは、机・テーブル（Ｄ７－１４０ Ｄタームなし）に分類する。 

② いす・腰掛けと収納具を兼ねたものは、いす・腰掛けに分類する。 

③ ベッドと机等が結合したものは、ベッドへ分類する。 

④ いす・腰掛けとベッドを兼ねたものは、いす・腰掛けに分類する。 

 

【この分類に含まれる物品に音響機器等の機能が組み込まれた場合の分類原則】 
 

・ 音響機器等が組み込まれたもの（音響機器等に家具の要素が付加されたものでない）は、医療用等の特 

 定目的以外、家具に分類する。 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・学習机、その他の家具と楽器との複合物品については、楽器の占める割合が小さくても楽器へ分類する。 

D-CLASS9 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

過去に分類した物品の名称 

いす付き本棚 収納箱 椅子兼用机 

   

 

登録８４３３７９号 
腰支え付き更衣

登録１０４４４６８号 
止まり台 

Ｄ７－２１ 
登録５４７２１５号 
腰掛け付き収納箱 

登録１００４７４６号 
育児補助器 
（ベッド、歩行練習等に） 

Ｄ７－１４０ 
登録１１９４８７９号 
椅子兼用机 



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 

Ｄ７－０１ 一組の応接家具セット 

 
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 

Ｄ２－００ 一 その他の家具 

   

   
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 

  

  
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 

一組の応接家具セット   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

 構成物品が「テーブル」と「安楽いす」の組物。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

・ 物品名では分類しない。組物の要件を満たすものを分類する。 

  例えば 

   ・物品名が「一組の…」であっても、組物として成立しないものは分類しない。 

   ・物品名が単に「いす」であっても、組物として認められる場合はここに分類する。 

・ 分類初期付与時は機械的に物品名で判断し、最終判断は審査官が行う。 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

一組の応接家具セット   

   

 

 

 

登録０１１３２２９９ 
一組の応接家具セット 

 



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 

Ｄ７－０２ 一組の屋外用いす及びテーブルセット 

 
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 

Ｄ２－００ 一 その他の家具 

   

   
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 

  

  
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 

一組の屋外用いす及びテーブルセット   

   

   

定義 

 構成物品が「屋外用いす」と「屋外用テーブル」の組物。 

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） 

・ 物品名では分類しない。組物の要件を満たすものを分類する。 

  例えば 

   ・物品名が「一組の…」であっても、組物として成立しないものは分類しない。 

   ・物品名が単に「いす」であっても、組物として認められる場合はここに分類する。 

分類初期付与時は機械的に物品名で判断し、最終判断は審査官が行う。 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

一組の屋外用いす及びテーブルセット   

 

Ｄ２－００ 登録 672156  
組込みいす付テーブル 

 

Ｄ２－００ 登録 1083357 
一組の野外用いす及びテーブ

ルセット 

 

 



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 

Ｄ７－０３ 一組の机セット 

 
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 

Ｄ２－００ 一 その他の家具 

   

   
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 

一組の机セット   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

 構成物品として「机」、「脇机」が二以上の組物。 

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） 

・ 必ずしも「机」と「脇机」の二種類の構成を必要としないとして運用する。 

・ 物品名では分類しない。組物の要件を満たすものを分類する。 

  例えば 

   ・物品名が「一組の…」であっても、組物として成立しないものは分類しない。 

   ・物品名が単に「机」であっても、組物として認められる場合はここに分類する。 

・ 分類初期付与時は機械的に物品名で判断し、最終判断は審査官が行う。 

・机かテーブルかの形態的特徴がない場合は、物品名に従い分類する。 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

一組の机セット   

   

 

   



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 

Ｄ７－０４ 一組のテーブルセット 

 
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 

Ｄ２－００ 一 その他の家具 
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 

一組のテーブルセット   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

 構成物品が二以上のテーブルの組物。 

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） 

・ 物品名では分類しない。組物の要件を満たすものを分類する。 

  例えば 

   ・物品名が「一組の…」であっても、組物として成立しないものは分類しない。 

   ・物品名が単に「テーブル」であっても、組物として認められる場合はここに分類する。 

・ 分類初期付与時は機械的に物品名で判断し、最終判断は審査官が行う。 

・机かテーブルかの形態的特徴がない場合は、物品名に従い分類する。 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

一組のテーブルセット   

   

 

登録 1082856 
一組のテーブルセット 

 

登録 1154402 
一組のテーブルセット 
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1 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ７－１０ テーブル、机、カウンター等 
 

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 

Ｄ２－３０ 全 テーブル、机、カウンター等 
   
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 

Ｋ１－５５ 工作台 

  
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 

・ 飲食、学習、事務作業等で水平平坦な天板面を使用する家具類。 

・ 天板部が水平平坦な部分だけでなく、使用目的のための変形や器具が組み込まれたものも含む。 

・ 収納部が一体となったものも含む。 

ここには、下位の分類に該当しないものを分類する。 

・ 主に、片側を壁に取り付ける等のそれ自体では自立しない形態のもの 

・ テーブル又は机の上部空間にのみエリア形成用の枠体を取り付けたもの（枠体によって休息スペース等の

ための空間が設けられているものは L３－２０１０を付与する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｄ７－１台の分類の概要・ポイント】 

 

＜収納棚・載置台との区分け＞ 

・使用目的が判然としないもの、または形態上から判断して使用目的の説明等が不十分だと考えられるもの

（例えば、パソコン載置台としていても、キーボードを載せて操作するスペースは事務作業部分であるので、

載置のためだけの台ではない）については、形態特徴に基づき基本的に次のように分類する。 

①天板の下部の形態・構造が、いすに腰掛けた状態で足が入る（天板の奥行きの３分の１以上が空間部

となっている）ものはＤ７－１台。 

  ②収納棚に収納された板を引き出して天板として使用するものは、該板が補助的なものなので原則Ｄ６ 

    －５台（台付き棚）。 

  ③天板を前に引き倒して使用する、所謂ライティングビューローは、両者を兼ねたものなのでＤ７－１台。 

使用目的が明確なものは、それに従って分類する。例えば、天板下部の空間が大きくても台所用小物載置

台はＤ６、下部空間がなく足が入らなくても実験台、置卓等はＤ７。 

登録１１６７８１５号 
テーブル 

登録１０６８５０１号 
テーブル 
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2 

 

＜Ｄ７－１台の概要＞ 

 

Ｄ７－１０＝分類体系上は下位分類に含まれないものだが、実体的には自立しない形態のもの（例えば壁 

        取り付けタイプ）を分類する。 

Ｄ７－１１＝脚がなく天板のみで、こたつ等に載せて使用するもの。 

Ｄ７－１２＝主に学校で使用する理化学実験用の台と調理実習用の台で、流し、ガスコック等の設備が付加 

       されたもの。 

Ｄ７－１３台＝回転寿司等の飲食店に設置され飲食物をコンベアー等の搬送機で移動させながら提供する 

         方式のカウンター及びその構成部品。 

Ｄ７－１４０＝テーブル・机の内、特殊な形態部分をもつもの、特殊な構造のもの、収納具以外の他物品と結 

        合したもの等の特殊性があるもの及びテーブル・机に類するもの。 

Ｄ７－１４１＝テーブル・机の内、上記の特殊性がなく、かつ、①机上の収納部、②机下の袖引き出し状の収 

        納部（左右の端に寄った位置で床までの半分程度以上あるもの。開き扉も含む）の両方がない 

        もの。 

        袖引き出し状でない引き出し等のみがあるものは含む。 

Ｄ７－１４２＝テーブル・机の内、上記の特殊性がなく、かつ、①机上の収納部、②机下の袖引き出し状の収 

        納部の両方またはどちらかがあるもの。 

        袖引き出し状でない引き出しがあっても含む。 

（注：１４１と１４２は一般住居、事務所、学校、飲食店等で極普通に使用されるテーブル・机について、①机

上の位置の棚及び②袖引き出し（類するものも）の有無で２つに区分けする分類である。①②以外の収納部

の有無は不問。） 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

天板面を使用する台状のものという使用方法・基本形態が共通するものでも、下記のものは使用目的により

それぞれに分類される。 

・ 調理台はＤ５－１２２０、流し台はＤ５－１２３０。 

・ 載置台はＤ５－５１台。 

・ 工作台はＫ１－５５。 

・ 製図台はＦ２－３５００。 

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 
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1 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ７－１１ 置卓 
 

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 

Ｄ２－３１２ 全 置卓 

   
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 

Ｄ６－４３ 収納部のない載置台等 

Ｄ７－１９２ テーブル、机、カウンター等の甲板 

  
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 

置卓 こたつ板  

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

こたつ板のように、、何かの上に置いて、テーブルとして使用されるもの。脚がついていないもの。 

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） 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 01025020-005 
電気こたつ用天板 

 



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 

Ｄ７－１２ 実験台及び調理実習台 
 

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 

Ｄ２－３０Ｂ 全 テーブル、机、カウンター等（理科教室用机型及び実習机型） 

   

   

   
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 

Ｄ５－１２０１ こんろ台、調理台及び流し台 

Ｄ５－１２３０ 流し台         

Ｋ１－５５ 工作台         
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 

理科教室用机 料理教室用机 調理教習用机 

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ 教室や研究室などで使用される理化学実験机、家庭科用の調理用机や裁縫用机。 

・ 作業用の天板面部分を有し、かつ、流し、ガスコック、アイロン台等の設備がついているもの。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ 流し台のみ（上面全体がほぼシンク）、コンロ台のみ（上面のほぼ全体がコンロを載せるスペース）のもの

はＤ５。 

・ 天板と収納部だけで構成されているものはＤ７－１４台。 
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 01056406 
実験台 

 

登録 01056403 
実験台 

 



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 

Ｄ７－１３０ 搬送機付きカウンターテーブル 
 

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 

Ｄ２－３２ 一 飲食用カウンターテーブル 

   
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 

Ｇ１－１０ エレベーター、エスカレーター及びコンベヤー 

  
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 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

飲食用カウンターテーブル   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ 飲食店に設置され飲食物をコンベアー等の搬送機で移動させながら提供する方式のカウンター。回転寿

司用のカウンターが典型。 

・ コンベアー以外で搬送する（例えば水流を利用）機構を組み込んだカウンターも含める。 

・ 搬送機を取り付けてない台だけの状態のものも、部品でなくここに含む。 

・ 飲食物を取り置くテーブル部分等がなく、搬送機部分だけであっても搬送機としては完結し、飲食店専用

の形態であるものも含む。 

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 01162766 
回転飲食台 

 

登録 01073360 
搬送機械 

 

登録１１３３０３５ 
搬送機械 



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 

Ｄ７－１３９ 搬送機付きカウンターテーブル部品及び付属品 
 

D-CLASS4 

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 

Ｄ２－３２ 一 飲食用カウンターテーブル 

   

   

   
D-CLASS5 

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 

Ｋ９－１３ 動力伝導用チェーン 

  

  
D-CLASS6 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

この分類に含まれる物品 

搬送機付きカウンターテーブル用物品載置台   
D-CLASS8 

定義 

・搬送機付きカウンターテーブルを構成する部品・付属品の内、搬送部面を構成する等の特殊性のあるも

の。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ 搬送機部分だけであっても、搬送機として完結しているものはＤ７－１３０。 

・コンベヤー部を構成する部品である一枚のスライダー等はＫ９－１３。 

・搬送チェーン上部に取り付けられるカバーはＦ５－２２９。 

D-CLASS9 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 01148159 
搬送機械用物品載置台 

 



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 

Ｄ７－１４０ テーブル、机、カウンター 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等  

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 いす（多方向付き型） 
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等いす（単一方向付き型） 
Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型）  

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型）  

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 

Ｄ２－３４１ 一 カウンター 

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 

   

   

   

   

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

2 

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 

Ｄ５－１２１０ こんろ台 

Ｄ５－１２２０ 調理台 

Ｄ６－５１０ＣＣ 収納棚、載置台等（テーブル型） 

Ｄ６－５１１ＣＣ 収納棚、載置台（引き出しのみ型・テーブル型） 

Ｄ６－５１２ＣＣ 収納棚、載置台等（扉のみ型・テーブル型） 

Ｄ６－５１３ＣＣ 収納棚、載置台等（棚のみ型・テーブル型） 

Ｄ６－５１０ＤＧ 収納棚、載置台等（スライド収納式等の台付き） 

Ｄ６－５１１ＤＧ 収納棚、載置台（引き出しのみ型・スライド収納式等の台付き） 

Ｄ６－５１２ＤＧ 収納棚、載置台等（扉のみ型・スライド収納式等の台付き） 

Ｄ６－５１３ＤＧ 収納棚、載置台等（棚のみ型・スライド収納式等の台付き） 

Ｄ６－５１８Ａ 他物品付き収納棚（机付き及びテーブル付き） 

Ｆ５－２１０３ 商品陳列用具（床置載置台型） 
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 

テーブル カウンター 受付カウンター 

販売用カウンター 記帳台  演説台 

携帯用折り畳みテーブル 腰掛け付きテーブル 腰掛け付き机 

いす付き机 ライティングビューロー ガスクッキングテーブル 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ 天板とそれを支える脚ないし収納部による構成が基本であり、天板部上面を作業等で使用すること（単なる

載置・整理用でない）を目的とした家具。 

・ この分類には、カウンター型、他物品組み込み型、いすと結合した型、携帯用に折り畳める型、天板全体が

格納される型、電子計算機と関連機器を載置し作業するための多数の棚状の型等の特殊な形態のもの

（下位の分類に該当しない）を分類する。 

 

 

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） 

 
１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 00978504 
演台 

 

登録 01031446 
監視制御卓 

 



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 

Ｄ７―１４０ Ａ 古典装飾調 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 いす（多方向付き型） 
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等いす（単一方向付き型） 
Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 

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 

Ｄ６－５１０ＣＣ 収納棚、載置台等（テーブル型） 

Ｄ６－５１１ＣＣ 収納棚、載置台（引き出しのみ型・テーブル型） 

Ｄ６－５１２ＣＣ 収納棚、載置台等（扉のみ型・テーブル型） 

Ｄ６－５１３ＣＣ 収納棚、載置台等（棚のみ型・テーブル型） 

Ｄ６－５１８Ａ 他物品付き収納棚（机付き及びテーブル付き） 

  

  



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

2 

 

定義（図例必須） 

・古典的な装飾的モチーフを用いているもの（例：アール・デコ風、松竹梅、神仏画、唐草模様その他具象的

モチーフ）。平面模様・透かし彫り・浮き彫り・装飾部品取付のいずれの態様によるものも含む。 

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 

   

   

 



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 

Ｄ７－１４０ ＢＡ レジ用商品移動カウンター型、商品販売用カウンター型 

 
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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 
Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 いす（多方向付き型） 
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等いす（単一方向付き型） 
Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 
Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 
Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 
Ｄ２－３１０ 一 テーブル 
Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 
Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 
Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 
Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 
Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 
Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 
Ｄ２－３１１ 一 座卓 
Ｄ２－３３０ 一 机 
Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 
Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 
Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 
Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 
Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 
Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 
Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 
Ｄ２－３４１ 一 カウンター 
Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 
Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 
Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 
Ｄ２－３３１ 一 座り机 
Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 
Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 
Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 
Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 
Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 
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 

Ｆ５－２１０３ 商品陳列用具（床置載置台型） 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・スーパー等で代金支払い時に商品を載せる台、店舗で店員と客の間で商品の提示や引き渡しに使用する

台のタイプ。 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・販売のため商品を陳列しておく台はＦ５－２１０３（商品陳列台）。 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・ 受付カウンターとは使用目的で分類する。どちらか判然とせず、商品販売用の形態特徴がない場合は、Ｂ

Ｂ（受付カウンター）を付与する。 

・ 優先順位は、ＢＡ＜ＢＢ＜ＢＣ＜ＢＤ＜ＢＥ＜Ｊ＜ＢＦとする。 

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。 

ＢＢ 受付カウンター型 

ＢＣ 加熱設備組み込み用食事テーブル型 

ＢＤ 甲板全体格納型 

ＢＥ 電子計算機載置・操作用型 

ＢＦ 携帯用折り畳み型、折り畳み収納型 

Ｊ いす付き、腰掛け付き型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 00982453 
店舗用カウンター 

 

登録 00979882 
チェックアウトカウンター 

  

登録 00982389 
チェックアウトカウンター 

 

登録 01133125 
バーカウンター 
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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 

Ｄ７－１４０ ＢＢ 受付カウンター型 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 
Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 いす（多方向付き型） 
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等いす（単一方向付き型） 
Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 
Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 
Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 
Ｄ２－３１０ 一 テーブル 
Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 
Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 
Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 
Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 
Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 
Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 
Ｄ２－３１１ 一 座卓 
Ｄ２－３３０ 一 机 
Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 
Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 
Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 
Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 
Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 
Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 
Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 
Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 
Ｄ２－３４１ 一 カウンター 
Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 
Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 
Ｄ２－３３１ 一 座り机 
Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 
Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 
Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 
Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 
Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 
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 

Ｆ５－２１０３ 商品陳列用具（床置載置台型） 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・ 駅・銀行の窓口、会社の案内・受付等に使用されるもので、形態特徴として、対面して使用する等の特有

の形態をしたもの。 

・ 特有の形態とは基本的に次の①②の両方を満たすもの。 

①脚部の前方と側方（片側または両側）が床近くまでの幕板で覆われている。 

  ②天板の奥行きがあまりなくコの字等に受け付け者を囲う形態、又は対面して使用できるように天板が 

   両方に張り出した形態、又は受付者側の天板が低い二段構成となった形態。 
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・  

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・販売のため商品を陳列しておく台はＦ５－２１０３（商品陳列台）。 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・ 商品販売カウンター等とは使用目的で分類する。どちらか判然とせず、商品販売用の形態特徴がない場

合は、ＢＢ（受付カウンター）を付与する。 

・ 優先順位は、ＢＡ＜ＢＢ＜ＢＣ＜ＢＤ＜ＢＥ＜Ｊ＜ＢＦとする。 
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 レジ用商品移動カウンター型、商品販売用カウンター型 

ＢＣ 加熱設備組み込み用食事テーブル型 

ＢＤ 甲板全体格納型 

ＢＥ 電子計算機載置・操作用型 

ＢＦ 携帯用折り畳み型、折り畳み収納型 

Ｊ いす付き、腰掛け付き型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 01095712 
カウンター 

 

登録 01062052 
受付用カウンター 

 

登録 01062046-002 
カウンター 

 

登録 01060620 
カウンター 

 

登録 01040016 
受付用カウンター 

 

登録 01062095 
机 
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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 

Ｄ７－１４０ ＢＣ 加熱設備組み込み用食事テーブル型 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 
Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 いす（多方向付き型） 
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等いす（単一方向付き型） 
Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 
Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 
Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 
Ｄ２－３１０ 一 テーブル 
Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 
Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 
Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 
Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 
Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 
Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 
Ｄ２－３１１ 一 座卓 
Ｄ２－３３０ 一 机 
Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 
Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 
Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 
Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 
Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 
Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 
Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 
Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 
Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 
Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 
Ｄ２－３３１ 一 座り机 
Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 
Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 
Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 
Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 
Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 
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 

Ｄ５－１２１０ こんろ台 
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・加熱・料理しながら食事するためのテーブルで、天板中央等に加熱機器を組み込んだもの、または組み込

むための凹み等が形成されたもの。 

登録 01171651 
電磁調理器付温風テーブル 

 

登録 01170655 
コンロ付きテーブル 

 

登録 01107211 
ロースター付きテーブル 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・ コンロが組み込まれていても、天板部・脚の態様が食事テーブル用であれば、Ｃ６－４４２０としない。 

・ コンロが組み込まれてなく、天板部・脚の態様が食事テーブル用であれば、Ｄ５－１２１０としない。 

・ 優先順位は、ＢＡ＜ＢＢ＜ＢＣ＜ＢＤ＜ＢＥ＜Ｊ＜ＢＦとする。 

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 レジ用商品移動カウンター型、商品販売用カウンター型 

ＢＢ 受付カウンター型 

ＢＤ 甲板全体格納型  

ＢＥ 電子計算機載置・操作用型 

ＢＦ 携帯用折り畳み型、折り畳み収納型 

Ｊ いす付き、腰掛け付き型 
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 

Ｄ７－１４０ ＢＤ 甲板全体格納型 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 
Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 いす（多方向付き型） 
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等いす（単一方向付き型） 
Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 
Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 
Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 
Ｄ２－３１０ 一 テーブル 
Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 
Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 
Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 
Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 
Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 
Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 
Ｄ２－３１１ 一 座卓 
Ｄ２－３３０ 一 机 
Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 
Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 
Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 
Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 
Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 
Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 
Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 
Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 
Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 
Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 
Ｄ２－３３１ 一 座り机 
Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 
Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 
Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 
Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 
Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 
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 

Ｄ６－５１０ＤＧ 収納棚、載置台等（スライド収納式等の台付き） 

Ｄ６－５１１ＤＧ 収納棚、載置台（引き出しのみ型・スライド収納式等の台付き） 

Ｄ６－５１２ＤＧ 収納棚、載置台等（扉のみ型・スライド収納式等の台付き） 

Ｄ６－５１３ＤＧ 収納棚、載置台等（棚のみ型・スライド収納式等の台付き） 
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・ 作業に使用する天板部が、使用時に前に倒し出す構造のもの、あるいは不使用時には扉としての役割を

果たすもの。 

・ 作業に使用する天板部が棚等に補助的に付けられたものでなく相当の大きさで、収納される構造のもの。 
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・  

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・収納棚に補助的にスライド式に引き出して使用する台が付いたものは含めない。 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・ 例示（スライド式台）程度をテーブルのこのＤタームにするか台付き棚にするか検討必要。なお、ここに含

めるとすると、台所用のスライド台付きワゴンのタイプとの切り分けの問題の生じるおそれあり。 

・ 優先順位は、ＢＡ＜ＢＢ＜ＢＣ＜ＢＤ＜ＢＥ＜Ｊ＜ＢＦとする。 

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 レジ用商品移動カウンター型、商品販売用カウンター型 

ＢＢ 受付カウンター型 

ＢＣ 加熱設備組み込み用食事テーブル型 

ＢＥ 電子計算機載置・操作用型  

ＢＦ 携帯用折り畳み型、折り畳み収納型 

Ｊ いす付き、腰掛け付き型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 01144331 
机 

 

登録 01141575 
書棚付き机 

   

登録 01055028 
ライティングビューロー 

 

登録 00891021 
囲碁机 

 

登録 00930076 
ライティングビューロー 
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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 

Ｄ７－１４０ ＢＥ 電子計算機載置・操作用型 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 
Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 いす（多方向付き型） 
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等いす（単一方向付き型） 
Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 
Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 
Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 
Ｄ２－３１０ 一 テーブル 
Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 
Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 
Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 
Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 
Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 
Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 
Ｄ２－３１１ 一 座卓 
Ｄ２－３３０ 一 机 
Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 
Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 
Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 
Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 
Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 
Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 
Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 
Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 
Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 
Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 
Ｄ２－３３１ 一 座り机 
Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 
Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 
Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 
Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 
Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 
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 

