
Ｇグループ 運輸又は運搬機械 
 

 

人及び貨物の運搬、移動に使用する車両、船舶、航空機又は運搬機

械器具を分類する。 

 

 

グループの概要 

Ｇ０ Ｇ１～Ｇ４に属さないその他の運輸又は運搬機械 

Ｇ１ 運搬、昇降又は貨物取扱い用機械器具 

Ｇ２ 車両 

Ｇ３ 船舶 

Ｇ４ 航空機 

 

 





Ｇ０ Ｇ１～Ｇ４に属さないその他の運輸又は運搬機械 
 
 

－171－ 

意匠分類の記号 意匠分類の表示 
Ｄターム記号／Ｄタームの表示（付与記号） この分類に含まれる物品 対応する 

旧意匠分類 

G0－00 Ｇ1～Ｇ4 に属さないその他の運輸又は運

搬機械雑 ·················································································

ロープウェイ用ゴンドラ, スキーリ

フト用搬器 

 G0－0, G1－4 



Ｇ１ 運搬、昇降又は貨物取扱い用機械器具 
 
 

－172－ 

意匠分類の記号 意匠分類の表示 
Ｄターム記号／Ｄタームの表示（付与記号） この分類に含まれる物品 対応する 

旧意匠分類 

G1－000 その他の運搬，昇降又は貨物取扱用機械

器具 ···························································································

畳運搬具, 牽引具, 背負い具, 

肩掛けバンド, 滑車 

 G1－00 一部,  

G1－01, G1－03 

G1－020 車両用渡り板 ································································車両用渡り板, 車椅子用ブリッジ  G1－020 

G1－02900 車両用渡り板部品及び付属品 ································車両用渡り板, 車両用渡り板材  G1－0290～0291 

G1－040 荷崩れ防止具等 ································································荷締め具, ロープ端末保持具, 

ロープ緊張具, ワイヤー用掴線

器, 荷崩れ防止ベルト 

 G1－04,  

G1－00 一部 

G1－050 運搬物つり上げ具 ·······························································クレーン用つり上げフック, ブロッ

クつり下げ具 

 G1－05 

G1－10 エレベーター，エスカレーター及びコンベ 

ヤー ···························································································

ベルトコンベヤー, 回転搬送台, 

ローラーコンベヤー, バケットエレ

ベーター, エレベーターカバー, 

スクリューコンベヤー 

 G1－10 

G1－110 エレベーター ································································エレベーター, 住宅用エレベータ

ー 

 G1－110 

G1－119 エレベーター部品及び付属品 ································エレベーター用巻上機  G1－119 

G1－120 エスカレーター ································································エスカレーター  G1－120 

G1－12900 エスカレーター部品及び付属品 ································エスカレーター用ベルトクリーナ

ー支持枠, エスカレーター用サイ

ドデッキ 

 G1－1290～

1291,  

G1－190 

G1－1900 エレベーター，エスカレーター及びコンベヤ

ー部品及び付属品 ······························································

粉流体気力輸送用搬送機, 運送

用バケット, コンベヤー用搬送つ

め, ベルトコンベヤー用フレーム

材, コンベヤー用トロリーベルト, 

コンベヤー用トロリー, コンベヤー

用ベルトの搬送用つめ, パイプコ

ンベヤー用案内ローラー, コンベ

ヤー用支持脚, コンバイン用フィ

ダーハウスのスラット 

 G1－193～194 

G1－191 空気コンベヤー部品付属品 ·············································空気コンベヤー用気送子  G1－191 

G1－192 コンベヤー用キャリヤーローラー ································コンベヤー用キャリヤーローラー  G1－192 

・・－・・・ コンベヤー用チェーン（※K9－13）      

・・－・・・ コンベヤー用ベルト（※K9－14）      

G1－200 巻き上げ機等チェーンブロック ································ウインチ, 病人介護用リフト, チェ

ーンブロック, ホイスト 

 G1－20, G1－22 

G1－210 クレーン ····················································································ジブクレーン, タワークレーン, 天

井走行クレーン, 天井クレーン, 

ガントリークレーン, 起重機 

 G1－210 



Ｇ１ 運搬、昇降又は貨物取扱い用機械器具 
 
 

－173－ 

意匠分類の記号 意匠分類の表示 
Ｄターム記号／Ｄタームの表示（付与記号） この分類に含まれる物品 対応する 

旧意匠分類 

G1－219 クレーン部品及び付属品 ··················································クレーンの荷物運搬台  G1－219 

G1－29 巻き上げ機等部品及び付属品 ································介護用ホイストの本体  G1－29 

G1－300 ジャッキ，リフト等 ································································自動車整備用リフト, 車両用ジャ