Ｄ６－５１０ 収納棚、載置台等 

Ｄ６－５１３ 収納棚、載置台（棚のみ型） 
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Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・ 電子計算機・関連機器の載置と操作の両方の目的専用のもので次の形態のもの。 

① 作業用の天板部が小さく、その上部に設けられた電子計算機・関連機器を載置する棚部が天板部より

奥行き小さく、それらが２段以上の構造となっているもの。 

・ 作業用の天板部の一部にモニター等をはめ込む凹み等が形成されたもの。 

・  

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ 天板の下部が腰掛けて足が入らない構成（天板部の明確な張り出しがない等）はＤ６－５１台。 

・ ２段構造で電子計算機等を上段に載置するものでも、天板部が大きい、下部に袖引き出しがある等の、電

子計算機操作専用の形態でないものはＤ７－１４２。 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

優先順位は、ＢＡ＜ＢＢ＜ＢＣ＜ＢＤ＜ＢＥ＜Ｊ＜ＢＦとする。 

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 レジ用商品移動カウンター型、商品販売用カウンター型 

ＢＢ 受付カウンター型 

ＢＣ 加熱設備組み込み用食事テーブル型 

ＢＤ 甲板全体格納型 

ＢＦ 携帯用折り畳み型、折り畳み収納型  

Ｊ いす付き、腰掛け付き型 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 01175418 
コンピューター用の机 

 

登録 01155332 
コンピューター用載置台 

 

登録 01097970 
コンピューター机 
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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 

Ｄ７－１４０ ＢＦ 携帯用折り畳み型、折り畳み収納型 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 
Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 いす（多方向付き型） 
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等いす（単一方向付き型） 
Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 
Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 
Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 
Ｄ２－３１０ 一 テーブル 
Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 
Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 
Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 
Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 
Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 
Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 
Ｄ２－３１１ 一 座卓 
Ｄ２－３３０ 一 机 
Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 
Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 
Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 
Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 
Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 
Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 
Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 
Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 
Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 
Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 
Ｄ２－３３１ 一 座り机 
Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 
Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 
Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 
Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 
Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 
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 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・携帯または収納のため、天板部と脚の両方または天板部が折り畳めるもの。 

登録 01186780 
折り畳みテーブル 
公報未発表 

登録 01120792 
いす付きテーブル 

 

登録 01126303 
携帯用折り畳みテーブル 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・脚だけが折り畳めるものは含まない。 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・ 優先順位は、ＢＡ＜ＢＢ＜ＢＣ＜ＢＤ＜ＢＥ＜Ｊ＜ＢＦとする。 

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 レジ用商品移動カウンター型、商品販売用カウンター型 

ＢＢ 受付カウンター型 

ＢＣ 加熱設備組み込み用食事テーブル型 

ＢＤ 甲板全体格納型 

ＢＥ 電子計算機載置・操作用型 

Ｊ いす付き、腰掛け付き型  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 01115110 
折り畳み机 
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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 

Ｄ７－１４０ Ｊ いす付き、腰掛け付き型 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 
Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 いす（多方向付き型） 
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等いす（単一方向付き型） 
Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 
Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 
Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 
Ｄ２－３１０ 一 テーブル 
Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 
Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 
Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 
Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 
Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 
Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 
Ｄ２－３１１ 一 座卓 
Ｄ２－３３０ 一 机 
Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 
Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 
Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 
Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 
Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 
Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 
Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 
Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 
Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター(収納棚組込み型) 
Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター(テーブル二段型) 
Ｄ２－３３１ 一 座り机 
Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 
Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 
Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 
Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 
Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 
   
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 

Ｄ７－２１Ｊ 一人掛け腰掛け、足載せ台（台付き） 

Ｄ７－２２Ｊ 一人掛けいす（台付き） 

Ｄ７－２３Ｊ 複数掛け腰掛け（台付き） 

Ｄ７－２１Ｊ 複数掛けいす（台付き） 
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定義（図例必須） 

・形態上いす・腰掛けが主体でなく、テーブル・机といす・腰掛けが結合されたもの。脚を共有するか否かは

不問。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・いす・腰掛けに小テーブルがついたものはＤ７－２台。 

D-TERM7 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

優先順位は、ＢＡ＜ＢＢ＜ＢＣ＜ＢＤ＜ＢＥ＜Ｊ＜ＢＦとする。 

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 レジ用商品移動カウンター型、商品販売用カウンター型 

ＢＢ 受付カウンター型 

ＢＣ 加熱設備組み込み用食事テーブル型 

ＢＤ 甲板全体格納型 

ＢＥ 電子計算機載置・操作用型 

ＢＦ 携帯用折り畳み型、折り畳み収納型 
D-TERM9 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 01153144 
いす付き机 

 

登録 01084837 
キーボード台付き腰掛け 

 

登録 00998758 
椅子付テーブル 

 

登録 01143649 
爪等の化粧台 

  

登録 00619225 
椅子付机 
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Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ７－１４１ テーブル、机（机上棚と袖引き出し両方無し型） 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型） 
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型） 

Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０Ａ 一 テーブル（角天板型） 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 

Ｄ２－３４１ 一 カウンター 

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 
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 

Ｄ６－５１０ＣＣ 収納棚、載置台等（テーブル型） 

Ｄ６－５１１ＣＣ 収納棚、載置台（引き出しのみ型・テーブル型） 

Ｄ６－５１２ＣＣ 収納棚、載置台等（扉のみ型・テーブル型） 

Ｄ６－５１３ＣＣ 収納棚、載置台等（棚のみ型・テーブル型） 

Ｄ６－５１０ＤＧ 収納棚、載置台等（スライド収納式等の台付き） 

Ｄ６－５１１ＤＧ 収納棚、載置台（引き出しのみ型・スライド収納式等の台付き） 

Ｄ６－５１２ＤＧ 収納棚、載置台等（扉のみ型・スライド収納式等の台付き） 

Ｄ６－５１３ＤＧ 収納棚、載置台等（棚のみ型・スライド収納式等の台付き） 
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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 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

テーブル 会議用テーブル ダイニングテーブル 

リビング用テーブル 座卓 机 

事務机 学習机 座り机 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ 一般住居、事務所、学校、飲食店等で極普通に使用されるテーブル・机の内、机上棚と袖引き出し両方が

ない形態のもの。すなわち、次の全ての条件を満たすもの。 

 

（１）極普通に使用されるとは 

  ①特定目的専用（例えば、レジ用、電子計算機載置用）のための特定の形態部分がない。 

  ②特殊な構造（例えば、折り畳み）でない。 

  ③収納具以外の他物品（例えば、加熱設備、いす）が結合していない。 

（２）机上棚と袖引き出し両方がないとは 

① 机上に棚等の収納部が設けられていない。 

② 机下の袖引き出し状の収納部（左右の端に寄った位置で床までの半分程度以上あるもの。開き扉も

含む）が設けられていない 

③ 机下の袖引き出し状の収納部でない机下の収納部の有無は不問。 

 

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） 

・Ｄ７－１４１に分類されるものは、ＤタームＤ７－１４１ＥＡ又はＤ７－１４１ＥＢいずれかを必ず付与する。 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

 

登録 01182052 
テーブル 

 

 

登録 00900960 
机 

 

登録 00892866 
カウンターテーブル 
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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 

Ｄ７－１４１ Ａ 古典装飾調 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型） 
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型） 

Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 
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 

Ｄ６－５１０Ａ 収納棚、載置台等（古典装飾調） 

Ｄ６－５１３Ａ 収納棚、載置台（棚のみ型・古典装飾調） 
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Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・古典的な装飾的モチーフを用いているもの（例：アール・デコ風、松竹梅、神仏画、唐草模様その他具象的

モチーフ）。平面模様・透かし彫り・浮き彫り・装飾部品取付のいずれの態様によるものも含む。 

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） 

ＡはＣＡ、ＣＢに優先する。 

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    

      Ａ    を付与する。 

ＣＡ 複数連接型 

ＣＢ 甲板複数（段差又は非連接）型 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 01036129 
テーブル 

   

登録 00667337 
テーブル 

  

登録 00897911 
テーブル 

 

 

登録 00625250 
テーブル 

 

登録 00613683 
卓子 
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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 

Ｄ７－１４１ ＣＡ 複数連接型 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型） 
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型） 

Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 

   

   

   
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 
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Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・ 一人用の単位のテーブル・机が複数結合して１つのテーブル・机となったもの。 

・ 単に集合しただけでなく、一人ごとの使用単位の区画が設けられた形態であることを必要とする。 

・ 「一人ごとの使用単位の区画」とは、以下①②の両方又は一方、かつ、③④の両方又は一方を満たすもの 

①複数の天板が連結している 

②机下を２以上に分ける位置に、板状又はそれに準ずる形状の脚が設けられている 

かつ、 

③机上に仕切りが設けられている 

④机上に仕切りを設けるための穴などが設けられている 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・以下のものには付与しない。 

①複数の天板が連結していないもの（ケーブル用溝等による天板の分割は、天板が連結しているもの

には含まない） 

②複数の天板が連結しているが、机上に仕切り及び仕切り用穴が存在しないもの 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

ＡはＣＡに優先する。 

ＣＡはＣＢに優先する。 

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    

Ａ，ＣＡの場合Ａを付与する。 

Ａ，ＣＡ，ＣＢの場合Ａを付与する。 

ＣＡ，ＣＢの場合ＣＡを付与する。 

Ａ 古典装飾調 

ＣＢ 甲板複数（段差又は非連接）型 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

②④の例 

登録 1163432 

机 

①③の例 

登録 1178301 

テーブル 

②④の例 

登録 1156488 

机 

①④の例 

登録 1297359 

デスク 

②の例 

 登録 1154046 
テーブル 

①の例 

 登録 1297727 

デスク 

①の例 

 登録 1207296 

テーブル 
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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 

Ｄ７－１４１ ＣＢ 甲板複数（段差又は非連接）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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型） 
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型） 

Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 
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 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・ 作業面である甲板（天板）が二段等の段差構造や明確に分離している構成のもの。ここで、「作業」とは筆

記等に限らず、主として上方から繰り返しアクセスすることを意味する。 

・可動収納できる補助甲板があるものも含む。 
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・  

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ 天板（甲板）部が２以上に明確に分離されていないもの（例えば、二枚の天板を面一に接合固定したもの）

は含まない。 

・ 棚板（作業スペースでない）は対象外。 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・ ＡはＣＢに優先する。 

・ ＣＡはＣＢに優先する。 

・ Ｄ７－１４０に含まれない形態の受付カウンターで甲板（天板）が段差のものは、来訪者側の上段のスペー

スも作業スペースとして使用され、棚より段差甲板の形態に近いと思われるので、当面、このタームを付与

する運用とする。 

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 

Ａ，ＣＢの場合Ａを付与する。 

Ａ，ＣＡ，ＣＢの場合Ａを付与する。

ＣＡ，ＣＢの場合ＣＡを付与する。 

Ａ 古典装飾調 
ＣＡ 複数連接型 
  
  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録 01113398 
電子機器載置用机 

 

登録 01113399 
電子機器載置用机 

 

  

登録 01186856 
テーブル 

 

登録 01153655 
テーブル 

 

登録 01131046 
監視制御卓 

 

登録 01125965 
テーブル 

 

登録 01126064 
テーブル 

 

登録 01132401 
受付用カウンター 
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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 

Ｄ７－１４１ ＤＡ 甲板四角型 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型） 

Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型） 

Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０Ａ 一 テーブル（角天板型） 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 

Ｄ２－３４１ 一 カウンター 

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 

   

   
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 

  

  

  



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

2 

 
定義（図例必須） 

・ 甲板（天板）全体の輪郭形状が正方形、長方形のもの。 

・ コーナー部が小さく曲線状のものも含む。 

 

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） 

・ ＣＡ（複数連接型）、かつ、ＤＡ～ＤＤに該当する場合、ＤＡ～ＤＤは、各甲板の形状、又は「一人ごとの使

用単位の区画」における甲板の形状に基づき付与する。 

・ ＣＢ（甲板複数型）、かつ、ＤＡ～ＤＤに該当する場合、ＤＡ～ＤＤは「メインの甲板」の形状に基づき付与

する。 

 

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 甲板丸・楕円型 

ＤＣ 甲板変形（Ｌ字、コの字等） 

ＤＤ 甲板屈折・伸縮型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 01125967 

机 

 

登録 1145494 

テーブル 

 

登録 1154053 

テーブル 

 

 

登録 1273270 
テーブル 
 

ＣＡ（複数連接型） 
ＤＡ（甲板四角型） 

 

ＣＢ（甲板複数（段差又は非連接）型） 
ＤＡ（甲板四角型） 

 

登録 1224599 
作業用テーブル 



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 

Ｄ７－１４１ ＤＢ 甲板丸、楕円型 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型） 
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型） 

Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 

   

   

   
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 

  

  

  

  

  



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

2 

 
定義（図例必須） 

・ 甲板（天板）全体の輪郭形状が円形、楕円形、トラック形等のように大きな曲線状でコーナーがないもの。 

・全体がＬ型等にならなければ、凹んだ曲線部分があっても含む。 

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） 

・ ＣＡ（複数連接型）、かつ、ＤＡ～ＤＤに該当する場合、ＤＡ～ＤＤは、各甲板の形状、又は「一人ごとの使

用単位の区画」における甲板の形状に基づき付与する。 

・ ＣＢ（甲板複数型）、かつ、ＤＡ～ＤＤに該当する場合、ＤＡ～ＤＤは「メインの甲板」の形状に基づき付与

する。 

 

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 甲板四角型 

ＤＣ 甲板変形（Ｌ字、コの字等） 

ＤＤ 甲板屈折・伸縮型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 01152725 
テーブル 

 

登録 01173469 
テーブル 

 

  

登録 01173541 
テーブル 

 

登録 01128294 
テーブル 

 

登録 01150682 
テーブル 

 

ＣＢ（甲板複数（段差又は非連接）型） 
ＤＢ（甲板丸、楕円型） 
 

登録 1186856 
テーブル 
 



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 

Ｄ７－１４１ ＤＣ 甲板変形（Ｌ字、コの字等） 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型） 
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型） 

Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 

Ｄ２－３４１ 一 カウンター 

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 

   

   

   
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 
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Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・ 甲板（天板）全体の輪郭形状がＬ形、コの字形、Ｔ形等のように大きく屈曲している形状のもの。 

 

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） 

・ ＣＡ（複数連接型）、かつ、ＤＡ～ＤＤに該当する場合、ＤＡ～ＤＤは、各甲板の形状、又は「一人ごとの使

用単位の区画」における甲板の形状に基づき付与する。 

・ ＣＢ（甲板複数型）、かつ、ＤＡ～ＤＤに該当する場合、ＤＡ～ＤＤは「メインの甲板」の形状に基づき付与

する。 

 

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 甲板四角型 

ＤＢ 甲板丸・楕円型 

ＤＤ 甲板屈折・伸縮型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 01178086 

机 

 

登録 01176029 

机 

 

登録 01176030 

机 

 

登録 01175884 

机 

 

登録 01177462 

パネル付机 

 

登録 01153660 
テーブル 

 

ＣＡ（複数連接型） 
ＤＣ（甲板変形（Ｌ字、コの字等）） 
※「一人ごとの使用単位の区画」における 

甲板の形状がＬ字型 
 

登録 1163432 
机 

ＣＢ（甲板複数（段差又は非連接）型） 
ＤＣ（甲板変形（Ｌ字、コの字等）） 
※「メインの甲板」がＬ字型 

登録 1178056 
コンピューター用ディスク 

補助甲板 
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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 

Ｄ７－１４１ ＤＤ 甲板屈折、伸縮型 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型） 
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型） 

Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 

   

   

   
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 
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Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・メインの甲板（天板）が折れ曲がったり、伸縮して大きさを変えられるもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・収納のために、脚も含めて全体が折り畳めてるものはＤ７－１４０ＢＦ。 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・ ＣＡ（複数連接型）、かつ、ＤＡ～ＤＤに該当する場合、ＤＡ～ＤＤは、各甲板の形状、又は「一人ごとの使

用単位の区画」における甲板の形状に基づき付与する。 

・ ＣＢ（甲板複数型）、かつ、ＤＡ～ＤＤに該当する場合、ＤＡ～ＤＤは「メインの甲板」の形状に基づき付与

する。 

 

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 甲板四角型 

ＤＢ 甲板丸・楕円型 

ＤＣ 甲板変形（Ｌ字、コの字等） 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 00556573 
テーブル 

 

登録 00596574 
テーブル 

 

登録 00839854 
キッチンカウンター 

 

登録 00596271 
伸縮テーブル 
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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 

Ｄ７－１４１ ＥＡ 幕板無し 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型） 
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型） 

Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０Ａ 一 テーブル（角天板型） 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 

   

   

   
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 
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定義（図例必須） 

・ 脚部を覆う板（幕板）が前面、両サイドのいずれにもないもの。 

・ 甲板面から床までの 程度以下の幅の板のあるものも含める。 

・ 机下の収納部の面は幕板としない。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・板状の脚も幕板とする。 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・Ｄ７－１４１に分類されるものは、ＤタームＤ７－１４１ＥＡ又はＤ７－１４１ＥＢいずれかを必ず付与する。 

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。 

ＥＢ 幕板、パーティション有り 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 01187067 
テーブル 

 

登録 01171226 
机 

 

登録 01178085 
机 
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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 

Ｄ７－１４１ ＥＢ 幕板、パーティション有り 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型） 
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型） 

Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 

Ｄ２－３４１ 一 カウンター 

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 

   

   

   
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 

Ｌ３－２０１０ 組立て屋内設置室 
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Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・ 脚部を覆う板（幕板）又は机上の仕切り状の板（パーティション）が、前面、両サイドの全て又はいずれかに

あるもの。 

・甲板面から床までの 程度以上の幅の板のあるものも幕板とする。 

・ 板状の脚も幕板とする。 

・本を立て掛けられる程度の高さの板もパーティションとする。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ 机上、机下の収納部の面はパーティション、幕板としない。 

・机上の縁飾り、滑落防止の突出程度のものは板状突出でもパーティションとしない。 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・ Ｄ７－１４１に分類されるものは、ＤタームＤ７－１４１ＥＡ又はＤ７－１４１ＥＢいずれかを必ず付与する。 

・ 出願資料については、テーブル又は机にパーティション又は幕板が付随する物品であっても、【意匠に係

る物品】の欄の記載が「○○ブース」となっている出願はＬ３－２０１０に分類する。 

・ 上記に関し、【意匠に係る物品】の欄の記載が不適切な出願は適切な分類を付与した上で記載の変更を

出願人に求める。 

 
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。 

ＥＡ 幕板無し 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 01146690 
カウンセリング用机 

 

登録 01173058 
机 

 

登録 01178103 
テーブル 

 

登録 01178104 
テーブル 

 

登録 01178063 
机 

 

登録 01146397 
机 
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ｐＤ－ＴＥ ＲＭ

１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ７－１４１ Ｆ 机下収納棚、引き出し有り 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型） 
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型） 

Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 

   

   

   
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 
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定義（図例必須） 

・机下に、袖引き出し状の収納部（机下の左右の端に寄った位置でほぼ床まであるもの。開き扉も含む）以

外の収納部が設けられているもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

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 01113524 
作業机 

 

登録 01143741 
パソコン用机 

 

登録 01169869 
テーブル 

 

登録 01131661 
机 

 

登録 01035952 
キャビネット 
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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 

Ｄ７－１４１ ＨＡ 脚直線状（１本型除く） 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 
Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型） 
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型） 
Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 
Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 
Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 
Ｄ２－３１０ 一 テーブル 
Ｄ２－３１０Ａ 一 テーブル（角天板型） 
Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 
Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 
Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 
Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 
Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 
Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 
Ｄ２－３１１ 一 座卓 
Ｄ２－３３０ 一 机 
Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 
Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 
Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 
Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 
Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 
Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 
Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 
Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 
Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 
Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 
Ｄ２－３３１ 一 座り机 
Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 
Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 
Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 
Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 
Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 
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 
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定義（図例必須） 

・甲板を支える脚が、略直線棒状で２本以上が相互に結合しない状態で（補強の横材は不問）設けられてい

るもの。ここで、「略直線棒状」とは、太さがほぼ一定であることを言い、テレスコピックに伸縮可能な構成で

あるものは、各構成の太さがほぼ同じで、それぞれ太さがほぼ一定であることを要す。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・板状のもの、直線棒状でもＸ状に交差した態様のもの、支柱部と床に接する水平部をパイプ・集成材等を

屈曲させ一体に形成している等の単純でない形態のものは含まない。 

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。 

ＨＢ 脚１本型 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 01167811 
机 

 

登録 01159049 
机 

 

登録 01179565 
テーブル 

 

登録 01175963 
机 

 

登録 01166708 
テーブル 

 

登録 01158159 
机 
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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 

Ｄ７－１４１ ＨＢ 脚１本型 
 

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 

Ｄ２ －０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 

Ｄ２ －０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型） 

Ｄ２ －０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型） 

Ｄ２ －０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２ －３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 

Ｄ２ －３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 

Ｄ２ －３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２ －３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２ －３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２ －３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２ －３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２ －３１１ 一 座卓 

Ｄ２ －３３０ 一 机 

Ｄ２ －３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２ －３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２ －３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２ －３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２ －３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２ －３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２ －３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２ －３４０ 一 カウンター等 

Ｄ２ －３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 

Ｄ２ －３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 

Ｄ２ －３３１ 一 座り机 

Ｄ２ －３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２ －３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２ －３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２ －３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 

   

   

   
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 
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定義（図例必須） 

・ 甲板を支持する脚が略直線棒状で１本のもの。 

・ やや太いものも含む。 

・ 位置は基本的に不問。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・片側が片袖引き出しのものは含めない。（Ｄ７－１４２Ｈ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） 

複数本が束ねられた形態の扱い等検討必要。 

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。 

ＨＡ 脚直線上（１本型除く） 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 01154251 
テーブル 

  

登録 01151861 
ベッドサイドテーブル 

 

登録 01127034 
テーブル 

 

登録 01126102 
テーブル 
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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 

Ｄ７－１４１ Ｊ 他物品付き（収納部、間仕切り、いす以外付き） 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型） 
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型） 

Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 

   

   

   
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 
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定義（図例必須） 

・収納部、間仕切り以外の他物品が付随的に結合、組み込まれたもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・空間構成の柱・枠と一体になったものはＤ７－１０。 

・ 腰掛け・いすと一体になったものはＤ７－１４０。 

・ 喫煙用のエアークリーナーが組み込まれたものＤ４－３４０Ｂ。 

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 01154045 
テーブル 

 

登録 1154053 
テーブル 

 

 

登録 01126412 
テーブル 

 

登録 01130761 
プロジェクター及び 
スクリーン付テーブル 

 

登録 01156487 
机 
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Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ７－１４２ テーブル、机（机上棚付き又は袖引き出し付き型） 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型） 
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型） 
Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０Ａ 一 テーブル（角天板型） 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 

   

   
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 

Ｄ６－５１０ＣＣ 収納棚、載置台等（テーブル型） 

Ｄ６－５１１ＣＣ 収納棚、載置台（引き出しのみ型・テーブル型） 

Ｄ６－５１２ＣＣ 収納棚、載置台等（扉のみ型・テーブル型） 

Ｄ６－５１３ＣＣ 収納棚、載置台等（棚のみ型・テーブル型） 

Ｄ６－５１０ＤＧ 収納棚、載置台等（スライド収納式等の台付き） 

Ｄ６－５１１ＤＧ 収納棚、載置台（引き出しのみ型・スライド収納式等の台付き） 

Ｄ６－５１２ＤＧ 収納棚、載置台等（扉のみ型・スライド収納式等の台付き） 

Ｄ６－５１３ＤＧ 収納棚、載置台等（棚のみ型・スライド収納式等の台付き） 
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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 

机 学習机 学童用机 

座り机 事務机 棚付き机 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ 一般住居、事務所、学校、飲食店等で極普通に使用されるテーブル・机の内、机上棚と袖引き出しの片方

または両方がある形態のもの。すなわち、次の全ての条件を満たすもの。 

 

（１）極普通に使用されるとは 

  ①特定目的専用（例えば、レジ用、電子計算機載置用）のための特定の形態部分がない。 

  ②特殊な構造（例えば、折り畳み）でない。 

  ③収納具以外の他物品（例えば、加熱設備、いす）が結合していない。 

（２）机上棚と袖引き出しの片方または両方があるとは、次の①②のいずれかまたは両方 

① 机上に棚等の収納部が設けられている。 

② 机下の袖引き出し状の収納部（左右の端に寄った位置で床までの半分程度以上あるもの。開き扉も

含む）が設けられている。 

  ③袖引き出し状の収納部でない机下の収納部の有無は不問。 

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） 

・ Ｄ７－１４２に分類されるものは、以下の①～③のＤタームを必ず付与する。 

① ＥＡ又はＥＢ 

② ＦＡ又はＦＢ 

③ ＧＡ，ＧＢ又はＧＣ 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 00902575 
机 

 

登録 01033482 
机 
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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 

Ｄ７－１４２ Ａ 古典装飾調 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型） 
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型） 
Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 
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 

Ｄ６－５１０Ａ 収納棚、載置台等（古典装飾調） 

Ｄ６－５１３Ａ 収納棚、載置台（棚のみ型・古典装飾調） 
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定義（図例必須） 

古典的な装飾的モチーフを用いているもの（例：アール・デコ風、松竹梅、神仏画、唐草模様その他具象的

モチーフ）。平面模様・透かし彫り・浮き彫り・装飾部品取付のいずれの態様によるものも含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

ＡはＣＡ，ＣＢに優先する。 

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    

    Ａ      を付与する。 

ＣＡ 複数連接型 

ＣＢ 甲板複数（段差又は非連接）型 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 00682481 
机 
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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 

Ｄ７－１４２ ＣＡ 複数連接型 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等（Ｓ５８．７．４） 

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型）（Ｓ５８．７．４） 
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型）（Ｓ５８．７．４） 
Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型）（Ｓ５８．７．４） 

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型）（Ｓ５８．７．４） 

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等（Ｓ５８．７．４） 

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型）（Ｓ５８．７．４） 

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型）（Ｓ５８．７．４） 

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 

   

   

   
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 
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Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・ 一人用の単位のテーブル・机が複数結合して１つのテーブル・机となったもの。 

・ 単に集合しただけでなく、一人ごとの使用単位の区画が設けられた形態であることを必要とする。 

・ 「一人ごとの使用単位の区画」とは、以下①～③のいずれかを満たすもの 

①複数の天板が連結している 

②机下を２以上に分ける位置に、袖引き出しが設けられている 

③天板を２以上に分ける位置に、仕切り又は棚が設けられている 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

ＡはＣＡに優先する。 

ＣＡはＣＢに優先する。 

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    

Ａ ， Ｃ Ａ の 場 合 Ａ を 付 与 す る 。 

Ａ，ＣＡ，ＣＢの場合Ａを付与する。 

ＣＡ，ＣＢの場合ＣＡを付与する。 

Ａ 古典装飾調 

ＣＢ 甲板複数（段差又は非連接）型 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

③の例 

 
登録 1068480-002 
テーブル付き本棚 
 

①の例 

 
登録 1316954 
実験用作業台 

②の例 

 
登録 1224879 
机 

①～③全てを満たす例 

 
登録 1178305 
机 
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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 

Ｄ７－１４２ ＣＢ 甲板複数（段差又は非連接）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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等（Ｓ５８．７．４） 

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型）（Ｓ５８．７．４） 
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型）（Ｓ５８．７．４） 
Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型）（Ｓ５８．７．４） 

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型）（Ｓ５８．７．４） 

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等（Ｓ５８．７．４） 

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型）（Ｓ５８．７．４） 

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型）（Ｓ５８．７．４） 

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 

   

   

   
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 
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定義（図例必須） 

・ 作業面である甲板（天板）が二段等の段差構造や明確に分離している構成のもの。 

・可動収納できる補助甲板があるものも含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ 天板（甲板）部が２以上に明確に分離されていないもの（例えば、二枚の天板を面一に接合固定したもの）

は含まない。 

・棚板（作業スペースでない）は対象外。 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

ＡはＣＡに優先する。 

ＣＡはＣＢに優先する。 

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    

Ａ，ＣＢの場合Ａを付与する。 

Ａ，ＣＡ，ＣＢの場合Ａを付与する。 

ＣＡ，ＣＢの場合ＣＡを付与する。 

Ａ 古典装飾調 

ＣＡ 複数連接型 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 00809962 
机 

 

登録 00696161 
テーブル付食器棚 

 

登録 00695781 
机 
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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 

Ｄ７－１４２ ＤＡ 甲板四角型 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等  

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型）  
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型）  
Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型）  

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型）  

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０Ａ 一 テーブル（角天板型） 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等  

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型）  

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型）  

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 

   

   

   
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 
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Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・ 甲板（天板）全体の輪郭形状が正方形、長方形のもの。 

・コーナー部が小さく曲線状のものも含む。 

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） 

・ ＣＡ（複数連接型）、かつ、ＤＡ～ＤＤに該当する場合、ＤＡ～ＤＤは、各甲板の形状、又は「一人ごとの使

用単位の区画」における甲板の形状に基づき付与する。 

・ ＣＢ（甲板複数型）、かつ、ＤＡ～ＤＤに該当する場合、ＤＡ～ＤＤは「メインの甲板」の形状に基づき付与

する。 

 

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 甲板丸・楕円型 

ＤＣ 甲板変形（Ｌ字、コの字等） 

ＤＤ 甲板屈折・伸縮型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 01131295 
片袖机 

 

登録 01058533-003 
棚付き机 

 

登録 1141082 
コンピューター載置台 

ＣＡ（複数連接型） 
ＤＡ（甲板四角型） 

ＣＢ（甲板複数（段差又は非連接）型） 
ＤＡ（甲板四角型） 

登録 1316954 
実験用作業台 

登録 1224879 
机 

ＣＡ（複数連接型） 
ＤＡ（甲板四角型） 

※「一人ごとの使用単位の区画」 
における甲板の形状が四角 
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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 

Ｄ７－１４２ ＤＢ 甲板丸、楕円型 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型）  
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型）  
Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型）  

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型）  

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等  

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型）  

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型）  

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 

   

   

   
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 
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Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・ 甲板（天板）全体の輪郭形状が円形、楕円形、トラック形等のように大きな曲線状でコーナーがないもの。 

・ 全体がＬ型等にならなければ、凹んだ曲線部分があっても含む。 

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） 

・ ＣＡ（複数連接型）、かつ、ＤＡ～ＤＤに該当する場合、ＤＡ～ＤＤは、各甲板の形状、又は「一人ごとの使

用単位の区画」における甲板の形状に基づき付与する。 

・ ＣＢ（甲板複数型）、かつ、ＤＡ～ＤＤに該当する場合、ＤＡ～ＤＤは「メインの甲板」の形状に基づき付与

する。 

 

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 甲板四角型 

ＤＣ 甲板変形（Ｌ字、コの字等） 

ＤＤ 甲板屈折・伸縮型 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 00897989 
机 

 

登録 00852361 
机 

 

ＣＢ（甲板複数（段差又は非連接）型） 
ＤＢ（甲板丸、楕円型） 
 

登録 1157995 
ワークステーション 
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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 

Ｄ７－１４２ ＤＣ 甲板変形（Ｌ字、コの字等） 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等  

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型）  
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型）  
Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型）  

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型）  

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等  

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型）  

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型）  

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 

   

   

   
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 

  

  

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・甲板（天板）全体の輪郭形状がＬ形、コの字形、Ｔ形等のように大き屈曲している形状のもの。 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・ ＣＡ（複数連接型）、かつ、ＤＡ～ＤＤに該当する場合、ＤＡ～ＤＤは、各甲板の形状、又は「一人ごとの使

用単位の区画」における甲板の形状に基づき付与する。 

・ ＣＢ（甲板複数型）、かつ、ＤＡ～ＤＤに該当する場合、ＤＡ～ＤＤは「メインの甲板」の形状に基づき付与

する。 

 

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 甲板四角型 

ＤＢ 甲板丸・楕円型 

ＤＤ 甲板屈折・伸縮型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

ＣＡ（複数連接型） 
ＤＣ（甲板変形（Ｌ字、コの字等）） 
※「一人ごとの使用単位の区画」における 

甲板の形状がＬ字型 
 

登録 1178305 
机 

ＣＢ（甲板複数（段差又は非連接）型） 
ＤＣ（甲板変形（Ｌ字、コの字等）） 
※「メインの甲板」がＬ字型 

登録 00696161 

テーブル付食器棚 
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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 

Ｄ７－１４２ ＤＤ 甲板屈折、伸縮型 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型） 
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型） 
Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 

   
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 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・メインの甲板（天板）が折れ曲がったり、伸縮して大きさを変えられるもの。 

登録 01144284 
机 

  

登録 01022195 
脇机 

 

登録 01040038 
机 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・収納のために、脚も含めて全体が折り畳めてるものはＤ７－１４０ＢＦ。 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・ ＣＡ（複数連接型）、かつ、ＤＡ～ＤＤに該当する場合、ＤＡ～ＤＤは、各甲板の形状、又は「一人ごとの使

用単位の区画」における甲板の形状に基づき付与する。 

・ ＣＢ（甲板複数型）、かつ、ＤＡ～ＤＤに該当する場合、ＤＡ～ＤＤは「メインの甲板」の形状に基づき付与

する。 

 

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 甲板四角型 

ＤＢ 甲板丸・楕円型 

ＤＣ 甲板変形（Ｌ字、コの字等） 

  
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 

Ｄ７－１４２ ＥＡ 幕板無し 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等（Ｓ５８．７．４） 

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型）（Ｓ５８．７．４） 

Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型）（Ｓ５８．７．４） 

Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型）（Ｓ５８．７．４） 

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型）（Ｓ５８．７．４） 

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０Ａ 一 テーブル（角天板型） 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等（Ｓ５８．７．４） 

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型）（Ｓ５８．７．４） 

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型）（Ｓ５８．７．４） 

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 

   

   

   
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 
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定義（図例必須） 

・ 脚部を覆う板（幕板）が前面、両サイドのいずれにもないもの。 

・甲板面から床までの 程度以下の幅の板のあるものも含める 

・机下の収納部の面は幕板としない。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・板状の脚も幕板とする。 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・ Ｄ７－１４２に分類されるものは、以下の①～③のＤタームを必ず付与する。 

① ＥＡ又はＥＢ 

② ＦＡ又はＦＢ 

③ ＧＡ，ＧＢ又はＧＣ 
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。 

ＥＢ 幕板・パーティション有り 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 00925998-001 
机 

 

登録 00810435 
机 
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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 

Ｄ７－１４２ ＥＢ 幕板・パーティション有り 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型） 

Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型） 

Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 

   

   

   

   
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 

Ｌ３－２０１０ 組立て屋内設置室 
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Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・ 脚部を覆う板（幕板）又は机上の仕切り状の板（パーティション）が、前面、両サイドの全て又はいずれかに

あるもの。 

・甲板面から床までの 程度以上の幅の板のあるものも幕板とする。 

・ 板状の脚も幕板とする。 

・ 本を立て掛けられる程度の高さの板もパーティションとする。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ 机上、机下の収納部の面はパーティション、幕板としない。 

・ 机上の縁飾り、滑落防止の突出程度のものは板状突出でもパーティションとしない。 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

・ Ｄ７－１４２に分類されるものは、以下の①～③のＤタームを必ず付与する。 

① ＥＡ又はＥＢ 

② ＦＡ又はＦＢ 

③ ＧＡ，ＧＢ又はＧＣ 

・ 出願資料については、テーブル又は机にパーティション又は幕板が付随する物品であっても、【意匠に係

る物品】の欄の記載が「○○ブース」となっている出願はＬ３－２０１０に分類する。 

・ 上記に関し、【意匠に係る物品】の欄の記載が不適切な出願は適切な分類を付与した上で記載の変更を

出願人に求める。 

 
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。 

ＥＡ 幕板無し 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

登録 01143747 
机 

 

登録 01013793-001 
机 

 

登録 01095663 
机 

 

登録 01058542-004 
棚付き机 

 

登録 01157995 
ワークステーション 
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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 

Ｄ７－１４２ ＦＡ 机上棚有り 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等  

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型）  
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型）  
Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型）  

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型）  

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等  

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型）  

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型）  

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 

   

   

   
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 

  

  

  

  



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

2 

Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・ 机上の位置に何らかの収納・載置部が設けられたもの。 

・ 載置のみのための囲いのない台の場合は、机上面に板を密着させて取り付けた程度以上に段差が生じて

いるもの（箱状に突出、机上面との間に空間がある等）は載置部ありとする。 

 

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） 

・ Ｄ７－１４２に分類されるものは、以下の①～③のＤタームを必ず付与する。 

① ＥＡ又はＥＢ 

② ＦＡ又はＦＢ 

③ ＧＡ，ＧＢ又はＧＣ 

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。 

ＦＢ 机上棚無し 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 01143747 
机 

 

登録 01154029 
机 

 

登録 01099386 
学習用机 

 

登録 01126382 
机 

 

登録 00851382 
カウンター 

 

登録 01157995 
ワークステーション 

 



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 

Ｄ７－１４２ ＦＢ 机上棚無し 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型） 

Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型） 

Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 

   

   

   

   
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 

  

  

  

  



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

2 

 
定義（図例必須） 

・ 机上の位置に収納・載置部が何ら設けられていないもの。 

・載置のみのための囲いのない台の場合は、机上面に板を密着させて取り付けた程度のものは載置部なし

とする。 

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） 

・ Ｄ７－１４２に分類されるものは、以下の①～③のＤタームを必ず付与する。 

① ＥＡ又はＥＢ 

② ＦＡ又はＦＢ 

③ ＧＡ，ＧＢ又はＧＣ 
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。 

ＦＡ 机上棚有り 

  

  

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 01157794 
机 

 

登録 01038495 
机 

 

登録 00846866 
机 

 



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 

Ｄ７－１４２ ＧＡ 袖引き出し有り 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型） 

Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型） 

Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 

   

   

   
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 
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2 

 
定義（図例必須） 

・ 袖引き出し状の収納部（机下の左右の端に寄った位置で床までの半分程度以上あるもの。開き扉も含む）

が設けられているもの。 

・ 袖引き出し状の収納部のほかに収納部を設けているものを含む。 

 

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） 

・ 甲板と分離しキャスターが付いた等の袖引き出し状の収納部が、袖引き出しと同様に設置されている状態

のもの（公知資料）にも付与する。 

・ Ｄ７－１４２に分類されるものは、以下の①～③のＤタームを必ず付与する。 

① ＥＡ又はＥＢ 

② ＦＡ又はＦＢ 

③ ＧＡ，ＧＢ又はＧＣ  

 
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。 

ＧＢ 袖引き出し無し 

ＧＣ 袖以外の机下収納有り 

  

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 01144023 
パーソナルコンピューター載置台 

 

登録 00823038-005 
机 

 

登録 01001989 
整理棚付き机 

 

登録 00850329 
テーブル 

 

登録 00822310 
机 

 



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 

Ｄ７－１４２ ＧＢ 袖引き出し無し 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型） 

Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型） 

Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０Ａ 一 テーブル（角天板型） 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 

   

   

   
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 

  

  

  



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

2 

 
定義（図例必須） 

・机下に袖引き出し状の収納部（机下の左右の端に寄った位置で床までの半分程度以上あるもの。開き扉

も含む）及び甲板直下の薄い引き出し以外の収納部が設けられていないもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ 机上棚と袖引き出し状の収納部の両方が設けられていないものはＤ７－１４１に分類する。 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・ 甲板と分離しキャスターが付いた等の袖引き出し状の収納部が、袖引き出しと同様に設置されている状態

のもの（公知資料）はＧＡを付与する。 

・ Ｄ７－１４２に分類されるものは、以下の①～③のＤタームを必ず付与する。 

① ＥＡ又はＥＢ 

② ＦＡ又はＦＢ 

③ ＧＡ，ＧＢ又はＧＣ 

 
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。 

ＧＡ 袖引き出し有り 

ＧＣ 袖以外の机下収納有り 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 01143747 
机 

 

登録 01099386 
学習用机 

 

登録 01065554 
棚付き机 

 

登録 01013165 
机 

 

登録 00606880 
テーブル 

 



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 

Ｄ７－１４２ ＧＣ 袖以外の机下収納有り 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等 

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型） 

Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型） 

Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０Ａ 一 テーブル（角天板型） 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 

   

   

   
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 

  

  

  



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

2 

 
定義（図例必須） 

袖引き出し状の収納部（左右の端に寄った位置で床までの半分程度以上あるもの。開き扉も含む）のない

もので、甲板直下の薄い引き出し以外の収納部が机下に設けられているもの。 

 

 ・机上収納部＋その他の机下収納部（甲板直下の薄引き出し１つは除く） 

  

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・机上棚と袖引き出し状収納部の両方がなく、その他の収納部があるものはＤ７－１４１。 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・ Ｄ７－１４２に分類されるものは、以下の①～③のＤタームを必ず付与する。 

① ＥＡ又はＥＢ 

② ＦＡ又はＦＢ 

③ ＧＡ，ＧＢ又はＧＣ 
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。 

ＧＡ 袖引き出し有り 

ＧＢ 袖引き出し無し 

  

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 01002419 
書棚付き机 
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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 

Ｄ７－１４２ Ｈ 脚直線状のみ 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等  

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型）  
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型）  
Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型）  

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型）  

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０Ａ 一 テーブル（角天板型） 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等  

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型）  

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型）  

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 

   

   

   
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 
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定義（図例必須） 

・ 甲板を支える脚が、略直線棒状で相互に結合しない状態で（補強の横材は不問）設けられているもの 

・ 片袖引き出し等で片側だけ脚があり、その態様が該当する場合も含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・板状のもの、直線棒状でもＸ状に交差した態様のもの、支柱部と床に接する水平部をパイプ・集成材を屈

曲させ一体に形成している等の単純でない形態のものは含まない。 

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 01154029 
机 

 

登録 01144284 
机 
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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 

Ｄ７－１４２ Ｊ 他物品付き（収納部、間仕切り、いす以外付き） 
 

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 

Ｄ２－０１ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等  

Ｄ２－０１Ａ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（多方向付き型） 
Ｄ２－０１Ｂ 一 いす付き机、腰掛け付きテーブル等、いす（単一方向付き型） 
Ｄ２－０２ 一 収納棚付き机、机付き収納棚等 

Ｄ２－３０Ａ 一 テーブル・机・カウンター等（会議用テーブル型） 

Ｄ２－３０Ｃ 一 テーブル、机、カウンター等（こんろ付き型） 

Ｄ２－３１０ 一 テーブル 

Ｄ２－３１０ＡＡ 一 テーブル（角天板型・一本脚） 

Ｄ２－３１０ＡＢ 一 テーブル（角天板型・二本脚） 

Ｄ２－３１０Ｂ 一 テーブル（丸天板型） 

Ｄ２－３１０Ｃ 一 テーブル（不定形天板型） 

Ｄ２－３１０Ｄ 一 テーブル（Ｘ脚型） 

Ｄ２－３１０Ｅ 一 テーブル（他物品付き型） 

Ｄ２－３１１ 一 座卓 

Ｄ２－３３０ 一 机 

Ｄ２－３３０Ａ 一 机（袖無し型） 

Ｄ２－３３０Ｂ 一 机（片袖型） 

Ｄ２－３３０Ｃ 一 机（両袖型） 

Ｄ２－３３０Ｄ 一 机（組合せ型） 

Ｄ２－３３０Ｅ 一 机（連設型） 

Ｄ２－３３０Ｆ 一 机（閲覧台型及び記載台型） 

Ｄ２－３３０Ｇ 一 机（演台型） 

Ｄ２－３４０ 一 カウンター等 

Ｄ２－３４１Ａ 一 カウンター（収納棚組込み型） 

Ｄ２－３４１Ｂ 一 カウンター（テーブル二段型） 

Ｄ２－３３１ 一 座り机 

Ｄ２－３３２ 一 棚付き机 

Ｄ２－３３２Ａ 一 棚付き机（正面部棚付き片袖型） 

Ｄ２－３３２Ｂ 一 棚付き机（側方部本棚付き型） 

Ｄ２－３３２Ｃ 一 棚付き机（机部格納型） 

Ｄ２－３３３ 一 ライティングビューロー 

   

   

   
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 

  

  

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・収納部、間仕切り以外の他物品が付随的に結合、組み込まれたもの。 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・空間構成の柱・枠と一体になったものはＤ７－１０。 

・ 腰掛け・いすと一体になったものはＤ７－１４０。 

・喫煙用のエアークリーナーが組み込まれたものＤ４－３４０Ｂ。 

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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Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ７－１９０ テーブル、机、カウンター等部品及び付属品 
 

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 

Ｄ２ －３９０ 一 テーブル，机，カウンター等部品及び付属品 

   
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 

Ｄ６－５１０ 収納棚、載置台等 

Ｄ６－５１３ 収納棚、載置台（棚のみ型） 

Ｄ７－４０ ついたて及びびょうぶ等 

  
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 

・テーブル、机、カウンター等の部品、付属品でＤ９－１台（家具等部品及び付属品）に含まれないもの。 

・ 机上用棚、机上用本立てについては、天板に留め具等で固着して机と一体感が生じるタイプのものだけを

含む。これは専ら、棚付き学習机の棚だけが出願された場合を指しており、以下の一または複数の特徴を

有しているものを想定している。 

  ①（参考図等において）固着する机と、その横幅がほぼ同一である 

  ②両側部が板材で構成されている 

  ③２、３段の棚である 

・ 机上用ついたての機能を備えたものについては、留め具等で固着して取り付けるタイプや置くだけのタイ

プのものも含む。卓上用の飛沫感染防止用パーティションも含む。 

登録 01179578 
配線開口用蓋 

 