ッキ, 扛重機, 駐車機, 動力ジャ

ッキ, 手動ジャッキ 

 G1－30～32 

G1－3900 ジャッキ等部品及び付属品 ·············································車両用ジャッキベース  G1－390～391 

G1－500 運搬用容器等 ································································運搬用トレイ  G1－50～510B, 

G1－520～520A 

G1－501 運搬用容器 ································································ 運搬用容器, 運搬用かご, ウエ

ハー搬送容器 

 G1－50～50B 

  G1－501AA 浅底箱型 *1     

  G1－501AB 深底箱型 *1     

  G1－501B 折り畳み型      

  G1－501C 蓋有り      

  G1－501D 取手有り      

G1－502 運搬用容器（瓶用） ······························································運搬用容器, 瓶コンテナー  G1－521 

G1－5100 輸送用パレット ································································輸送用パレット, 運搬用パレット  G1－510～510B 

  G1－5100AA 平型 *1     

  G1－5100AB 枠付き平型 *1     

G1－5190 輸送用パレット部品及び付属品 ································輸送パレット用防滑具  G1－5190 

G1－5191 輸送用パレット構成部材 ···················································輸送パレット用桁材, 輸送パレッ

ト用枠材 

 G1－5191 

G1－5200 コンテナー ···············································································コンテナー, 車両用コンテナー, 

輸送用袋コンテナー 

 G1－520～520A 

  G1－5200A 箱型      

G1－522 可搬型タンク ································································輸送用タンク, 液体用タンク, 液

体運搬用袋 

 G1－522 

G1－5230 輸送用ボンベ································································輸送用ボンベ, ガスボンベ  G1－5230 

G1－5239 輸送用ボンベ部品及び付属品 ································輸送用ボンベの帽がい, ガスボン

ベ用保護キャップ 

 G1－5239 

G1－52900 コンテナー部品及び付属品 ·············································輸送用コンテナー連結金具  G1－5290 

  G1－52900A コンテナー用ハンドル      

G1－5291 コンテナー構成部材····························································コンテナー用枠材  G1－5291 

G1－53 運搬用網及びシート ···························································運搬用網, 運搬用シート  G1－53 

G1－54 運搬用リール ································································運搬用リール  K0－00, G1－50 



Ｇ１ 運搬、昇降又は貨物取扱い用機械器具 
 
 

－174－ 

意匠分類の記号 意匠分類の表示 
Ｄターム記号／Ｄタームの表示（付与記号） この分類に含まれる物品 対応する 

旧意匠分類 

G1－59 運搬用容器等部品及び付属品 ································運搬用容器の中仕切り, 運搬用

容器のふた 

 G1－59 

G1－60 運搬用レール ································································運搬機械用レール, 鉄道車両用

レール, コンベヤー用レール, 昇

降機用レール材, 搬送用ガイドレ

ール 

 G1－60 

G1－69 運搬用レール部品及び付属品 ································犬釘, タイプレート, タイパット, 

枕木, 形鋼間連結金具 

 G1－69 

 

 



Ｇ２ 車両 
 
 

－175－ 

意匠分類の記号 意匠分類の表示 
Ｄターム記号／Ｄタームの表示（付与記号） この分類に含まれる物品 対応する 

旧意匠分類 

G2－0 その他の車両 ································································工場内ロボット車, 台車, ゴンドラ

等吊下げルーフカー, 無人搬送

車, 水陸両用乗り物 

 G2－0 

G2－10 軌条走行車両 ································································トロッコ, 軌条走行用ゴルフ用具

運搬車, リニアモーターカー, モ

ノレールカー, 軌条走行用搬送

車 

 G2－10 

G2－11 鉄道車両 ·················································································機関車, 旅客車, 貨物車, 雪か

き車 

 G2－11 

G2－19 軌条走行車両部品及び付属品 ································パンタグラフ, 鉄道車両用ブレー

キシュー, 鉄道車両用車輪踏面

清掃研磨子, 鉄道車両用台車 

 G2－19 

G2－200 その他の自動車 ································································バス, ゴーカート, ゴルフ用乗用

自動車, トラック, ダンプトラック, 

構内牽引自動車, 消防自動車, 

じんかい車, トラクター, 農業用ト

ラクター, フォークリフトトラック, 

フォークリフトカー, 雪上自動車, 

除雪車, クレーン車, 電動車, 電

動四輪車, 電動三輪車 

 G2－20,  

G2－211～221, 

G2－230 一部, 

G2－231～233, 

G2－30 一部,  

J7－71 一部 

  G2－200AA バス *1     

  G2－200AB トラクター *1     

  G2－200AC フォークリフト *1     

  G2－200AD 一人用電動車型 *1     

  G2－200DA 独立したキャビン有り *2     

  G2－200DB キャノピー有り *2     

  G2－200E 貨物自動車本体      

  G2－200FA 上部開放型荷台付

き 

*3     

  G2－200FB 密閉型荷台付き *3     

  G2－200G クレーン付き      

G2－2100 乗用自動車等 ································································乗用自動車  G2－210～210A 