登録 01172921 
机上用ピンナップボード 

 

登録 00882771 
ピンナップボード付

配線収納用スタンド 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・机に付随して使用する棚、本立て等について、机に置くだけ、机上パーティションに取り付ける、天板に取

り付けるが机との一体感が生じないものはＤ６の整理用具、収納棚等に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・台の上で使用するついたて（パーティション）について、流し台用の水よけのものは、D5-1900（厨房設備具

部品及び付属品）、ガスレンジ用の油よけのものは、C6-44922（こんろ用油よけ具）に分類する。 

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 01171498 
机上用棚 

 

登録 01170677 
机上用本立 

 

登録 1071058 
スライド棚 

     

登録 01529644 
テーブルマット 

 

登録 01639397 
机用ついたて 
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Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ７－１９１ テーブル、机、カウンター等の脚 
 

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 

Ｄ２－３９１ 全 テーブル、机、カウンター等の脚 

Ｄ２－３９１Ａ 全 テーブル・机・カウンター等の脚（複合自立型） 

   
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 

Ｄ９－１５ 家具用脚等 

  

  
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 

テーブル脚 机用脚  

   

   

定義 

・ テーブル、机、カウンター等の脚で、それらの物品専用の脚であることが明示され、かつ、それらの脚であ

る形態特徴を有するもの。 

・ 脚部全体の単位で構成され、テーブル、机、カウンター等の専用としているものは、専用の形態特徴が特

になくても基本的に含める。 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・テーブル、机、カウンター等の専用の脚であることが判然としないもの、または形態特徴を有さないものは

Ｄ９－１５。 

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 01156200 
こたつ脚 

 

登録 01156825 
家具用脚 

 

登録 01125316 
スチール家具用脚 

 

登録 01135014 
テーブル用脚 

 

登録 01156429 
テーブル脚 
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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 

Ｄ７－１９１ Ａ 複合自立型 
 

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 

Ｄ２－３９１Ａ 全 テーブル・机・カウンター等の脚（複合自立型） 

   

   

   
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） 

・複数の支柱で構成される等、それ自体で自立出来る形態のもの。 

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 01173498 
テーブル用脚 

 

登録 01143023 
折り畳みテーブル用脚部 

 

登録 01039093 
テーブル脚 

 

登録 01022939 
テーブル用脚 
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Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ７－１９２ テーブル、机、カウンター等の甲板 
 

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 

Ｄ２－３９２ 全 テーブル、机、カウンター等の甲板 

   

   

   
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 

Ｄ５－１９４ 流し台用甲板 

Ｄ９－１２ 家具用板 

  
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 

テーブル用天板 テーブル用甲板 受付けカウンター用天板 

カウンター用甲板   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・テーブル、机、カウンター等の甲板（天板）。 

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） 

 

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 01180460 
机用天板 

 

登録 01154348 
テーブル用天板 

 

登録 01126112 
支柱取付け用甲板 
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Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ７－２００ 腰掛け、いす等 
 

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 

Ｄ２－１０ 一 腰掛け、いす等 

Ｄ２－１１ 全 脇息 

   

   
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 

Ｃ１－２００ クッション 

Ｄ０－２００Ｂ はしご、脚立、踏み台（台型、家具調型） 

Ｄ５－３００ 浴室用設備具 
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 

壁取付け用いす 姿勢矯正いす 作業用いす 

脇息 足載せ台  

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ 室内外において、人が腰を掛けるまたは座った状態で支えることを主目的にしたもの。 

・ 脚、座面がなくとも、上記のような状態に支持するものも含む（ソファー状腰当、脇息等）。 

・ テーブル付きでも、テーブルが付加的要素のものも含む。 

・ 収納部を有したもの、収納・整理部が付加されたものも含む。 

・ 音響装置等が組み込まれたものも含む。 

・ 「足乗せ台」を含む。 

・ この分類には、下位の分類に含まれないものを分類する。 

主に、壁に取り付るタイプ、多機能複合で腰掛け部が一要素に過ぎない形態のもの、机下に置くような足裏

を載せる台、腰当、脇息、姿勢矯正いす、腰掛けたまま移動する作業用いす、空気を入れると腰掛け、いす

の形になるもの、全体または相当部分が可塑性のある構成のもの等） 

登録 982562 
防護柵への取付け用椅子 

登録 1171603 
玄関用折り畳み椅子 

登録 1154301 
玄関用スツール 



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） 

・ テーブルと結合したもので、テーブルが主体かどちらかを主体にできないものはＤ７－１台（テーブル等）。 

・ 「マッサージいす」は、Ｊ７－１６０ＡＢ。 

・ 側面に取り付け式でも、劇場、スタジアム用等はＤ７－２００に含まない。 

Ｊ７－１６０ＡＢ 
登録１１７６８３０ 
マッサージ椅子 

Ｄ７－２２ＣＢ 
登録 1037264 
いす 

登録１０６５４４０ 
足載せ台 

登録１１０５８０６ 
ソファ 

登録９７４４７３ 
脇息 

登録１１２０８４０ 
いす 

登録１０７０４１４ 
作業椅子 

登録 1136266 号 
ベンチ付投射型映像表示機 

   



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

3 

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 

玄関用折り畳みいす 玄関用スツール  

   

 



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 

Ｄ７－２０１ 座いす 
 

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 

Ｄ２－１２ 全 座いす 

   
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 

座いす   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ 畳・床面等に尻をつけて座るまたは正座する姿勢と同様の座る姿勢を補助するもので、脚部が無く座と背

もたれが基本構成となっているもの。（肘掛けの有無は問わない） 

・ 脚部があっても、座面が床等から極低い位置になるものも含む。 

 

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） 

1169755 号 
椅子 

 

1143081 号 
おりたたみ座椅子 

 

1105399 号 
座いす 

 

登録９１４５３９号  いす 
登録１１６９１８２号  ソファー 
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2 

 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

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 

Ｄ７－２０２ 正座用いす、腰掛け 
 

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 

Ｄ２－１０ 一 腰掛け、いす等 

   

   
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 

正座用いす 正座用腰掛け  

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ 正座時に足の圧迫を防ぐ等のために使用するいす・腰掛け状のもの。 

 

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） 

 

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1156381 号 
正座用補助椅子 

 

登録 1155058 号 
正座用折り畳み椅子 

 



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 

Ｄ７－２０３ 柵、囲い兼用型腰掛け 
 

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 

Ｄ２－１０ 一 腰掛け、いす等 

   

   

   
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 

Ｌ３－５３００ 塀、さく及び手すり（パイプ型） 

  

  
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 

腰掛け ベンチ 身体もたせ具 

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ 道路、公園等に設置するもので、柵、囲いとしても使用できる「腰掛け、いす、ベンチ」等。 

・ 柵、囲いとしても使用できることが明示されていなくても、形状が“柵、囲い”状の「腰掛け、いす、ベンチ」等

も含む（全体が、パイプ状で下向きコの字のように支柱状部分と笠木・横桟状部分で構成されているもの

等）。 

登録 885556 号 
ベンチ 

 

登録 1010862 号 
身体凭せ器 

 

登録 991934 号 
ベンチ 
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2 

・  

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

 

Ｌ３－５３００（さく）との関係 

 

① 物品名及び説明（図）その他の記載から「さくと腰掛け（いす）の兼用」が明らかなもの 

② 物品名及び説明（図）その他の記載には「さく」の用途しか明示されていないもの 

上記①又は②に該当するものに関して、 

上辺部や側辺部にパイプ３本以上または板材によりほぼ水平な座面が構成されている場合はＤ７－２０３と

し、それ以外はＬ３－５３００とする。 

 

※判断に迷う場合（例えばパイプ又は板材であっても座面であることが明確でない場合）はＬ３－５３００。 

※「腰掛け（いす）」の用途しか明示されていないものに関しては、形態の如何を問わず、Ｄ７－２代である

が、そのうち形状が“柵、囲い”状のものをＤ７－２０３に優先的に付与する。 

登録 982426 号 
いす  

    

登録 917228 号 
ベンチ 

 

 

Ｄ７－２０３ 
登録 941709 号 
ベンチフェンス 
  

Ｌ３－５３００ 
登録 878850 号 
柵 
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3 

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 

Ｄ７－２０４ 一組のいすセット 
 

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 

Ｄ２－１０ 一 腰掛け、いす等 

   

   
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 

Ｄ７－０１ 一組の応接家具セット 

Ｄ７－０２ 一組の野外用いす及びテーブルセット 

  
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 

一組のいすセット   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・「腰掛け」「いす」が２以上で一組となったもの。（オットマンも腰掛けとして扱う。異なる形態の二種類を必要

としない） 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

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 1095557 号 
一組のいすセット 

 



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 

Ｄ７－２１ 一人掛け腰掛け、足載せ台 
 

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 

Ｄ２－１３ 一 腰掛け 

Ｄ２－１３Ａ 全 腰掛け（一人掛け型） 

Ｄ２－１３ＡＡ 全 腰掛け（一人掛け型・折り畳み） 

Ｄ２－１３ＡＢ 全 腰掛け（一人掛け型・回転） 

Ｄ２－１３Ｃ 一 腰掛け（連結型） 

Ｄ２－１３Ｄ 一 腰掛け（台付き型） 

   
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 

Ｄ０－２００ 踏み台 

  

  
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 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

腰掛け 足載せ台  

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ 座と脚で構成され（肘掛けの有無は問わない）、座が床から一定の高さになっていて、普通に腰を掛けて

使用する一人掛け用のもの。 

・ 腰掛け、いすと共に使用される足載せ台（腰掛けと同程度の高さのあるもの）も含む。 

・ 座の下や肘掛け部に収納部が形成または組み込まれたものも含む。 

・ 着座時に腰の高さに満たない背もたれが有るものも含む。 

 

登録 1054477 号 
腰掛け 

       

1108586 号 椅子 
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2 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・複数掛け及びそれに相当する座が長いもの（寝いすでない）はＤ７－２３。 

・特殊用途等の腰掛けは含まない（Ｄ７－２５台）。 

・ 机下等において使用する低い足載せ台は含まない（Ｄ７－２００） 

・ 壁等取り付けタイプ、多機能複合で腰掛け部が主体でない形態のもの、机下に置くような足裏を載せる

台、腰当、脇息、姿勢矯正いす、腰掛けたまま移動する作業用いす、柵・囲い兼用腰掛けは含まない。 

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 

   

   

 



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 

Ｄ７－２１ ＡＡ 古典装飾調 
 

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 

Ｄ２－１３ 一 腰掛け 

Ｄ２－１３Ａ 一 腰掛け（一人掛け型） 

Ｄ２－１３ＡＡ 一 腰掛け（一人掛け型・折り畳み） 

Ｄ２－１３ＡＢ 一 腰掛け（一人掛け型・回転） 

Ｄ２－１３Ｄ 一 腰掛け（台付き型） 
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） 

・ 脚・枠等に相当の凹凸・変形による装飾が設けられているもの。 

・ 唐草模様状等のように細かい屈曲線状を構成した部分、すかし彫り等を相当程度施したもの。 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

全体を大きく幾何学的な屈曲に構成しているものは含まない。→ＡＣ（特殊造形）参照 

 
Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・ いわゆる猫足には付与する。 

・ 先端のみにぎぼうし状の加工が施されている程度には付与しない。 

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 籐製 

ＡＣ 特殊造形型 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 580343 
腰掛け 

 

登録 752231 
腰掛け 

   



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 

Ｄ７－２１ ＡＢ 籐製 
 

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 

Ｄ２－１３ 一 腰掛け 

Ｄ２－１３Ａ 一 腰掛け（一人掛け型） 

Ｄ２－１３ＡＡ 一 腰掛け（一人掛け型・折り畳み） 

Ｄ２－１３ＡＢ 一 腰掛け（一人掛け型・回転） 

Ｄ２－１３Ｄ 一 腰掛け（台付き型） 
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） 

・脚、枠が籐で作られたもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・座のみが籐で編まれたものには付与しない。 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

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 古典装飾調 

ＡＣ 特殊造形型 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1136845 号 
腰掛け 

 

登録 106845 号 
腰掛 

 



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 

Ｄ７－２１ ＡＣ 特殊造形型 
 

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 

Ｄ２－１３ 一 腰掛け 

Ｄ２－１３Ａ 一 腰掛け（一人掛け型） 

Ｄ２－１３ＡＡ 一 腰掛け（一人掛け型・折り畳み） 

Ｄ２－１３ＡＢ 一 腰掛け（一人掛け型・回転） 

Ｄ２－１３Ｄ 一 腰掛け（台付き型） 
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） 

・ 形の面白さを主なねらいとして、全体形状を、奇抜、変則に造形したもの。 

・ 動物等の具象形部分が特徴的要素であるものも含む。 

登録 1140515 号 
いす 

 

登録 1171123 号 
いす 

 

登録 1144013 号 
腰掛け 

 

登録 1110810 号 
足載せ台 

 

登録 1173970 号 
腰掛け 

 

登録 1136284 号 
腰掛け 

 



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） 

・機能上の目的でメカニカルな構造としたものには付与しない。 

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 古典的装飾調 

ＡＢ 籐製 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1122492 号 
いす 

 



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 

Ｄ７－２１ ＣＡ 折畳み型 
 

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 

Ｄ２－１３ＡＡ 全 腰掛け（一人掛け型・折り畳み） 

   
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 

Ｄ０－２００Ａ はしご、脚立、踏み台等（自立型） 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・座と脚が折り畳めるもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

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 座はね上げ型 

  

  

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1022431 号 
折りたたみいす 

 

登録 916606 号 
携帯用いす 

 

登録 1168618 号 
折り畳み椅子 

 



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 

Ｄ７－２１ ＣＢ 座はね上げ型 
 

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 

Ｄ２－１３ 一 腰掛け 

Ｄ２－１３Ａ 一 腰掛け（一人掛け型） 

Ｄ２－１３Ｃ 一 腰掛け（連結型） 

Ｄ２－１３Ｄ 一 腰掛け（台付き型） 

   
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） 

・劇場等の床等に固定する腰掛け、及び自立した腰掛けで、座をはね上げることができるもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・座がはね上がるだけでなく、脚等のフレームも折り畳めることができるものは、Ｄ７－２１ＣＡ。 

・玄関、浴室等の壁面に取り付ける腰掛けで、座をはね上げ収納するものは、Ｄ７－２００。 

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 折り畳み型 

  

  

  

  

  
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 

1 

Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ７－２１ Ｄ 脚変形型 
 

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 

Ｄ２－１３ 一 腰掛け 

Ｄ２－１３Ａ 一 腰掛け（一人掛け型） 

Ｄ２－１３Ｄ 一 腰掛け（台付き型） 

   
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） 

・ 腰掛けの脚部がＤＡ、ＤＢ、ＤＣ、ＤＤ以外の形態のもの。ＤＡ以下の組合わさったもの、例えば複数垂直棒

状（ＤＢ）と板状（ＤＤ）の組合わさった構成も含む。 

・ スタジアムの階段状席を形成するもので、座の下部に取り付け部分が明確に突出しているものも含む。

（階段状の側面に取り付けるものも含む。） 

・ 脚部の先端を床に埋め込み固定するか、先端基部をボルト等で固着する等で床面に固定するタイプの脚

の態様も含む。 

登録 1106360 号 
いす 

 

登録 1170813 号 
椅子 

 

 
登録 1058906 号 
ベンチ 

     

登録 1136451 号 
いす 

 



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。 

ＤＡ 脚変形型 

ＤＢ 脚複数垂直棒状型 

ＤＣ 脚基部放射状型 

ＤＤ 脚板状または無垢状型 

  

  
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 

1 

Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ７－２１ ＤＡ 脚フレーム構成型 
 

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 

Ｄ２－１３ 一 腰掛け 

Ｄ２－１３Ａ 一 腰掛け（一人掛け型） 

Ｄ２－１３Ｄ 一 腰掛け（台付き） 
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） 

・脚部の構成要素が棒状のみで、その棒状を屈曲させるなどした形態のもの（複数垂直棒状でないもの）。 

・棒状をコの字状に屈曲させて、その一辺が床面に接する形態も含む。 

・脚先端に相互に渡すように細幅板状の台座を取り付け、コの字状と同様に構成したものも含む。 

・脚部の片側の単位が、床面に接する水平部材の略中央に垂直状に支柱等を設けた逆Ｔ字型も含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・垂直支柱部分が１本のものは含まない。 
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 脚変形型 

ＤＢ 脚複数垂直棒状型 

ＤＣ 脚基部放射状型 

ＤＤ 脚板状または無垢状型  

   

   
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1082235 号 
腰掛け  ＤＡへ 

 

登録 1170079 号 
いす  ＤＡへ 



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 

Ｄ７－２１ ＤＢ 脚複数垂直棒状型 
 

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 

Ｄ２－１３ 一 腰掛け 

Ｄ２－１３Ａ 一 腰掛け（一人掛け型） 

Ｄ２－１３Ｄ 一 腰掛け（台付き型） 

   
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 

  

  

定義（図例必須） 

・ 棒状の脚が、３本以上相互の間隔が密にならない程度に、略垂直方向に設けられたもの。 

・ 緩やかな曲線状や八の字状に開いたものも含む。 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・脚支柱が２本以下のものは含まない。 
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 脚変形型 

ＤＡ 脚フレーム構成型 

ＤＣ 脚基部放射状型 

ＤＤ 脚板状または無垢状型 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1154329 号 
スツール 

 

登録 1171893 号 
腰掛け 

 

登録 1154291 号 
腰掛け 

   



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 

Ｄ７－２１ ＤＣ 脚基部放射状型 
 

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 

Ｄ２－１３ＡＢ 全 腰掛け（一人掛け・回転） 

   

   
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） 

・ 脚の支柱部が略中央に一本で、床面と接する基部が、支柱部を中心とした放射状となっているもの。 

・ リング状の補強部材等が付加されているものも含む。 

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 脚変形型 

ＤＡ 脚型フレーム構成型 

ＤＢ 脚複数垂直棒状型 

ＤＤ 脚板状または無垢状型 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 916681 号 
腰掛け 

 



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 

Ｄ７－２１ ＤＤ 脚板状または無垢状型 
 

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 

Ｄ２－１３ 一 腰掛け 

Ｄ２－１３Ａ 一 腰掛け（一人掛け型） 

Ｄ２－１３Ｄ 一 腰掛け（台付き） 
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） 

・ 脚部が板状の部材で構成されたもの。 

・ 脚部が中空状または無垢状に太く立体状のもの。 

・ 棒状等のそれらと異なる形状の部材が組み合わさったものでも、概ね板状、無垢状であれば含む。（例え

ば、無垢状に極短い棒状の脚が付いた程度のもの） 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・脚部が板状、無垢状だけでないもの（板状とパイプの組み合わせ等）はＤ。 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

登録 1103476 号 
足載せ台 

      

登録 1136365 号 
腰掛け 

 

登録 1107610 号 
腰掛け 

     

登録 1137313 号 
ファスナーつきいす 

    

登録 1055398 号 
椅子     

   

 

登録 1155986 号 
腰掛け      
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2 

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 脚変形型 

ＤＡ 脚フレーム型 

ＤＢ 脚複数垂直棒状型 

ＤＣ 脚基部放射状型 

  

  
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 

Ｄ７－２１ Ｊ 台付き 
 

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 

Ｄ２－１３Ｄ 一 腰掛け（台付き型） 

   

   
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 

  

  

  

定義（図例必須） 

・ 台・テーブルが腰掛けの一部として付加されたもの。 

・ 座と同じ高さの位置に台・テーブルが結合されたものも含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ 台・テーブルと腰掛けが結合されたもので、形態上、①台・テーブルが主体になっている、②台・テーブル

が座より高い位置に結合され台・テーブルか腰掛けかのいずれかを主体にできないものはＤ７－１４０Ｊ。 

・ 腰掛けに付加された、または組み込まれた態様でない整理棚等と腰掛けが結合されたものは含まない（整

理棚等の各物品の雑分類）。 
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 915837 号 
腰掛け 

 



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 

Ｄ７－２２ 一人掛けいす 
 

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 

Ｄ２－１４ 一 いす 

Ｄ２－１４Ａ 一 いす（一人掛け四脚型） 

Ｄ２－１４ＡＡ 一 いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｂ 一 いす（一人掛け変脚型） 

Ｄ２－１４ＢＡ 一 いす（一人掛け変脚型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｃ 全 いす（一人掛け回転型） 

Ｄ２－１４ＣＡ 全 いす（一人掛け回転型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｄ 全 いす（一人掛け座脚一体無垢型） 

Ｄ２－１４ＤＡ 全 いす（一人掛け座脚一体無垢型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｅ 全 いす（一人掛け無垢肘掛け型） 

Ｄ２－１４Ｇ 一 いす（折畳み型） 

Ｄ２－１４ＧＡ 一 いす（折畳み型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｋ 全 いす（揺りいす型） 

Ｄ２－１４Ｌ 一 いす（台付き型） 

Ｄ２－１４ＬＡ 一 いす（台付き折畳み型） 

Ｄ２－１４Ｊ 全 いす（寝いす型） 
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 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

いす 折畳みいす 台付きいす 

寝いす 揺りいす  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ 座と脚と背もたれで構成され（肘掛けの有無は問わない）、座が床から一定の高さになっていて、普通に腰

を掛けて使用する一人掛け用のもの。 

・ 座部と背もたれ部の区分けが不明確な一体状等の寝いす型も含む。 

・ 座の下や背もたれ部、肘掛け部に収納部が形成または組み込まれたものも含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・複数掛け及びそれに相当する座が長いもの（寝いすでない）はＤ７－２４。 

・ 特殊用途等のいすは含まない（Ｄ７－２５代）。 

・ 壁等取り付けタイプ、多機能複合で腰掛け部が主体でない形態のもの、腰当、姿勢矯正いす、腰掛けたま

ま移動する作業用いす、柵・囲い兼用いすは含まない。 

・ 背もたれの高さが、着座時に腰の高さに満たないものはＤ７－２１。 

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 
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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 

Ｄ７－２２ ＡＡ 古典装飾調 
 

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 

Ｄ２－１４ 一 いす 
Ｄ２－１４Ａ 一 いす（一人掛け四脚型） 
Ｄ２－１４ＡＡ 一 いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｂ 一 いす（一人掛け変脚型） 
Ｄ２－１４ＢＡ 一 いす（一人掛け変脚型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｃ 一 いす（一人掛け回転型） 
Ｄ２－１４ＣＡ 一 いす（一人掛け回転型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｄ 一 いす（一人掛け座脚一体無垢型） 
Ｄ２－１４ＤＡ 一 いす（一人掛け座脚一体無垢型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｅ 一 いす（一人掛け無垢肘掛け型） 
Ｄ２－１４Ｇ 一 いす（折畳み型） 
Ｄ２－１４ＧＡ 一 いす（折畳み型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｋ 一 いす（揺りいす型） 
Ｄ２－１４Ｌ 一 いす（台付き型） 
Ｄ２－１４ＬＡ 一 いす（台付き折畳み型） 
Ｄ２－１４Ｊ 一 いす（寝いす型） 
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） 

・ 脚、枠等に相当の凹凸・変形による装飾が設けられているもの。 

・唐草模様状等のように細かい屈曲線状を構成した部分、すかし彫り等を相当程度施したもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

全体を大きく幾何学的な屈曲に構成しているものは含まない。→ＡＣ（特殊造形）参照 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・ いわゆる猫足には付与する。 

・先端のみにぎぼうし状の加工が施されている程度には付与しない。 

1161077 号 いす 

 

1161123 号 いす 
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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。 

ＡＢ 籐製 

ＡＣ 特殊造形型 

  
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 

Ｄ７－２２ ＡＢ 籐製 
 

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 

Ｄ２－１４ 一 いす 
Ｄ２－１４Ａ 一 いす（一人掛け四脚型） 
Ｄ２－１４ＡＡ 一 いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｂ 一 いす（一人掛け変脚型） 
Ｄ２－１４ＢＡ 一 いす（一人掛け変脚型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｃ 一 いす（一人掛け回転型） 
Ｄ２－１４ＣＡ 一 いす（一人掛け回転型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｄ 一 いす（一人掛け座脚一体無垢型） 
Ｄ２－１４ＤＡ 一 いす（一人掛け座脚一体無垢型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｅ 一 いす（一人掛け無垢肘掛け型） 
Ｄ２－１４Ｇ 一 いす（折畳み型） 
Ｄ２－１４ＧＡ 一 いす（折畳み型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｋ 一 いす（揺りいす型） 
Ｄ２－１４Ｌ 一 いす（台付き型） 
Ｄ２－１４ＬＡ 一 いす（台付き折畳み型） 
Ｄ２－１４Ｊ 一 いす（寝いす型） 
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） 

・脚、枠が籐で作られたもの。 

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） 

・座のみが籐で編まれたものには付与しない。 

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 古典装飾調 

ＡＣ 特殊造形型 

  
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 

Ｄ７－２２ ＡＣ 特殊造形型 
 

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 

Ｄ２－１４ 一 いす 
Ｄ２－１４Ａ 一 いす（一人掛け四脚型） 
Ｄ２－１４ＡＡ 一 いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｂ 一 いす（一人掛け変脚型） 
Ｄ２－１４ＢＡ 一 いす（一人掛け変脚型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｃ 一 いす（一人掛け回転型） 
Ｄ２－１４ＣＡ 一 いす（一人掛け回転型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｄ 一 いす（一人掛け座脚一体無垢型） 
Ｄ２－１４ＤＡ 一 いす（一人掛け座脚一体無垢型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｅ 一 いす（一人掛け無垢肘掛け型） 
Ｄ２－１４Ｇ 一 いす（折畳み型） 
Ｄ２－１４ＧＡ 一 いす（折畳み型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｋ 一 いす（揺りいす型） 
Ｄ２－１４Ｌ 一 いす（台付き型） 
Ｄ２－１４ＬＡ 一 いす（台付き折畳み型） 
Ｄ２－１４Ｊ 一 いす（寝いす型） 
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 

  

  

定義（図例必須） 

・ 形の面白さを主なねらいとして、全体形状を、奇抜、変則に造形したもの。 

・ 動物等の具象形部分が特徴的要素であるものも含む。 

1161315 号 ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞﾁｪｱ 

 

1162174 号 いす 

 

1162484 号 いす 

 

1179906 号 揺りいす 

 

1183297 号 椅子 

 

1184978 号 子供用いす 

 

1185381 号 ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱ 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・機能上の目的でメカニカルな構造としたものには付与しない。 

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 古典装飾調 

ＡＢ 籐製 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1183844 号 いす 
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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 

Ｄ７－２２ ＣＡ 折畳み型 
 

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 

Ｄ２－１４ 一 いす 

Ｄ２－１４Ａ 一 いす（一人掛け四脚型） 

Ｄ２－１４ＡＡ 一 いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｂ 一 いす（一人掛け変脚型） 

Ｄ２－１４ＢＡ 一 いす（一人掛け変脚型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｃ 一 いす（一人掛け回転型） 

Ｄ２－１４ＣＡ 一 いす（一人掛け回転型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｄ 一 いす（一人掛け座脚一体無垢型） 

Ｄ２－１４ＤＡ 一 いす（一人掛け座脚一体無垢型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｅ 一 いす（一人掛け無垢肘掛け型） 

Ｄ２－１４Ｇ 一 いす（折畳み型） 

Ｄ２－１４ＧＡ 一 いす（折畳み型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｋ 一 いす（揺りいす型） 

Ｄ２－１４Ｌ 一 いす（台付き型） 

Ｄ２－１４ＬＡ 一 いす（台付き折畳み型） 

Ｄ２－１４Ｊ 一 いす（寝いす型） 
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） 

・座と脚が折り畳めるもの。 

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） 

ＣＣ＞ＣＡ 

（折畳み型）でかつ（寝いす型）のいすにはＣＣを付与する。 
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 座はね上げ型 

ＣＣ 寝いす型 

  

  

  

  

  

1177838 号 肘掛付き折り畳み椅子 

  

1114272号 折畳み椅子 

 

1098626 号 折り畳みいす 
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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 

Ｄ７－２２ ＣＢ 座はね上げ型 
 

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 

Ｄ２－１４ 一 いす 
Ｄ２－１４Ａ 一 いす（一人掛け四脚型） 
Ｄ２－１４ＡＡ 一 いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｂ 一 いす（一人掛け変脚型） 
Ｄ２－１４ＢＡ 一 いす（一人掛け変脚型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｃ 一 いす（一人掛け回転型） 
Ｄ２－１４ＣＡ 一 いす（一人掛け回転型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｄ 一 いす（一人掛け座脚一体無垢型） 
Ｄ２－１４ＤＡ 一 いす（一人掛け座脚一体無垢型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｅ 一 いす（一人掛け無垢肘掛け型） 
Ｄ２－１４Ｇ 一 いす（折畳み型） 
Ｄ２－１４ＧＡ 一 いす（折畳み型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｋ 一 いす（揺りいす型） 
Ｄ２－１４Ｌ 一 いす（台付き型） 
Ｄ２－１４ＬＡ 一 いす（台付き折畳み型） 
Ｄ２－１４Ｊ 一 いす（寝いす型） 
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） 

・劇場等の床等に固定するいす、及び自立したいすで、座をはね上げることができるもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・座がはね上がるだけでなく、脚等のフレームも折り畳めることができるものは、Ｄ７－２２ＣＡ。 

・玄関、浴室等の壁面に取り付ける腰掛けで、座をはね上げ収納するものは、Ｄ７－２００。 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

1046510 号 いす 

   

1163069 号 椅子 

  

1037264 号 いす 
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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。 

ＣＡ 折り畳み型 

ＣＣ 寝いす型 

  

  

  

  

  

  

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 

Ｄ７－２２ ＣＣ 寝いす型 
 

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 

Ｄ２－１４ 一 いす 
Ｄ２－１４Ａ 一 いす（一人掛け四脚型） 
Ｄ２－１４ＡＡ 一 いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｂ 一 いす（一人掛け変脚型） 
Ｄ２－１４ＢＡ 一 いす（一人掛け変脚型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｃ 一 いす（一人掛け回転型） 
Ｄ２－１４ＣＡ 一 いす（一人掛け回転型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｄ 一 いす（一人掛け座脚一体無垢型） 
Ｄ２－１４ＤＡ 一 いす（一人掛け座脚一体無垢型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｅ 一 いす（一人掛け無垢肘掛け型） 
Ｄ２－１４Ｇ 一 いす（折畳み型） 
Ｄ２－１４ＧＡ 一 いす（折畳み型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｋ 一 いす（揺りいす型） 
Ｄ２－１４Ｌ 一 いす（台付き型） 
Ｄ２－１４ＬＡ 一 いす（台付き折畳み型） 
Ｄ２－１４Ｊ 一 いす（寝いす型） 
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） 

・ 座と背もたれが一体状で、背もたれが後に深く傾斜した状態のもの、または可動する背もたれで深く傾斜

した状態に固定できもの。 

・ 座が足も載せて腰掛けられるように長方形等で、背もたれが片側の短辺のみに設けられ、または背もたれ

兼肘掛けが片側の長辺と短辺のみ或いは片側の突出が極端に大きく設けられたもの。 

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） 

ＣＣ＞ＣＡ 

（折畳み型）でかつ（寝いす型）のいすにはＣＣを付与する。 

1131242 号 椅子 

 

1089589 号 折り畳み椅子 

   

1113573 号 いす 

  

1162914 号 ソファー 
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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。 

ＣＡ 折り畳み型 

ＣＢ 座はね上げ型 

  

  

  

  

  

  
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 

1 

Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ７－２２ Ｄ 脚変形型 
 

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 

Ｄ２－１４ 一 いす 

Ｄ２－１４Ａ 一 いす（一人掛け四脚型） 

Ｄ２－１４ＡＡ 一 いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｂ 一 いす（一人掛け変脚型） 

Ｄ２－１４ＢＡ 一 いす（一人掛け変脚型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｃ 一 いす（一人掛け回転型） 

Ｄ２－１４ＣＡ 一 いす（一人掛け回転型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｄ 一 いす（一人掛け座脚一体無垢型） 

Ｄ２－１４ＤＡ 一 いす（一人掛け座脚一体無垢型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｅ 一 いす（一人掛け無垢肘掛け型） 

Ｄ２－１４Ｇ 一 いす（折畳み型） 

Ｄ２－１４ＧＡ 一 いす（折畳み型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｋ 一 いす（揺りいす型） 

Ｄ２－１４Ｌ 一 いす（台付き型） 

Ｄ２－１４ＬＡ 一 いす（台付き折畳み型） 

Ｄ２－１４Ｊ 一 いす（寝いす型） 
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） 

・ いすの脚部がＤＡ、ＤＢ、ＤＣ、ＤＤ以外の形態のもの。ＤＡ以下の組合わさったもの、例えば複数垂直棒状

（ＤＢ）と無垢状（ＤＤ）の組合わさった構成も含む。 

・ スタジアムの階段状の席を形成するもので、座の下部に取り付け部分が明確に突出しているものも含む。

（階段状の側面に取り付けるものも含む。） 

・脚部の先端を床に埋め込み固定するか、先端基部をボルト等で固着する等で床面に固定するタイプの脚

の態様も含む。 

1100591 号 いす 

  

1112756 号 いす 

 

1125896 号 いす 

   

1125012 号 椅子 
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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。 

ＤＡ 脚フレーム構成型 

ＤＢ 脚複数垂直棒状型 

ＤＣ 脚基部放射状型 

ＤＤ 脚板状または無垢状型 

  

  

  

  
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 

1 

Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ７－２２ ＤＡ 脚フレーム構成型 
 

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 

Ｄ２－１４ 一 いす 

Ｄ２－１４Ａ 一 いす（一人掛け四脚型） 

Ｄ２－１４ＡＡ 一 いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｂ 一 いす（一人掛け変脚型） 

Ｄ２－１４ＢＡ 一 いす（一人掛け変脚型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｃ 一 いす（一人掛け回転型） 

Ｄ２－１４ＣＡ 一 いす（一人掛け回転型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｄ 一 いす（一人掛け座脚一体無垢型） 

Ｄ２－１４ＤＡ 一 いす（一人掛け座脚一体無垢型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｅ 一 いす（一人掛け無垢肘掛け型） 

Ｄ２－１４Ｇ 一 いす（折畳み型） 

Ｄ２－１４ＧＡ 一 いす（折畳み型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｋ 一 いす（揺りいす型） 

Ｄ２－１４Ｌ 一 いす（台付き型） 

Ｄ２－１４ＬＡ 一 いす（台付き折畳み型） 

Ｄ２－１４Ｊ 一 いす（寝いす型） 
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） 

・脚部の構成要素が棒状のみで、その棒状を屈曲させるなどした形態のもの（複数垂直棒状でないもの）。 

・棒状をコの字状に屈曲させて、その一辺が床面に接する形態も含む。 

・脚先端に相互に渡すように細幅板状の台座を取り付け、コの字状と同様に構成したものも含む。 

・脚部の片側の単位が、床面に接する水平部材の略中央に垂直状に支柱等を設けた逆Ｔ字型も含む。 

1172717 号 椅子 

 

1167479 号 椅子 

   

1161072 号 いす 

   

1146540 号 椅子 

   

1142124 号 いす 

 

1125012 号 椅子 
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2 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・垂直支柱部分が１本のものは含まない。 

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 脚変形型 

ＤＢ 脚複数垂直棒状型 

ＤＣ 脚基部放射状型 

ＤＤ 脚板状または無垢状型 

  

  

  

  
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 

1 

Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ７－２２ ＤＢ 脚複数垂直棒状型 
 

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 

Ｄ２－１４ 一 いす 

Ｄ２－１４Ａ 一 いす（一人掛け四脚型） 

Ｄ２－１４ＡＡ 一 いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｂ 一 いす（一人掛け変脚型） 

Ｄ２－１４ＢＡ 一 いす（一人掛け変脚型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｃ 一 いす（一人掛け回転型） 

Ｄ２－１４ＣＡ 一 いす（一人掛け回転型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｄ 一 いす（一人掛け座脚一体無垢型） 

Ｄ２－１４ＤＡ 一 いす（一人掛け座脚一体無垢型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｅ 一 いす（一人掛け無垢肘掛け型） 

Ｄ２－１４Ｇ 一 いす（折畳み型） 

Ｄ２－１４ＧＡ 一 いす（折畳み型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｋ 一 いす（揺りいす型） 

Ｄ２－１４Ｌ 一 いす（台付き型） 

Ｄ２－１４ＬＡ 一 いす（台付き折畳み型） 

Ｄ２－１４Ｊ 一 いす（寝いす型） 
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） 

・ 棒状の脚が、３本以上相互の間隔が密にならない程度に、略垂直方向に設けられたもの。 

・緩やかな曲線状や八の字状に開いたものも含む。 

1183491 号 椅子 
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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 脚変形型 

ＤＡ 脚フレーム構成型 

ＤＣ 脚基部放射状型 

ＤＤ 脚板状または無垢状型 

  

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

Ｄ７－２２ＤＡ 

1161497 号 いす 

  

Ｄ７－２２ＤＡ 

1182051 号 椅子 

 

Ｄ７－２２ＤＡ 

1163660 号  

子供用いす 

 



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 

Ｄ７－２２ ＤＣ 脚基部放射状型 
 

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 

Ｄ２－１４ 一 いす 
Ｄ２－１４Ａ 一 いす（一人掛け四脚型） 
Ｄ２－１４ＡＡ 一 いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｂ 一 いす（一人掛け変脚型） 
Ｄ２－１４ＢＡ 一 いす（一人掛け変脚型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｃ 一 いす（一人掛け回転型） 
Ｄ２－１４ＣＡ 一 いす（一人掛け回転型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｄ 一 いす（一人掛け座脚一体無垢型） 
Ｄ２－１４ＤＡ 一 いす（一人掛け座脚一体無垢型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｅ 一 いす（一人掛け無垢肘掛け型） 
Ｄ２－１４Ｇ 一 いす（折畳み型） 
Ｄ２－１４ＧＡ 一 いす（折畳み型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｋ 一 いす（揺りいす型） 
Ｄ２－１４Ｌ 一 いす（台付き型） 
Ｄ２－１４ＬＡ 一 いす（台付き折畳み型） 
Ｄ２－１４Ｊ 一 いす（寝いす型） 
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 

  

  

  

定義（図例必須） 

・ 脚の支柱部が略中央に一本で、床面と接する基部が、支柱部を中心とした放射状となっているもの。 

・リング状の補強部材等が付加されているものも含む。 

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） 

 

1188388 号 椅子 

   

1185208 号 椅子 

 

11156303 号 いす 

 

1184399 号 椅子 
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2 

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 脚変形型 

ＤＡ 脚フレーム構成型 

ＤＢ 脚複数垂直棒状型 

ＤＤ 脚板状または無垢状型 

  

  

  

  

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 

Ｄ７－２２ ＤＤ 脚板状または無垢状型 
 

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 

Ｄ２－１４ 一 いす 
Ｄ２－１４Ａ 一 いす（一人掛け四脚型） 
Ｄ２－１４ＡＡ 一 いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｂ 一 いす（一人掛け変脚型） 
Ｄ２－１４ＢＡ 一 いす（一人掛け変脚型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｃ 一 いす（一人掛け回転型） 
Ｄ２－１４ＣＡ 一 いす（一人掛け回転型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｄ 一 いす（一人掛け座脚一体無垢型） 
Ｄ２－１４ＤＡ 一 いす（一人掛け座脚一体無垢型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｅ 一 いす（一人掛け無垢肘掛け型） 
Ｄ２－１４Ｇ 一 いす（折畳み型） 
Ｄ２－１４ＧＡ 一 いす（折畳み型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｋ 一 いす（揺りいす型） 
Ｄ２－１４Ｌ 一 いす（台付き型） 
Ｄ２－１４ＬＡ 一 いす（台付き折畳み型） 
Ｄ２－１４Ｊ 一 いす（寝いす型） 
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） 

・ 脚部が板状の部材で構成されたもの。 

・ 脚部が中空状または無垢状に太く立体状のもの。 

・棒状等のそれらと異なる形状の部材が組み合わさったものでも、概ね板状、無垢状であれば含む。（例え

ば、無垢状に極短い棒状の脚が付いた程度のもの） 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

1182137 号 椅子 
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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 脚変形型 

ＤＡ 脚フレーム構成型 

ＤＢ 脚複数垂直棒状型 

ＤＣ 脚基部放射状型 

  

  

  

  
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 

Ｄ７－２２ Ｈ 肘掛け付き 
 

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 

Ｄ２－１４ 一 いす 

Ｄ２－１４ＡＡ 一 いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４ＢＡ 一 いす（一人掛け変脚型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４ＣＡ 一 いす（一人掛け回転型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４ＤＡ 一 いす（一人掛け座脚一体無垢型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｅ 一 いす（一人掛け無垢肘掛け型） 

Ｄ２－１４ＧＡ 一 いす（折畳み型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｋ 一 いす（揺りいす型） 

Ｄ２－１４Ｌ 一 いす（台付き型） 

Ｄ２－１４ＬＡ 一 いす（台付き折畳み型） 

Ｄ２－１４Ｊ 一 いす（寝いす型） 

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） 

・ 肘掛けが取り付けられているもの、または、座、脚、背もたれと一体状で座の端部に肘を載せられる位置

に突出部が設けられているもの。 

・ 片側のみ肘掛け部があるものも含める。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

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 

   

   

 

1112947 号 椅子 

 

1106205 号  

音響機器付椅子 

 

1141129 号 椅子 

 

1172554 号 椅子 
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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 

Ｄ７－２２ Ｊ 台付き 
 

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 

Ｄ２－１４Ｌ 一 いす（台付き型） 

Ｄ２－１４ＬＡ 一 いす（台付き折畳み型） 
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） 

・ 台・テーブルが腰掛けの一部として付加されたもの。 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ 台・テーブルといすが結合されたもので、形態上、①台・テーブルが主体になっている、②台・テーブルが

座より高い位置に結合され台・テーブルかいすかのいずれかを主体にできないものはＤ７－１４０Ｊ。 

・いすに付加された、または組み込まれた態様でない整理棚等といすが結合されたものは含まない（整理棚

等の各物品の雑分類）。 
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 

   

   

 

1182638 号 いす 

 

 

1152723 号 いす 

 



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 

Ｄ７－２３ 複数掛け腰掛け 
 

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 

Ｄ２－１３Ｂ 全 腰掛け（長腰掛け型） 

Ｄ２－１３ＢＡ 全 腰掛け（長腰掛け型・折畳み） 

Ｄ２－１３Ｃ 一 腰掛け（連結型） 

Ｄ２－１３Ｄ 一 腰掛け（台付き型） 
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 

Ｌ３－４００ 濡縁 

  
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 

腰掛け ベンチ 縁台 

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ 座部が複数あるもの、または座部が長い等により二人以上で腰掛けられるような形態のもので、脚部があ

り背凭れのないもの。 

・ 脚により自立状態に座部を支えるものの他、床等に脚を固定させ支持するもの、スタジアムの階段状席を

形成するもので階段状床の側面に取り付ける脚（アーム）部を有するものも含む。 

登録 886513 号 
腰掛け 

 

登録 1065131 号 
ベンチ 

 

登録 1153914 号 
ベンチ 

 

登録 1170362 号 
ベンチ 

 

登録 1054023 号 
腰掛け 

 

登録 1138316 号 
ベンチ 

 



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） 

・建物において窓外の面に接して設置するための台は、４本脚等で自立するものであってもＬ３－４００（濡

縁または外縁）。 

・壁面等に取り付けるベンチ等は含まない（Ｄ７－２００）。 

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 

Ｄ７－２３ ＡＡ 古典装飾調 
 

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 

Ｄ２－１３Ｂ 一 腰掛け（長腰掛け型） 

Ｄ２－１３ＢＡ 一 腰掛け（長越掛け型・折り畳み） 

Ｄ２－１３Ｃ 一 腰掛け（連結型） 

Ｄ２－１３Ｄ 一 腰掛け（台付き型） 
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） 

・ 脚・枠等に相当の凹凸・変形による装飾が設けられているもの。 

・ 唐草模様状等のように細かい屈曲線状を構成した部分、すかし彫り等を相当程度施したもの。 

・  

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

全体を大きく幾何学的な屈曲に構成しているものは含まない。→ＡＣ（特殊造形）参照 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・ いわゆる猫足には付与する。 

・ 先端のみにぎぼうし状の加工が施されている程度には付与しない。 

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 籐製 

ＡＣ 特殊造形型 

  

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1141496 号 
ベンチ 

       



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 

Ｄ７－２３ ＡＢ 籐製 
 

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 

Ｄ２－１３Ｂ 一 腰掛け（長腰掛け型） 

Ｄ２－１３ＢＡ 一 腰掛け（長腰掛け型・折り畳み） 

Ｄ２－１３Ｃ 一 腰掛け（連結型） 

Ｄ２－１３Ｄ 一 腰掛け（台付き型） 
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） 

・脚、枠が籐で作られたもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・脚・フレームが籐でなく、座の枠の内側の面のみが籐で編まれたものは含まない。 

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 古典装飾調 

ＡＣ 特殊造形型 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1136871 号 
腰掛け 

 



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 

Ｄ７－２３ ＡＣ 特殊造形型 
 

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 

Ｄ２－１３Ｂ 一 腰掛け（長腰掛け型） 

Ｄ２－１３ＢＡ 一 腰掛け（長腰掛け型・折り畳み） 

Ｄ２－１３Ｃ 一 腰掛け（連結型） 

Ｄ２－１３Ｄ 一 腰掛け（台付き型） 
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） 

・ 形の面白さを主なねらいとして、全体形状を、奇抜、変則に造形したもの。 

・ 動物等の具象形部分が特徴的要素であるものも含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・機能上の目的から単にメカニカルな構造となっているものには付与しない。 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

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 古典的装飾調 

ＡＢ 籐製 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1139014 号 
ベンチ 

 

登録 1024620 号 
ベンチ 

 

登録 916594 号 
ベンチ 

 



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 

Ｄ７－２３ ＣＡ 折畳み型 
 

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 

Ｄ２－１３ＢＡ 全 腰掛け（長腰掛け型・折り畳み） 

   
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） 

・座と脚が折り畳めるもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・脚だけが折り畳めるものは含まない。 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

ＣＢ，ＣＤに優先する。 

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 座部はね上げ型 

ＣＤ 座部クッション型 

  

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1154986 号 
折畳みベンチ 

 

登録 1105328 号 
折り畳み縁台 

   



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 

Ｄ７－２３ ＣＢ 座部はね上げ型 
 

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 

Ｄ２－１３Ｂ 一 腰掛け（長腰掛け型） 

Ｄ２－１３Ｃ 一 腰掛け（連結型） 

   

   
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） 

・不使用時に座をはね上げておくことができるもの。 

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） 

ＣＡが優先。ＣＤには優先する。 

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 折り畳み型 

ＣＤ 座部クッション型 

  

  

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 

Ｄ７－２３ ＣＤ 座部クッション型 
 

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 

Ｄ２－１３Ｂ 一 腰掛け（長腰掛け型） 

Ｄ２－１３Ｃ 一 腰掛け（連結型） 

Ｄ２－１３Ｄ 一 腰掛け（台付き型） 

   
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） 

・ 座がクッション性の厚みのあるもの。 

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） 

ＣＡ、ＣＢが優先。 

 

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 折畳み型 

ＣＢ 座部はね上げ型 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1125364 号 
腰掛け 

 

登録 1087448 号 
ベンチ 

  

登録 1062289 号 
腰掛け 

 

 



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 

Ｄ７－２３ ＥＡ 座部全体長方形、座面分離型 
 

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 

Ｄ２－１３Ｂ 一 腰掛け（長腰掛け型） 

Ｄ２－１３Ｃ 一 腰掛け（連結型） 

Ｄ２－１３Ｄ 一 腰掛け（台付き型） 
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） 

・ 座部全体が略長方形で、座面が一人用に物理的に分離しているもの。 

 

登録 1184629 号 
ベンチ 

  

   

登録 1119744 号 
ベンチ 

 

 

登録 1166038 号 
腰掛け 

 

登録 770113 号 
ベンチ 

    



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） 

・ 座面が一人用に物理的には切れているが密着しているものは含まない（Ｄ７－２３ＥＢ）。 

・ 座面が一人一人の腰掛ける位置を指定するように僅かな窪みとなっている程度のものは含まない（Ｄ７－

２３ＥＢ）。 

 

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。 

ＥＢ 座部略直線状・一体型 

  

  

  
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 

1 

Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ７－２３ ＥＢ 座部全体長方形、座面一体型 
 

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 

Ｄ２－１３Ｂ 一 腰掛け（長腰掛け型） 

Ｄ２－１３Ｄ 一 腰掛け（台付き型） 

   

   
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 

  

  

定義（図例必須） 

・ 座部全体が略長方形で、座面が一体のもの及び一人用に物理的には切れているが密着しているもの。 

・ 座面が一人一人の腰掛ける位置を指定するように僅かな窪みとなっている程度のものも含む。 

・ クッション等で一人用の座ができていても、座面全体として一体であるものも含む。（例：登録 1085182 号） 

登録 980172 号 
ベンチ 

 

 

登録 1036275 号 
ベンチ 

 

登録 1067400 号 
ベンチ 

 

登録 1172781 号 
ベンチ 

 

登録 1085182 号  いす 

 



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。 

ＥＡ 座部略直線状・分離型 

  

  

  
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 

1 

Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ７－２３ Ｊ 台付き 
 

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 

Ｄ２－１３Ｄ 一 腰掛け（台付き型） 

   

   
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 

  

  

  

定義（図例必須） 

・台・テーブルが腰掛けの一部として座の並びに配置されたもの、またはフレーム等により取り付けられたも

の。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ 台・テーブルと長腰掛けが結合されたもので、形態上、①台・テーブルが主体になっている、②台・テーブ

ルが座より高い位置に結合され台・テーブルか長腰掛けかのいずれかを主体にできないものはＤ７－１４０

Ｊ。 

・長腰掛けに付加された、または組み込まれた態様でない整理棚等と長腰掛けが結合されたものは含まな

い（整理棚等の各物品の雑分類）。 

 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

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。 

  

  

  

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1154203 号 
いす 

 

登録 1085182 号 
いす 

 

登録 1139259 号 
ベンチ 

 



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 

Ｄ７－２４ 複数掛けいす 
 

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 

Ｄ２－１０Ａ 全 腰掛け，いす等（ベッド兼用型） 

Ｄ２－１０Ｂ 全 腰掛け，いす等（マットレス兼用型） 

Ｄ２－１４Ｆ 全 いす（長いす型） 

Ｄ２－１４ＦＡ 全 いす（長いす型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４ＦＡＡ 全 いす（長いす型・無垢肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｇ 一 いす（折り畳み型） 

Ｄ２－１４ＧＡ 一 いす（折り畳み型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｈ 全 いす（連結型） 

Ｄ２－１４ＨＢ 全 いす（連結折畳み型） 

Ｄ２－１４ＨＡ 全 いす（連結型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４ＨＢＡ 全 いす（連結折畳み型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｌ 一 いす（台付き型） 

Ｄ２－１４ＬＡ 一 いす（台付き折り畳み型） 
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 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

長いす ベンチ 劇場用いす 

ソファーベッド ソファー  

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ 座部が複数あるもの、または座部が長い等により二人以上で腰掛けられるような形態のもので、脚部と背

もたれがあるもの。 

・ 脚により自立状態に座部を支えるものの他、床等に脚を固定させ支持するもの、スタジアムの階段状席を

形成するもので階段状床の側面に取り付ける脚（アーム）部を有するものも含む。 

・ 脚がないマットレス兼用型等も含める。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

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 

Ｄ７－２４ ＡＡ 古典装飾調 
 

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 

Ｄ２－１０Ａ 一 腰掛け，いす等（ベッド兼用型） 

Ｄ２－１０Ｂ 一 腰掛け，いす等（マットレス兼用型） 

Ｄ２－１４Ｆ 一 いす（長いす型） 

Ｄ２－１４ＦＡ 一 いす（長いす型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４ＦＡＡ 一 いす（長いす型・無垢肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｈ 一 いす（連結型） 

Ｄ２－１４ＨＢ 一 いす（連結折畳み型） 

Ｄ２－１４ＨＡ 一 いす（連結型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４ＨＢＡ 一 いす（連結折畳み型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｌ 一 いす（台付き型） 

Ｄ２－１４ＬＡ 一 いす（台付き折り畳み型） 
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） 

・ 枠等に相当の凹凸・変形による装飾が設けられているもの。 

・唐草模様状等のように細かい屈曲線状を構成した部分、すかし彫り等を相当程度施したもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

全体を大きく幾何学的な屈曲に構成しているものは含まない。→ＡＣ（特殊造形）参照 

登録１１３０１７４号   
ベンチ 

登録９９２０２３号  
ベンチ 

登録９９１１７５号  
肘掛け付きベンチ 



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） 

・ いわゆる猫足には付与する。 

・先端のみにぎぼうし状の加工が施されている程度には付与しない。 

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 籐製 

ＡＣ 特殊造形型 

ＡＤ ベッド兼用型 

ＡＥ マットレス兼用型 
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 

1 

Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ７－２４ ＡＢ 籐製 
 

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 

Ｄ２－１０Ａ 一 腰掛け，いす等（ベッド兼用型） 

Ｄ２－１０Ｂ 一 腰掛け，いす等（マットレス兼用型） 

Ｄ２－１４Ｆ 一 いす（長いす型） 

Ｄ２－１４ＦＡ 一 いす（長いす型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４ＦＡＡ 一 いす（長いす型・無垢肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｈ 一 いす（連結型） 

Ｄ２－１４ＨＢ 一 いす（連結折畳み型） 

Ｄ２－１４ＨＡ 一 いす（連結型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４ＨＢＡ 一 いす（連結折畳み型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｌ 一 いす（台付き型） 

Ｄ２－１４ＬＡ 一 いす（台付き折り畳み型） 
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 

  

  

  

定義（図例必須） 

・脚、枠が籐で作られたもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・脚・フレームが籐でなく、座の枠の内側の面のみが籐で編まれたものは含まない。 

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 古典装飾調 

ＡＣ 特殊造形型 

ＡＤ ベッド兼用型 

ＡＥ マットレス兼用型 
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 

1 

Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ７－２４ ＡＣ 特殊造形型 
 

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 

Ｄ２－１０Ａ 一 腰掛け，いす等（ベッド兼用型） 

Ｄ２－１０Ｂ 一 腰掛け，いす等（マットレス兼用型） 

Ｄ２－１４Ｆ 一 いす（長いす型） 

Ｄ２－１４ＦＡ 一 いす（長いす型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４ＦＡＡ 一 いす（長いす型・無垢肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｈ 一 いす（連結型） 

Ｄ２－１４ＨＢ 一 いす（連結折畳み型） 

Ｄ２－１４ＨＡ 一 いす（連結型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４ＨＢＡ 一 いす（連結折畳み型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｌ 一 いす（台付き型） 

Ｄ２－１４ＬＡ 一 いす（台付き折り畳み型） 
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） 

・ 形の面白さを主なねらいとして、全体形状を、奇抜、変則に造形したもの。 

・動物等の具象形部分が特徴的要素であるものも含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・機能上の目的から単にメカニカルな構造となっているものには付与しない。 
Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

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 古典装飾調 

ＡＢ 籐製 

ＡＤ ベッド兼用型 

ＡＥ マットレス兼用型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録１１６５７１０号 
二人用座回転機構付いす 

登録１１１０３４７号 
いす 

登録１１６２８３７号 
椅子 



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 

Ｄ７－２４ ＡＤ ベッド兼用型 
 

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 

Ｄ２－１０Ａ 全 腰掛け，いす等（ベッド兼用型） 

Ｄ２－１４Ｌ 一 いす（台付き型） 
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 

Ｄ７－３１Ｃ ベッド（いす兼用型） 

Ｄ７－３１Ｄ ベッド（床可動型） 

Ｄ７－３１Ｆ ベッド（マットレス有り） 
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・背もたれを倒す、座を引き出す等により脚の付いた略フラットな面のベッド状に変形できるもの。 

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） 

Ｄ７－３１Ｃベッド（いす兼用型）との関係 

・出願にあたっては願書の「意匠に係る物品」の欄の記載によって分類する。 

①「いす」、「ベンチ」、「ソファー」の記載はＤ７－２４ＡＤに、「ベッド」の記載はＤ７－３１Ｃに分類する。 

②「ソファーベッド」の記載は、願書の「意匠に係る物品の説明」の欄の記載において、主たる用途がソ

ファーと特定できるものについてはＤ７－２４ＡＤに、主たる機能がベッドと特定できるものについてはＤ

７－３１Ｃに分類する。「意匠に係る物品の説明」から主たる用途が判断できない場合については、肘掛

けを有するものをＤ７－２４ＡＤに、有さないものをＤ７－３１Ｃに分類する。 

 
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 古典装飾調 

ＡＢ 籐製 

ＡＣ 特殊造形型 

ＡＥ マットレス兼用型 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録１１７００８３号 椅子 
 

登録１２００８４２号 
ソファーベッド 

登録１１３６８３４号 椅子 

  

 



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 

Ｄ７－２４ ＡＥ マットレス兼用型 
 

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 

Ｄ２－１０Ｂ 全 腰掛け，いす等（マットレス兼用型） 
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 

Ｄ７－３１Ｃ ベッド（いす兼用型） 

Ｄ７－３１Ｅ ベッド（床可動型） 

Ｄ７－３１Ｆ ベッド（マットレス有り） 
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・全体がクッション性のあるもので脚が無く、背もたれを倒す、座を引き出す等により略フラットな面のマット

レス状に変形できるもの。 

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） 

 

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 古典装飾調 

ＡＢ 籐製 

ＡＣ 特殊造形型 

ＡＤ ベッド兼用型 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録９８１４８５号  ソファーベッド 



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 

Ｄ７－２４ ＣＡ 折り畳み型 
 

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 

Ｄ２－１４Ｇ 一 いす（折り畳み型） 

Ｄ２－１４ＧＡ 一 いす（折り畳み型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４ＦＡＡ 一 いす（長いす型・無垢肘掛け付き） 

Ｄ２－１４ＨＢ 一 いす（連結折畳み型） 

Ｄ２－１４ＨＢＡ 一 いす（連結折畳み型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｌ 一 いす（台付き型） 
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） 

・座と脚が折り畳めるもの。折り畳みの構造の違いは問わない。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・脚だけが折り畳めるものは含まない。 
Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

ＣＢ，ＣＤに優先する。 
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 座部はね上げ型 

ＣＤ 座部クッション型 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録１１６３９６０号 
折り畳み椅子 

登録１０７７５３４号 
折り畳み椅子 

登録５９４４４９号 
折畳み椅子 



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 

Ｄ７－２４ ＣＢ 座部はね上げ型 
 

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 

Ｄ２－１４Ｈ 一 いす（連結型） 

Ｄ２－１４ＨＢ 一 いす（連結折畳み型） 

Ｄ２－１４ＨＡ 一 いす（連結型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４ＨＢＡ 一 いす（連結折畳み型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｌ 一 いす（台付き型） 

Ｄ２－１４ＬＡ 一 いす（台付き折り畳み型） 

   
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） 

不使用時に座をはね上げておくことができるもの。 

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） 

ＣＡが優先。ＣＤには優先する。 

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 折り畳み型 

ＣＤ 座部クッション型 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録１１３０１１９号 椅子 登録１０９８５２６号 ベンチ 
 

登録１０８５６６９号 連結椅子 
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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 

Ｄ７－２４ ＣＤ 座部クッション型 
 

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 

Ｄ２－１０Ａ 一 腰掛け，いす等（ベッド兼用型） 
Ｄ２－１０Ｂ 一 腰掛け，いす等（マットレス兼用型） 
Ｄ２－１４Ｆ 一 いす（長いす型） 
Ｄ２－１４ＦＡ 一 いす（長いす型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４ＦＡＡ 一 いす（長いす型・無垢肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｈ 一 いす（連結型） 
Ｄ２－１４ＨＢ 一 いす（連結折畳み型） 
Ｄ２－１４ＨＡ 一 いす（連結型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４ＨＢＡ 一 いす（連結折畳み型・肘掛け付き） 
Ｄ２－１４Ｌ 一 いす（台付き型） 
Ｄ２－１４ＬＡ 一 いす（台付き折り畳み型） 
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） 

・座がクッション性の厚みのあるもの。 

登録１１６４２３０号 いす 登録１１７７９４８号 椅子 登録１１７７９４７号 ソファー 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

ＣＡ、ＣＢが優先。 

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 折り畳み型 

ＣＢ 座部はね上げ型 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録１１４３５１２号 椅子 登録１１５５１１５７号 長いす 登録１０６５５０８号 連結いす 
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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 

Ｄ７－２４ ＥＡ 座部全体長方形、座面分離型 
 

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 

Ｄ２－１４Ｆ 一 いす（長いす型） 

Ｄ２－１４ＦＡ 一 いす（長いす型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４ＦＡＡ 一 いす（長いす型・無垢肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｈ 一 いす（連結型） 

Ｄ２－１４ＨＢ 一 いす（連結折畳み型） 

Ｄ２－１４ＨＡ 一 いす（連結型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４ＨＢＡ 一 いす（連結折畳み型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｌ 一 いす（台付き型） 

Ｄ２－１４ＬＡ 一 いす（台付き折り畳み型） 
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） 

・ 座部全体が略長方形で、座面が一人用に物理的に分離しているもの。 

  

登録１１６４２３１号 いす 登録１１６２８３８号  
椅子 

登録１１７９７２２号 椅子 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ 座面が一人用に物理的には切れているが密着しているものは含まない（Ｄ７－２４ＥＢ）。 

・ 座面が一人一人の腰掛ける位置を指定するように僅かな窪みとなっている程度のものは含まない（Ｄ７－

２４ＥＢ）。 

 

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。 

ＥＢ 座部全体長方形・座面一体型 

  

  
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 

Ｄ７－２４ ＥＢ 座部全体長方形、座面一体型 
 

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 

Ｄ２－１０Ａ 一 腰掛け，いす等（ベッド兼用型） 

Ｄ２－１０Ｂ 一 腰掛け，いす等（マットレス兼用型） 

Ｄ２－１４Ｆ 一 いす（長いす型） 

Ｄ２－１４ＦＡ 一 いす（長いす型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４ＦＡＡ 一 いす（長いす型・無垢肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｈ 一 いす（連結型） 

Ｄ２－１４ＨＢ 一 いす（連結折畳み型） 

Ｄ２－１４ＨＡ 一 いす（連結型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４ＨＢＡ 一 いす（連結折畳み型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｌ 一 いす（台付き型） 

Ｄ２－１４ＬＡ 一 いす（台付き折り畳み型） 
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 

  

  

  

定義（図例必須） 

・ 座部全体が略長方形で、座面が一体のもの及び一人用に物理的には切れているが密着しているもの。 

・ 座面が一人一人の腰掛ける位置を指定するように僅かな窪みとなっている程度のものも含む。 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

登録１１７７１８４号 ベンチ 登録１１２３７７５号 いす 登録１０９８８０２号 椅子 

登録１１３２１７９号 ソファ 
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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） 

 

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。 

ＥＡ 座部全体長方形・座面分離型 

  

  
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 

Ｄ７－２４ Ｈ 肘掛け付き 
 

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 

Ｄ２－１０Ａ 一 腰掛け，いす等（ベッド兼用型） 

Ｄ２－１０Ｂ 一 腰掛け，いす等（マットレス兼用型） 

Ｄ２－１４ＦＡ 一 いす（長いす型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４ＦＡＡ 一 いす（長いす型・無垢肘掛け付き） 

Ｄ２－１４ＧＡ 一 いす（折り畳み型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４ＨＡ 一 いす（連結型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４ＨＢＡ 一 いす（連結折畳み型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｌ 一 いす（台付き型） 

Ｄ２－１４ＬＡ 一 いす（台付き折り畳み型） 
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 

  

  

定義（図例必須） 

・ 肘掛けが取り付けられているもの、または、座、脚、背もたれと一体状で座の端部に肘を載せられる位置

に突出部が設けられているもの。 

・片側のみ肘掛け部があるものも含める。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

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１１６３８７２号 ベンチ 登録１１７７１８４号 ベンチ 
登録１１６４２２５号 いす 
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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 

Ｄ７－２４ Ｊ 台付き 
 

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 

Ｄ２－１０Ａ 一 腰掛け，いす等（ベッド兼用型） 

Ｄ２－１０Ｂ 一 腰掛け，いす等（マットレス兼用型） 

Ｄ２－１４Ｌ 一 いす（台付き型） 

Ｄ２－１４ＬＡ 一 いす（台付き折り畳み型） 
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） 

・台・テーブルが腰掛けの一部として座の並びに配置されたもの、またはフレーム等により取り付けられたも

の。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ 台・テーブルと長いすが結合されたもので、形態上、①台・テーブルが主体になっている、②台・テーブル

が座より高い位置に結合され台・テーブルか長いすかのいずれかを主体にできないものはＤ７－１４０Ｊ。 

・長椅子に付加された、または組み込まれた態様でない整理棚等と腰掛けが結合されたものは含まない（整

理棚等の各物品の雑分類）。 

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。 

  

  

  

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録１１６４２２８号 いす 登録１１６４２２７号 いす 
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Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ７－２５０ 特殊用途腰掛け及び特殊用途いす 
 

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 

Ｄ２－１５０ 全 特殊用途腰掛け及び特殊用途いす 

   

   

   
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 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

音響装置付きいす トイレ用腰掛け マッサージ用腰掛け 

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・休む、食事する、事務作業する、勉強する等に汎用できる腰掛け・いすではなく、特定の目的・場所専用の形態

的特徴を持った腰掛け・いす。 
・乳幼児・子供、要介護者専用の形態的特徴を持った腰掛け・いす等。 
・ここには、下位の分類に該当しないものを分類する。 

登録８４１７３２号  
音響装置付椅子 

登録１１８０９０４号 
トイレ用座椅子 

      登録１２０９２１５号 
          椅子 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・自力で移動するための車椅子はＪ７－７１０、電動車椅子はＧ２－２００ＡＤ 

・車輪付介護用（移動用、トイレ用、シャワー用）いすは、車輪と（介護者がいすを押すための）ハンドルとフッ

トレストの全てを備えているものであれば、車輪の大きさを問わずＪ７－７１０に分類する。（物品名や説明に

はいすとの記載しかない場合も含む。） 

 

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 

   

   

 

登録７８７９０１号 
踏台付作業椅子 

登録１００１９６６号 
マッサージ施術用台 

登録９５２０６５号 
医療用いす 

登録１１３９９５８号 
マッサージ用いす 

   登録１１２２２２２号 
    シャワー用椅子 
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Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ７－２５１ 子供用いす等 
 

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 

Ｄ２－１４Ｍ 全 いす（子供用いす型） 

Ｄ２－１４ＭＡ 全 いす（幼児用歩行器型） 

   

   
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 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

子供用いす 幼児用いす チャイルドシート 

幼児用歩行器   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・乳幼児・子供専用の機能的・形態的特徴をもった腰掛け、いす、チャイルドシート等。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ベルト等の子供用いす専用の機能が備わっていないものは、物品名「子供用いす」でもＤ７－２２ 

 

 

 

 

 

 

 

 
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１１７８１９０号 
子供用いす Ｄ７－２２ 

登録１１７７８６６号 
幼児用椅子 

登録１２０９８４２号 

幼児用いす 

 

登録１２０７５２０ いす Ｄ７－２２ 
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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 

Ｄ７－２５１ Ａ チャイルドシート型 
 

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 

Ｄ２－１４Ｍ 一 いす（子供用いす型） 

   

   

   
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 

Ｇ２－５１０ 乳母車 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・ 乗用車内に補助的に設置し、乳幼児・子供の保護等を行う座席。 

・ 持ち上げて移動することを兼ねたものも含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・車輪と押し手が付き、移動が主目的の一つであるベビーカーはＧ２－５１０。 

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。 

  

  

  

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録１１８１７１２号  チャイルドシート 
登録１１８０７５８号  自動車用子供座席 
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1 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ７－２５２ 理美容いす、腰掛け、医療用いす、腰掛け 
 

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 

Ｄ２－１５１ 全 理美容用いす 

Ｄ２－１５２ 全 医療用いす 

   

   
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 

Ｄ５－２７００ 洗面用設備具等 

Ｊ７－２１０ 医療用診察台 

  
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 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

理美容用いす 医療用いす 歯科用いす 

理容用いす   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・理美容、治療を行う際、客、患者が腰掛けるいす。 

登録１１７７４００号  
歯科用椅子 

登録１１８２０６０号  
理美容椅子 



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） 

・ 物品名に「台」がつく、いすの形態をとりうるものについて、医療用、治療用又は手術用は J７－２１０、 

理美容用施術台は D７－２５２へ分類する。 

・ 間仕切りと結合したものはＤ７－４０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・洗髪器付き理美容用椅子は、床固定式はＤ５－２００、移動式はＣ４－１１１へ分類する。 

 

 

 
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１０１０６２３号 理美容用施術台 登録１１２９２７１号 屋内用可動間仕切り 

Ｄ５－２００ 
登録１２４１１２５号 
理美容用洗髪器付き椅子 
 

 

Ｃ４－１１１ 
登録１１６９４５９ 
自動洗髪機 
 
 



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 

Ｄ７－２５３ 乗物用腰掛け、乗物用いす等 
 

D-CLASS4 

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 

Ｄ２－１５３０ 全 車両用腰掛け，車両用いす等 

Ｄ２－１５３１ 全 自動車運転席用腰掛け及び自動車運転席用いす 

Ｄ２－１５３２ 全 バス客用いす 

Ｄ２－１５３３ 全 列車客用いす 
D-CLASS5 

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-CLASS6 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

この分類に含まれる物品 

車両用いす 自動車用シート 自動車運転席用いす 

バス客席用いす 鉄道車両用いす 航空機用いす 

ゴルフカート用いす パワーショベル用いす  

   
D-CLASS8 

定義 

・自動車、航空機、作業車、遊技用乗物等に設置する腰掛け・いす。 

・乗物用としての特段の形態的特徴がなくても、使用目的が乗物専用であれば含む。 

 

登録７４５３８１号 
遊戯用乗物いす 

登録１１４２５９８号 
電動車椅子用シート 

登録１０３１２３７号 
バス用シート 



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） 

 

作業機用座席について 

作業機の運転席として使用されるもので、背もたれと座面で構成される程度の座席は当分類を付与する

が、操作部や機体の一部も一体となった座席は、作業機本体の部品として、例えば農業機械用座席であれ

ばＫ３－１９０（農業用機械器具部品及び付属品）、建設機械用座席であればＫ３－３２１９（建設用自走式

機械等部品及び付属品）を付与する。 

 

D-CLASS9 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

D-CLASS10  

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

 

登録８４５２３６号 
車両用補助椅子 

登録８３５７８４号 
バスガイド用折畳みいす 

登録１１７９３８１号 
自動車用シート 

登録１１２７８８２号 
建設機械用シート 
Ｋ３－３２１９ 

 



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 

Ｄ７－２５３ A 作業車運転席型 
 

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 

Ｄ２－１５３０ 一 車両用腰掛け、車両用いす等 

Ｄ２－１５３１ 一 自動車運転席用腰掛け及び自動車運転席用いす 

   

   
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） 

・ 作業車の運転席として使用されるもので、肘掛け・ヘッドレスト無し、背もたれは無しか高くないもの。作業

車用でないものでも、乗物用で形状が共通するものも含む。 

・ 脚の有無は問わない。 

・ 作業機用の操作部や機体の一部が一体となった座席は含まない。 

 
登録１１４２７９８号 
農業機械用座席 

登録７６５５１３号 作業機用シート 登録１１４２７４１号 
建設機械用座席 

登録８４６２７４号 電動三輪車用椅子 登録９９７４７３号 船舶用操船いす 



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。 

B 自動車運転席型 

Ｃ 客席型 

  
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 

1 

Ｄ－ＴＥＲＭ１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ７－２５３ Ｂ 自動車運転席型 
 

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 

Ｄ２－１５３１ 一 自動車運転席用腰掛け及び自動車運転席用いす 

   

   

   
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） 

・ 脚なし、背もたれが高くヘッドレスト付きで、全体がクッション性のある厚手で、中央がややへこんだバケッ

トシート型。 

・ 助手席等でも形態上の条件が合致するものを含む。 

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。 

Ａ 作業車運転席型 

Ｃ 客席型 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録１１７９４１８号 
自動車用シート 

登録１１７７９２２号 
自動車用シート 

登録１１４３８７９号 
車両用いす 



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 

Ｄ７－２５３ Ｃ 客席型 
 

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 

Ｄ２－１５３２ 全 バス客席用いす 

Ｄ２－１５３３ 全 列車客用いす 

   

   
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） 

乗物用椅子（背もたれ付き）で 

・ 二人掛け以上。 

・ 片側に脚。 

・ 足載せ台付き。 

のいずれかに該当するもの。 

登録１１６４２４３号 乗物用いす 登録１１４３２５４号 航空機座席 

登録８８７９８１号 車両用いす 登録１００７５９３号 
鉄道車両用いす 

登録１０９１５８３号  
自動車用座席 

登録６１５２９３号 乗物用いす 



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） 

 

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 作業車運転席型 

Ｂ 自動車運転席型 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録１００１３０９号 乗物用いす 登録９５２７８１号 
バス客席用椅子 

登録９６３５５３号 バス用シート 



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 

Ｄ７－２５４ 浴室用腰掛け、浴室用いす 
 

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 

Ｄ２－１０ 一 腰掛け、いす等 

Ｄ２－１３Ａ 一 腰掛け（一人掛け型） 

Ｄ２－１４Ａ 一 いす（一人掛け四脚型） 

Ｄ２－１４ＡＡ 一 いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 

Ｄ２－１４Ｂ 一 いす（一人掛け変脚型） 

Ｄ２－１４ＢＡ 一 いす（一人掛け四脚型・肘掛け付き） 
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 

浴室用腰掛け 浴室用いす  

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ 浴室用またはシャワー用として使用されるもので、形態がプラスティック一体成形で小さい、またはプラス

ティックの座とパイプのフレーム・脚で構成された等の形態的特徴を持つもの。 

・ 木板を略コの字型に組んだ小さな腰掛け（昔の風呂用腰掛け）のタイプも含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・正座補助用の腰掛けはＤ７－２０２。 
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 1083207 号 
シャワー椅子 

 

登録 1125639 号 
浴用いす 

 



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 

Ｄ７－２９０ 腰掛け、いす等部品及び付属品 

 
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 

Ｄ２－１９０ 一 腰掛け、いす等部品及び付属品 

Ｄ２－１９１ 全 腰掛け用枠体及びいす用枠体 
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 

Ｄ６－１１ 衣類つり下げ具 

Ｇ２－５１９ 乳母車用部品及び付属品 
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 

いす用枠体 いす用足載せ台 いす用アシストグリップ 

いす用ハンガー   

定義 

・ 部品については、腰掛け・いす等を構成するものであって、完成した物品としての形態特性の一部を表し

ている程度の単位のもの。それ以下の小さな単位のものについては、腰掛け・いす等に独特のものはここ

に分類するが、他物品の部品と形態上の差が小さくなっているもの（例えば、キャスター、脚端具のように

基本的形態が機能上定まるもので完成品の違いに基づく差異がほとんどないもの）はここに含めない。 

・ 付属品については、腰掛け・いす等に取り付け他の機能を有するもの。（例えば、脚先端のカバー具等は

いす脚用であっても他の機能がないのでＤ９－１５。） 

・この分類には下位の分類に該当しないものを分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

いすに取り付けるものでも吊り具はＤ６－１０。 
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 1165612 登録 1165925 登録 1164020 登録 1165362 

登録 1148770



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 

Ｄ７－２９１ いす用背もたれ及びいす用ヘッドレスト 

 
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 

Ｄ２－１９０ 一 腰掛け、いす等部品及び付属品（ヘッドレス） 

Ｄ２－１９２ 全 いす用背もたれ 
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 

いす用背もたれ いす用ヘッドレスト  

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ いすの背もたれ及びいすのヘッドレスト、又は、それらの芯・枠・支持アーム等の構成部品であって本体の

一部分であることが分かる程度の単位のもの。 

・ 肘掛け付きの背もたれも含む。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ 本体の一部分であることが分からない程小さな単位のものはＤ７－２９０またはＤ９。 

 
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 1172520 登録 1148853 登録 1148864 登録 1148856 



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 

Ｄ７－２９２ 腰掛け用座及びいす用座 

 
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 

Ｄ２－１９３ 全 腰掛け用座及びいす用座 

   
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 

腰掛け用座 いす用座 いす用背座 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ 腰掛け・いすの座、又は、座用パネル、座の枠等座自体を構成する部品であって座の一部分であることが

分かる程度の単位のもの。 

・ 座と背もたれが一体となったものも含む。（肘掛け付きも） 

・ スタジアム等の階段状コンクリート席に設置する座または背座（脚無し腰掛け・いす）も含む。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・室内で使用する座椅子は、Ｄ７－２０１。 

・作業車の運転席用座はＤ７－２５３Ａ。 

・脚も一体になった枠等はＤ７－２９０。 

・座の一部分であることが分らない程小さな単位のものはＤ７－２９０またはＤ９。 

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 1164481 

登録 1153644 
登録 1148863 
いす用座フレーム 

登録 1143864 

登録 1115728 

登録 1101988 



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 

Ｄ７－２９３ 腰掛け用肘掛け及びいす用肘掛け 

 
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 

Ｄ２－１９４ 全 腰掛け用肘掛け及びいす用肘掛け 

   
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 

いす用肘掛け   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ 腰掛け・いすの肘掛け、袖部、又は、それらを構成するものであって肘掛け等の一部分であることが分か

る程度の単位のもの。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・脚部、座部、背もたれ部と一体になったものは含まない。 

・肘掛け等の一部分であることが分からないほど小さな単位のものはＤ７－２９０またはＤ９。 

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 1132294 登録 1148659 

Ｄ７－２９０ 

登録 1148770 
ベンチ用肘付き脚 

 



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 

Ｄ７－２９４ 腰掛け用脚及びいす用脚 

 
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 

Ｄ２－９４ 一 家具用脚 

Ｄ２－９４Ａ 全 家具用脚（回転脚型） 

Ｄ２－９４ＡＡ 全 家具用脚（回転脚型・円形脚台） 

Ｄ２－９４ＡＢ 全 家具用脚（回転脚型・放射状脚台） 

Ｄ２－９４Ｂ 一 家具用脚（複数脚型） 
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 

Ｄ９－１５ 家具用脚等 

  
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 

腰掛け用脚 いす用脚  

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ 腰掛け・いすの脚、又は、脚自体を構成するものであって脚としての形態特徴を表す程度の単位のもの。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・座面、肘掛け、背もたれと一体になったものは、含まない。 

・脚としての形態特徴を表さない程小さい単位（例えばキャスター）はＤ７－２９０またはＤ９。 

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 1171585 

Ｄ７－２９０ 

登録 1148770 

 



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 

Ｄ７－２９４ Ａ 脚基部放射状型 

 
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 

Ｄ２－９４ＡＢ 全 家具用脚（回転脚・放射状脚台） 

   
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 

  

  

  

定義（図例必須） 

・ 腰掛け・いすの脚の形態が、座を一本の支柱で支え、床設置部がその支柱を中心として棒状が放射状に

広がった構成のもの。 

・放射状の床設置部分のみ（座を支える支柱がない単位）も含む。 

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。 

Ｂ 理美容・医療用型 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録１１０１４６２ 

 



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 

Ｄ７－２９４ Ｂ 理美容、医療用型 

 
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 

Ｄ２－９４ 一 家具用脚 

   
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 

  

  

  

定義（図例必須） 

・理容用、美容用、医療用等として使用されるいすの脚で、形態特徴として次のもの。 

  ①背座が上下や後倒しに可動するもので、その操作を施術者がする形態のもの。 

  ②術者が操作するか明確でない形態の場合は、床に固着させる、または安定性が強い形態のもの。 

・上記の形態特徴を持つ理容用、美容用、医療用等の脚の一部であることが分かる程度の単位の構成部

品も含む。 

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 脚基部放射状型 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

 
登録１１６３６１３ 

登録１１０１０２８ 

 



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 

Ｄ７－２９５ 腰掛けカバー、いすカバー及びいす用背座当て等 

 
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 

Ｄ２－１９５ 一 腰掛けカバー及びいすカバー 

Ｄ２－１９６ 全 いす用背座当て 

   

   
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 

Ｃ１－２００ 座布団及びクッション 

Ｇ２－５１９ 乳母車用部品及び付属品 

  
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 

腰掛け用カバー いすカバー いす用背当て 

いす用腰当て   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

次の何れか、及びそれらに類するもの。 

・ 腰掛け・いす等の座、背もたれ、ヘッドレスト等を覆うカバー状のもの。腰掛け・いす等の全体を覆うものも

含む。 

・ 背当て、座の敷物で、クッション性または発汗のための通気性を有し固定的に取り付けられるもの。 

・ 姿勢保持等のために固定的に背座に取り付けられる背当て、腰当て。 

登録 1526895 
いすカバー 

 



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） 

単純な紐や帯状のもので背・座に取り付けられるクッション等はＣ１－２００。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車の座席に置いて使用するものはＣ１－２００。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

   

   

 

1259284 椅子用クッション  

      

1669758 車両用首用クッション 
    

 

   1505314 クッション 

 



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 

Ｄ７－２９５ Ａ 薄布状型 

 
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 

Ｄ２－１９５ 一 腰掛けカバー及びいすカバー 

   

   

   
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 

Ｇ２－５１９ 乳母車用部品及び付属品 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・ シート状、布状の薄ものでつくられ、クッション性等の覆う以外の機能性がないもの。 

・ 形状としては袋状等であっても含む。 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ 通気性のための網状のものは含めない。 

・姿勢保持、クッション用に膨らんだ部分が一部のみにあっても含めない。 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

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 チャイルドシート用型 

  

  

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録１１６６３６７ 
自 動 車 用 シ ー ト カ バ ー

 

登録１１２７８５３ 

 



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 

Ｄ７－２９５ Ｂ チャイルドシート用型 

 
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 

Ｄ２－１９５ 一 腰掛けカバー及びいすカバー 

Ｄ２－１９６ 一 いす用背座当て 

   

   
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 

Ｇ２－５１９ 乳母車用部品及び付属品 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・チャイルドシート又は乳幼児用の寝いす状のいすに使用するカバー、背座あて。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

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 薄布状型 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録１１０１７０３ 
チャイルドシート用インナー 

 



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 

Ｄ７－２９６ 一組の自動車用シートカバーセット 

 
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 

Ｄ２－１９５ 一 腰掛けカバー及びいすカバー（一組の自動車用シートカバーセット） 

   

   

   
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 

一組の自動車用シートカバーセット   

   

   

   

定義 

・ 自動車用シートのカバーが２以上のもの。同じ形態が２以上も含む。 

・ 座用カバーと背もたれ用カバーが分離したものも、形態上の統一性により組物と認められるもの。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

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 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ７－２９７ 腰掛け用台及びいす用台 

 
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 

Ｄ２－１９０ 一 腰掛け、いす等部品及び付属品 

   
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 

Ｄ７－１４１ テーブル、机（机上棚・袖引き出しなし型）（別体補助甲板付き） 

Ｄ７－１４２ テーブル、机（机上棚付き・袖引き出し付き型）（別体補助甲板付き） 

  
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 

腰掛け用台 いす用台 いす用テーブル 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ 腰掛け・いすに取り付けられる台・テーブル。台自体又は台の支持フレーム・脚を腰掛け・いすのフレーム

等に取り付けて使用する形態のもの。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ 腰掛け・いすに取り付けて使用するものでも、台・テーブルに脚が付いており腰掛け・いすに支持されなくて

も自立できるタイプのものは含まない。 

・ いす付きテーブル等のテーブルは含まない。 

・車、電車、飛行機などの椅子に取り付けられる棚やテーブルについて 

Ｃ５－５３００ＥＡ（食器受け具又は食器保持具 ＥＡ：壁面取り付け型・飲料ホルダー型） 

飲料容器を保持する部分があり、壁面や椅子の一部に後付けで取り付けられるものを分類する。 

Ｄ７－２９７（腰掛け用台及び椅子用台） 

椅子の部品（後付け用のものは除く）のうち、台、テーブル状のものを分類する。 

Ｄ６－２０（壁取り付け小型整理用具） 

飲料容器を保持する部分が無い、後付けで壁面や椅子などに取り付けられる容器状もしくは袋状のもの

を分類する。 

Ｃ０－１２（小物整理皿） 

飲料容器を保持する部分が無く、壁などに取り付けることのないトレー状のものを分類する。 

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 1163947 



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 

Ｄ７－３００ ベッド等 
 

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 

Ｄ２－２０ 一 ベッド等 

Ｄ２－２２ 全 ハンモック 

   
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 

ベッド 収納棚付きベッド ベビーベッド 

ハンモック トイレ用更衣台  

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・台状、棚状、箱状等の寝床及びその部品、付属品。寝具の下に入れるすのこ状の薄いものも含む。 

・睡眠用でなく、おむつ交換等一時的に寝かす台状のものも含む。 

・収納棚、机等の他の家具と複合したベッドも含む。 

・この分類には、下位の分類に含まれないもの、主には、他の家具と複合したベッド、収納部等は設けられ

ていないが家具を入れられる空間を形成した長脚のベッド、独立した空間を形成するボックス型のベッド、ハ

ンモックを分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ベッド用マットレスのみは、ベッド用でも含まない（Ｃ１－１４３、１４４） 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

 登録 380937  ハンモック 登録 888219 ベッド 登録 938610 
収納棚付きベッド 



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 

Ｄ７－３０１ ベビーベッド、揺りかご 
 

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 

Ｄ２－２１２ 全 ベビーベッド 

Ｄ２－２３ 全 揺りかご 

   

   
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 

Ｄ７－２５１Ａ 子供用いす等（ベビーシート型） 

  

  
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 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

ベビーベッド 乳児用バスケット 揺りかご 

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・乳幼児を寝かせるベッド、バスケット（クーファン）等。 

・車載用のもの、及び、脚部が揺動することができる構造のもの含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・車載用で、水平に寝かせるのではなく、腰掛ける状態またはリクライニング状態とするもの（チャイルドシー

ト）は含まない（Ｄ７－２５１Ａ）。 

・ 吊り下げ型はＤ７－３００。 

・ 壁取り付け型はＤ７－３０２。 

 
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 1049950 
小児ベッド 

登録 1156660 
ベビーベッド 

登録 881499 
子供用揺りかご 

登録 1113861 
揺りかご 

登録 629589 
ベビーベッド 



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 

Ｄ７－３０２ おむつ交換台等 
 

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 

Ｄ２－２０ 一 ベッド等 

   
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 

Ｄ５－３００ 浴室用設備具（幼児用マット） 

Ｅ２－６１ 遊戯用浮袋 

Ｄ７－２００ 腰掛け、いす等 
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 

おむつ交換台 トイレ用更衣台  

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・乳幼児や高齢者のおむつ交換に使用する等のための台。主に壁面に取り付けるタイプのもの。 

・おむつ換え用のマット等、おむつ交換台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） 

・ 脚により自立し、台部が柵で囲われている形態のものは、Ｄ７－３０１またはＤ７－３１。 

・ 浴室内で使用することに特化した幼児用のマットは、Ｄ５－３００。浴室内及び居住室内の両方で使用す

るものは、Ｄ７－３０２。 

 

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 938731 
おむつ交換用ベッド 

登録 1109919 
壁面収納式ベンチ 

登録 1112178 
幼児用ベッド 

登録 1064924 
乳幼児おむつ替え 
補助具 

登録 1144541 
おしめ交換台 



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 

Ｄ７－３１ ベッド 
 

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 

Ｄ２－２１０ 全 ベッド 

Ｄ２―２１０Ａ 全 ベッド（ヘッドボード無し型） 

Ｄ２－２１０Ｂ 全 ベッド（ヘッドボード一枚型） 

Ｄ２―２１０Ｃ 全 ベッド（ヘッドキャビネット型） 

Ｄ２－２１０Ｄ 全 ベッド（いす兼用型） 

Ｄ２―２１０Ｅ 全 ベッド（病院用ヘッド型） 

Ｄ２－２１１ 全 二段ベッド 
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 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

ベッド 二段ベッド ソファーベッド 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・床に載置する台状の寝床。 

・脚等がない板状・桟状の台部のみのもの、すのこ状のものも含む。 

・壁面等への収納タイプで使用状態が通常のベッド状のものも含む。 

・ヘッド部分等に収納部があるもの、小テーブルが取り付けてあるものも含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・乳幼児用、揺りかご状のものはＤ７－３０１。 

・壁面に取り付ける棚状のものはＤ７－３００。 

・収納棚、机等がベッドの付属要素でなく、それぞれ独立して使用するものを、室内にコンパクトに設置する

ため複合させたものはＤ７－３００。 

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 1157164 
ベッド 

登録 1156036 
ベッド 

登録 1089121 
ベッド 



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 

Ｄ７－３１ Ａ 二段ベッド型 
 

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 

Ｄ２－２１１ 全 二段ベッド 

   

   

   
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） 

・上下に二段以上の寝台が設けられた構成のもの。 

・寝台の向きが同じでないものも含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・寝台が一段しかなく、単に脚が長く他の家具を入れられる空間を形成しているものはＤ７－３００。 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

Ａ＞Ｂ＞Ｃ＞Ｄ 

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 折り畳み収納型 

Ｃ いす兼用型 

Ｄ 床可動型  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 103850 
二段ベッド 

登録 1039607 
ソファーベッド 



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 

Ｄ７－３１ Ｂ 折り畳み収納型 
 

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 

Ｄ２－２１０ 一 ベッド 

   

   

   
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） 

・フレーム等の構造全体を折り畳むことができるもの。 

・壁面の収納部や収納箱等に回転させて収納できる構造のもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・フレーム構造のない全体がクッション状のもので折り畳みできるものは含まない。 

D-TERM7 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

A＞Ｂ＞Ｃ＞Ｄ 

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 二段ベッド 

Ｂ いす兼用型 

Ｄ 床可動型 
D-TERM9 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録１１４２０６８ 
折り畳み式ベッド  

登録１１５５７５９ 
折畳みベッド枠 

登録８９２６７４ 
キャビネット付き格納ベッド 



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 

Ｄ７－３１ Ｃ いす兼用型 
 

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 

Ｄ２－２１０Ｄ 全 ベッド（いす兼用型） 

   
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 

Ｄ７－２４ＡＤ 複数掛けいす（ベッド兼用型） 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・ そのままの状態で、または一部を屈曲させる等により、通常の「いす（ソファー）」としても使用できるもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ベッドの形を残したまま、床が屈曲していすのように腰掛けられるようになるものはＤ７－３１Ｄ。 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

Ｄ７－２４ＡＤ複数掛けいす（ベッド兼用型）との関係 

・出願資料については願書の「意匠に係る物品」の欄の記載によって分類する。 

①「いす」、「ベンチ」、「ソファー」の記載はＤ７－２４ＡＤに、「ベッド」の記載はＤ７－３１Ｃに分類する。 

②「ソファーベッド」の記載は、願書の「意匠に係る物品の説明」の欄の記載において、主たる用途がソ

ファーと特定できるものについてはＤ７－２４ＡＤに、主たる機能がベッドと特定できるものについてはＤ

７－３１Ｃに分類する。「意匠に係る物品の説明」から主たる用途が判断できない場合については、肘掛

けを有するものをＤ７－２４ＡＤに、有さないものをＤ７－３１Ｃに分類する。 

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  Ａ＞Ｂ＞Ｃ＞Ｄ 

の順に付与する。 

Ａ 二段ベッド 

Ｂ 折り畳み型 

Ｄ 床可動型 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録９２４２９５ 
寝台 

登録１０２４８２５ 
ソファーベッド 

登録１３０２１６０ 
ソファーベッド 

 



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 

Ｄ７－３１ Ｄ 床可動型 
 

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 

Ｄ２－２１０Ｅ 一 ベッド（病院ベッド型） 

   
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 

Ｊ７－２３ 患者運搬車 

  

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・ ベッドの床部が屈曲して、背を起こす、腰掛ける等ができるよう変形する機構のもの。 

・ 脚が屈伸してベッドの高さが大きく可動するだけのものも含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・収納等のための折り畳み機構は含まない。 

・全体が屈曲していす（ソファー）の形状になるものは含まない。 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

Ａ＞Ｂ＞Ｃ＞Ｄ 

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 二段ベッド 

Ｂ 折り畳み型 

Ｃ いす兼用型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録８８０２５５ 
リクライニングベッド 

登録１１６９７６３ 
介護用ベッド 

登録１１６０１５５ 
ベッド 

登録１１５４５７９ 
ベッド 



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 

Ｄ７－３１ ＥＡ パイプフレーム型 
 

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 

Ｄ２－２１０ 一 ベッド 

Ｄ２－２１０Ａ 一 ベッド（ヘッドボード無し型） 

Ｄ２－２１０Ｅ 一 ベッド（病院用ヘッド型） 

   
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 

  

  

定義（図例必須） 

・ ベッドのフレーム・ヘッドボード部分等（床面以外の部分、床面の形態は問わない）が金属パイプ、形鋼状

の部材で構成されている形態のもの。 

・ 木製等であっても金属パイプと同様の棒状の場合は含む。 

・ サイドの柵がパネル状であっても含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ フレームがパイプ状でも、ヘッドボード部がパネル状またはすかし状等で装飾性が高いものは含まない。 

・ 脚だけが金属パイプ状のものは含まない。 
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。 

ＥＢ ヘッドボード平板型 

ＥＣ ヘッドキャビネット型 

  

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録８８３６０４ 
ベッド 

登録９３８１５５ 
ベッド 

登録１１７７３９２ 
ベッド 



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 

Ｄ７－３１ ＥＢ ヘッドボード平板型 
 

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 

Ｄ２－２１０ 一 ベッド 

Ｄ２－２１０Ｂ 全 ベッド（ヘッドボード一枚型） 

Ｄ２－２１０Ｅ 一 ベッド（病院用ベッド型） 

   
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 

  

  

定義（図例必須） 

・ ベッドのヘッドボードが平板状のもの。 

・ 細かいすかしの装飾状のものも含む。 

・ ヘッドボード面の一部にクッションが付加されていても含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ マットなしの状態で平板ヘッドボード状であっても、マットのずれ防止用で、マットを置いた場合にマットより

上に突出しない程度のものは含まない。 

・ ヘッド部がパイプ構成による柵状のものは含まない。柵状が装飾的でもシンプルな曲線程度のものは含ま

ない。 

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。 

ＥＡ パイプフレーム型 

ＥＣ ヘッドキャビネット型 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録１０４０８３５ 
ベッド 

登録１０３９８１２ 
ベッド 

登録１０９０９２７ 
べッド 



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 

Ｄ７－３１ ＥＣ ヘッドキャビネット型 
 

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 

Ｄ２－２１０Ｃ 全 ベッド（ヘッドキャビネット型） 

   
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） 

・ヘッド部が一定の厚みがあるもので、その厚みが収納部になっているもの。 

・収納部であることが明確でなくても、収納可能な構造、空間ができている構造、中空構造のものは含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・厚みがあっても、無垢状のものは含まない。 

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。 

ＥＡ パイプフレーム型 

ＥＢ ヘッドボード平板型 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

   

 

登録 1155045 

「ベッド」 

登録 1171756 

「ベッド」 



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 

Ｄ７－３１ Ｆ マットレス有り 
 

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 

Ｄ２－２１０ 一 ベッド 

Ｄ２－２１０Ａ 一 ベッド（ヘッドボード無し型） 

Ｄ２－２１０Ｂ 一 ベッド（ヘッドボード一枚型） 

Ｄ２－２１０Ｃ 一 ベッド（ヘッドキャビネット型） 

Ｄ２－２１０Ｄ 一 ベッド（いす兼用型） 

Ｄ２－２１０Ｅ 一 ベッド（病院ベッド型） 

   
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 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・ 台部の上に、台部と別体のマットレスを有するもの。 

・ マットレスのみ又は脚付きのマットレスをベッドとしているもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ 脚無しの枠だけのものは含まない。 

・ 二段ベッドは含まない。 
Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

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。 

  

  

  

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録１１５５０４３ 
ベッド 

登録１１７０９０７ 
ベッド 

登録１１３６７３４ 
ソファーベッド 

登録１１３６９８７ 
ソファーベッド 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

のＤ－ＴＥＲＭ

１ 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
Ｄ－ＴＥＲＭ２ 

Ｄタームの名称 

Ｄ７－３１ Ｇ テーブル、台付き 
 

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 

Ｄ２－２１０ 一 ベッド 

Ｄ２－２１０Ａ 一 ベッド（ヘッドボード無し型） 

Ｄ２－２１０Ｂ 一 ベッド（ヘッドボード一枚型） 

Ｄ２－２１０Ｃ 一 ベッド（ヘッドキャビネット型） 

Ｄ２－２１０Ｄ 一 ベッド（いす兼用型） 

Ｄ２－２１０Ｅ 一 ベッド（病院ベッド型） 
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 

  

  

  

定義（図例必須） 

・ ベッドにテーブルまたは台状のもの（ヘッドボード以外）が取り付けてあるもの。 

・ ヘッドボード等に一枚棚が取り付けてあるものも含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ヘッドボードの上面が台上になっているものは含まない。 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

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１１５８５３３ 
ベッド 

 登録９３６５６０  ベッド 



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 

Ｄ７－３９０ ベッド等部品及び付属品 
 

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 

Ｄ２－２１９０ 一 ベッド部品及び付属品 

   

   

   

   
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 

ベッド用柵   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ベッド等を構成する部品、又はベッド専用に使用される付属品であって、ベッド用としての形態特徴がある

もの。 

・この分類には下位の分類に含まれないもの。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ マットレスは含まない（Ｃ１－１４４）。 

・ ベッドを構成するもの、またはベッドに取り付けられるものであっても、機能上の共通性やベッド用の特徴

がない等で他に分類されるものは含まない。（照明具、接合金具等） 
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１１６１３７１  
ベッド用側さく 



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 

Ｄ７－３９１ ベッド用ヘッドボード 
 

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 

Ｄ２－２１９１ 全 ベッド用ヘッドボード 

Ｄ２－２１９１Ａ 全 ベッド用ヘッドボード（一枚型） 

Ｄ２－２１９１Ｂ 全 ベッド用ヘッドボード（キャビネット型） 

   

   
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 

ベッド用ヘッドボード ベッド用フットボード  

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ ベッドの頭部側にマットレスの上まで出る状態に取り付ける板状または箱状等のもの。 

・ 足部側に取り付ける同様のものも含む。 

・ 脚と一体になったものも含む。 

・ クッション状であっても、同様に取り付けられるものは含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ヘッドボードに取り付けるクッションは含まない（Ｄ７－３９０）。 

 
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１１３９３０４   
ベッド用ヘッドボード 

登録８７９２３５ 
ベッド用ヘッドボード 



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 

Ｄ７－３９１ Ａ 平板型 
 

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 

Ｄ２－２１９１ 全 ベッド用ヘッドボード（一枚型） 

   
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） 

・ 全体が平板状のもの。 

・ 細かいすかしの装飾状のものも含む。 

・ ヘッドボード面の一部にクッションが付加されていても含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・ パイプ構成による柵状のものは含まない。柵状が装飾的でもシンプルな曲線程度のものは含まない。 

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 キャビネット型 

  

  
D-TERM9 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録１１５６０３７ 
ベッド用ヘッドボード 



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 

Ｄ７－３９１ Ｂ キャビネット型 
 

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 

Ｄ２－２１９１Ｂ 全 ベッド用ヘッドボード（キャビネット型） 

   

   

   
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） 

・ 全体またはベッドの上部に出る部分が箱状等のように厚みを有し、載置・収納できる形態のもの。 

・ 収納部であることが明確でなくても、収納可能な構造、空間ができている構造、中空構造のものは含む。 

・ 照明を内蔵した空間のみの構成のものも含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・厚みがあっても無垢状のものは含まない。 

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 平板型 

  

  

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録１１７０２４９ 
ベッド用 
  ヘッドボード 

登録１１５６３７９ 
ベッド用ヘッドボード 



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 

Ｄ７－３９２ ベッド用スプリング 
 

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 

Ｄ２－２１９２ 全 ベッド用スプリング 

   

   

   
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 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

ベッド用スプリング いす用スプリング  

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ ベッドのスプリング式マットレス用のスプリング及びスプリング部を構成する止め金具等。 

・ いすの座のクッション性をつくりだすスプリングも含む。 

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１０３７０９３－００２ 
スプリング 

登録１０４３２８９ 
マットレス用 
 スプリングホルダ 



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 

Ｄ７－３９３ ベッド取付け用テーブル、棚 
 

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 

Ｄ２－２１９０ 一 ベッド部品及び付属品 

   

   

   
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 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

ベッド取付け用テーブル ベッド取付け用棚  

   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ ベッドの枠、ヘッドボード等に取付けるタイプのテーブル、台。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ベッドに固着させ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１１３９３０８  ベッド用テーブル 



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 

Ｄ７－４０ ついたて及びびょうぶ等 

 
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 

Ｄ２－６２０ 全 ついたて及びびょうぶ 

Ｄ２－６２０Ａ 全 ついたて及びびょうぶ（折畳み型） 

Ｄ２－０４ 全 鏡付きついたて及び収納部付きついたて 
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 

Ｌ４－６１１ 建物用間仕切り 

Ｌ３－２０１０ 組立て屋内設置室 
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 

ついたて びょうぶ 掛け具付きついたて 

鏡付きついたて 植木鉢台付きついたて 照明具付きついたて 

棚付きついたて   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・室内を間仕切りする時や目隠しする時に、置いて使用される家具で、下位の分類（ベビーサークル）に該

当しないもの。他物品が複合されているものを含む。 

・ 一般住居等の内外で使用される園芸用（農業用でない）のついたて（植木鉢等収納部・載置台がない、主

にラティス構造）は、ここに含む。 

・ 椅子等が付いている間仕切りを含む。 

 

 登録 1154893 号 

ついたて                                                       

 
 

登録 1170041 号 

ついたて 

 

登録 1065147 号 

室内用可動間仕切り 

 
 

登録 957508 号 

室内用照明付間仕切り 

 

登録１１２９２７１号 屋内用可動間仕切り 

 



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） 

・ 床、天井または壁面に固定するタイプの、単に置いて使用されるものとはいえないものは、Ｌ４－６１１。 

・ 物品名に「間仕切り」の語を含んでいても、独立した部屋としての空間を形成する、家具と呼べない大型の

ものや、物品名に「ブース」「室」などの語を含むものは、Ｌ３－２０１０。 

・ 園芸用で植木鉢等の収納部・載置台と一体になったものは、Ｄ６－６０。 

・ 机・テーブルにパーティションが付いたものは、Ｄ７－１４代のＥＢ。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

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 

Ｄ７－４０ Ａ 折畳み型、折り曲げ型 

 
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 

Ｄ２－６２０ 一 ついたて及びびょうぶ 

Ｄ２－６２０Ａ 全 ついたて及びびょうぶ（折畳み型） 
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） 

 本体部が折畳み、折り曲げまたは屈曲可能なもの。 

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。 

Ｂ 事務用パーティション型 

Ｃ 園芸用型 

Ｄ 鏡付きついたて及び収納具付きついたて 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

ついたて びょうぶ  

 

登録 1156799 号 
パーテーション材 

 

 

 

登録 116003 号 
衝立 

 

 

登録 1178642 号 
建物用間仕切り 

 

 

 

登録 1085708 号 
間仕切りパネル                                         

            

  

 



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 

Ｄ７－４０ Ｂ 事務用パーティション型 

 
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 

Ｄ２－６２０ 一 ついたて及びびょうぶ 

   
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） 

 事務用の装飾がないパーティション。事務用の付加機能（配線用の構成、窓部等）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） 

伸縮するもの、屈曲するもの、桟構成のもの、鏡または収納具つきのものは、含まない。 

Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

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 折畳み型、折り曲げ型 

Ｃ 園芸用型 

Ｄ 鏡付きついたて及び収納具付きついたて 

過去に分類した物品の名称 

ついたて びょうぶ  

   

 

登録 1154139 号 

間仕切り 

 

登録 1153650 号 

ついたて 

 

登録 1160004 号 

衝立 

 

登録 1158049 号 

ついたて 

 



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 

Ｄ７－４０ Ｃ 園芸用型 

 
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 

Ｄ２－６２０ 一 ついたて及びびょうぶ 

Ｄ２－０４ 一 鏡付きついたて及び収納部付きついたて 

   
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） 

・植木鉢用の床板状の載置部（高さがない）、または植木鉢をつり下げるためのフック、ラティス構造等を有

しているもの。 

・ラティス構造によって面が作られているものは園芸用の如何を問わず含む。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・収納部または載置台（高さがある）と一体になったものは、Ｄ６－６０。 
Ｄ－ＴＥＲＭ７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

いわゆるラティスと称されるものが主。 

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 折畳み型、折り曲げ型 

Ｂ 事務用パーティション 

Ｄ 鏡付きついたて及び収納具付きついたて 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

ついたて びょうぶ 植木鉢台付きついたて 

   

 

登録 1104581 号 

フェンス 

 

登録 1152845 号 

木製コーナー仕切り板 

 

 



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 

Ｄ７－４０ Ｄ 鏡付きついたて及び収納具付きついたて 

 
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 

Ｄ２－０４ 一 鏡付きついたて及び収納具付きついたて 
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 

  

定義（図例必須） 

 鏡または収納部を有するもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・間仕切り面がラティス構造等で植木鉢用の載置部、または植木鉢をつり下げるためのフック等を有してい

るものはＤ７－４０Ｃ。 

 
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 折畳み型、折り曲げ型 

Ｂ 事務用パーティション型 

Ｃ 園芸用型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

掛け具付きついたて 鏡付きついたて 棚付きついたて 

   

 

登録 1153708 号 
間仕切り 

 

  

 

登録 1137533 号 
間仕切り 

 

 

登録 925906 号 
間仕切り 

 

登録 967714 号 
パーテーション 



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 

Ｄ７－４１ ベビーサークル 

 
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 

Ｄ２－６４ 全 ベビーサークル 

   
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 

Ｄ７－３０１ ベビーベッド 

  
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 

ベビーサークル   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

 乳幼児の移動範囲を限定するための柵。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ベッド兼用のものはベッドに分類する。 

・ベビーサークルの扉はＬ４－６２１２（幼児用室内扉）。 

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 1071091 号 

ベビーサークル 

   

 

登録 1154429 号 
幼児用サークル 

 

 

登録 1152494 号 
安全用柵 

 

           

 



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 

Ｄ７－４９ ついたて及びびょうぶ等部品及び付属品 

 
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 

Ｄ２－６２９ 全 ついたて及びびょうぶ部品及び付属品 
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 

  
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 

   

定義 

 ついたて、びょうぶ、ベビーサークル等に専用に使用される部品、付属品。特に、①完成品に近い枠体、

②物品の完成形態に深く関与し、その物品のみに使用される部品が含まれる。①または②に該当する部品

の、そのまた部品で、専用の特徴がなくなったものは、Ｄ９に分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

これらは、Ｄ９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 1154125 号 
間仕切り用フレーム

 
 

     
 

登録 1158062 号 
ついたて用枠材取付具 

 

 

登録 1156075 号 
ついたて用シート取付材 

 
 



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 

Ｄ７－５０ 鏡、鏡台 

 
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 

Ｄ２－６３０ 全 鏡台、壁掛け鏡、卓上立て鏡等 

Ｄ２－６３１ 全 鏡台 

Ｄ２－６３１Ａ 全 鏡台（標準型） 

Ｄ２－６３１Ｂ 全 鏡台（引出しだんす型） 

Ｄ２－６３１Ｃ 全 鏡台（卓上型） 

Ｄ２－６３２ 全 姿見 

Ｄ２－６３３ 全 壁掛け鏡 

Ｄ２－６３５ 全 卓上立て鏡 
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 

Ｃ０－１１１０ 宝石箱 

Ｄ５－２８ 洗面用棚付き鏡 

  
６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ５－２８ 洗面用棚付き鏡 
Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

鏡台 姿見 壁掛け鏡 

卓上立て鏡 姫鏡台  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

 主として一般家庭、理美容室で、取り付けまたは置いて使用する、化粧等の用に供する鏡及び鏡台。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・洗面用棚付き鏡（洗面台の上に掛けて使用し、歯ブラシ、歯みがき、コップまたは化粧品等の収納部を有

する掛け鏡）はＤ５－２８。 

・ 手鏡はＢ７－４２。 

・ 機器・器具に組み込む鏡体は含まない。 
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 

鏡台 姫鏡台 卓上立て鏡 

姿見 壁掛け鏡  

 

登録 1071244 号 
ドレッサー 

 

 

登録 1154727 号 
理美容用キャビネット 

 

   

 
 

登録 1121776 号 
鏡台 

 
 

 

登録 1137092 号 
浴室用鏡 

 

 
 

 



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 

Ｄ７－５０ Ａ 標準鏡台型 

 
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 

Ｄ２－６３１Ａ 全 鏡台（標準型） 

Ｄ２－６３１Ｂ 全 鏡台（引出しだんす型） 

   

   
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） 

 以下の何れかに該当する鏡台。 

１） 化粧品等を収納する引出し等の収納部を有し、床に載置するもの。 

２） 卓上立て鏡型の鏡が固定されている天板の下部が引出しだんす等の形態のもの。 

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。 

Ｂ 卓上鏡台型 

Ｃ 卓上立て鏡型 

Ｄ 姿見型 

Ｅ 壁掛け鏡型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

鏡台   

   

 

登録 746368 号 
鏡付引出しだんす 

 
 

登録 1060775 号 
鏡台 

 

登録 1069251 号 
ドレッサー 

 

登録 1104110 号 
三面鏡 

 



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 

Ｄ７－５０ Ｂ 卓上鏡台型 

 
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 

Ｄ２－６３１Ｃ 全 鏡台（卓上型） 

   
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） 

１） 化粧品等を収納する引出し等の収納部を有し、卓上に載置する鏡。鏡台のミニチュア的なもの。 

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。 

Ａ 標準鏡台型 

Ｃ 卓上立て鏡型 

Ｄ 姿見型 

Ｅ 壁掛け鏡型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

姫鏡台   

   

 

登録 711432 号 
姫鏡台 

 

登録 800337 号 
オルゴール付鏡台 

 

登録 911288 号 
鏡台 

  



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 

Ｄ７－５０ Ｃ 卓上立て鏡型 

 
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 

Ｄ２－６３５ 全 卓上立て鏡 

   
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） 

 卓上等に載置して使用する鏡で、収納部の全くないもの及び鏡に比して収納部の極めて小さいもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

手鏡はＢ７－４２。 

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 標準鏡台型 

Ｂ 卓上鏡台型 

Ｄ 姿見型 

Ｅ 壁掛け鏡型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

卓上立て鏡   

   

 

登録 1105776 号 
卓上立て鏡 

 

登録 1152788 号 
卓上立て鏡 

 

登録 1152789 号 
卓上立て鏡 

 



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 

Ｄ７－５０ Ｄ 姿見型 
 

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 

Ｄ２－６３２ 全 姿見 

   

   

   
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） 

床に置き自立する縦長の鏡で、収納部を有さないもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

壁掛け型は除く 

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 標準鏡台型 

Ｂ 卓上鏡台型 

Ｃ 卓上立て鏡型 

Ｅ 壁掛け鏡型 
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 

Ｄ７－５０ Ｅ 壁掛け鏡型 

 
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 

Ｄ２－６３３ 全 壁掛け鏡 

   
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 

Ｄ５－２８ 洗面台用棚付き鏡 

  
Ｄ－ＴＥＲＭ６ 

定義（図例必須） 

・ 壁等に掛けるか留め金等で取り付けるかして使用する鏡。 

・ 照明器具、付随的な棚等の収納部がついているものも含む。 

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 標準鏡台型 

Ｂ 卓上鏡台型 

Ｃ 卓上立て鏡型 

Ｄ 姿見型 
Ｄ－ＴＥＲＭ９ 

過去に分類した物品の名称 

壁掛け鏡   

   

 

登録 1153297 号 
壁付用鏡 

                      

  

登録 1166539 号 
照明付き鏡 

 

 

登録 1169753 号 
洗面化粧台用壁掛け鏡 

   
 



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 

Ｄ７－５９ 鏡台、壁掛け鏡、卓上立て鏡等部品及び付属品 

 
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 

Ｄ２－６３９ 全 鏡台、壁掛け鏡、卓上立て鏡等部品及び付属品 

   
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 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・鏡、鏡台の部品、付属品。特に、①完成品に近い枠体、②物品の完成形態に深く関与し、その物品のみに

使用される部品が含まれる。（①または②に該当する部品の、そのまた部品は、Ｄ９－１００に分類する。） 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・壁取付け鏡留め具はＤ９－４０。 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

・全体棒状のフレームを含めるか、Ｄ９－１１１または１１２にするか検討必要。 

Ｄ－ＣＬＡ ＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 829621 号 
鏡取付け用壁パネル 

 

 

登録 1166915 号 
鏡用フレーム 

 

 