  G2－2100AA セダン型 *1     

  G2－2100AB ２枚扉 *1     

  G2－2100C 屋根無し又は開閉

するもの 

     

G2－29000 自動車部品及び付属品 ····················································自動車用車体カバー  G2－2900 一部, 

G2－2901,  

G2－2903 

G2－2902 自動車用車輪止め ······························································自動車用車輪止め  G2－2902 



Ｇ２ 車両 
 
 

－176－ 

意匠分類の記号 意匠分類の表示 
Ｄターム記号／Ｄタームの表示（付与記号） この分類に含まれる物品 対応する 

旧意匠分類 

G2－29040 自動車用日よけ及び自動車用霜よけ ·························自動車用サンバイザー, 自動車

用遮光板 

 G2－29040 

G2－29041 自動車用サイドバイザー ···················································自動車用サイドバイザー  G2－29041 

G2－2905 自動車用錠 ································································自動車用錠  G2－2905 

G2－2906 自動車用ドア等開閉機構部品 ································自動車ドア開閉用操作機  G2－2906 

G2－29100 自動車用車体構成大型部品 ································運転台カバー, リアコーナーフィ

ニッシャー, 幌, 荷台用シートカ

バー支持具, トラクター用リフト, 

リフト車用バケット, トラクター用荷

台カバー, 高所作業車取付け作

業箱, 自動車用ホイスト, 牽引用

連結具, トラック用荷台覆いシー

ト, ゴルフカート用備品設置具, 

自動車用窓ガラス, 建設機械用

キャビン, トラック運転台, 自動車

用ボンネット, 自動車用ドア, 自

動車用フェンダー, 自動車用トラ

ンク 

 G2－2910 一部, 

G2－2912 

  G2－29100AA ボディ部品 *1     

  G2－29100AB キャビン *1     

  G2－29100AC キャノピー *1     

G2－29110 自動車用バンパー ·······························································自動車用バンパー, 自動車用バ

ンパー保護具, 自動車用バンパ

ー補強具 

 G2－2910 一部, 

G2－2911 

  G2－29110AA フロントバンパー *1     

  G2－29110AB リアバンパー *1     

G2－2913 自動車用ラジエーターグリル ································自動車用ラジエーターグリル, バ

ンパーグリル 

 G2－2913 

G2－2914 自動車用荷台 ································································貨物自動車用荷台, トラック用荷

台, 塵芥収集車用箱 

 G2－2914 

G2－292 自動車駆動部品又は自動車用走行関係部

品 ································································································

自動車用サスペンション, 自動車

用サスペンションアーム 

 G2－292 

G2－29300 自動車用運転操作関係部品及び付属品 ···················自動車用ブレーキペダル, 自動

車用シフトコントロールパネル 

 G2－2930,  

H2－61DAD 

  G2－29300A 操作用機器      

G2－29301 一組の自動車用ペダルセット ································一組の自動車用ペダルセット  G2－2930 

G2－2931 自動車用ステアリングホイール ································自動車用ステアリングホイール  G2－2931 

G2－2932 自動車用シフトレバー及び自動車用シフト

レバーノブ ···············································································

自動車用シフトレバー  G2－2932 



Ｇ２ 車両 
 
 

－177－ 

意匠分類の記号 意匠分類の表示 
Ｄターム記号／Ｄタームの表示（付与記号） この分類に含まれる物品 対応する 

旧意匠分類 

G2－29330 自動車用インストルメントパネル等 ·······························自動車用インストルメントパネル, 

自動車用計器盤, 自動車用コン

ソール付きインストルメンタルパネ

ル, 自動車用オーディオ及びエ

アーコントロールパネル, 自動車

用操作パネル, 自動車用操作盤, 

自動車用速さ計, 自動車用走行

距離計, 自動車用タコメータ, 自

動車用運行記録計, 自動車用油

量計, 自動車用エアーコンディシ

ョナー表示盤 

 G2－2933～

2934,  

H2－61DAD 一

部,  

J1－311 一部 

  G2－29330A 操作機器等      

  G2－29330B 計測機器，情報表

示器等 

     

G2－2940 自動車用保安部品及び付属品 ································運転者防護用のシートバー, 自

動車用エアバッグ 

 G2－2940 

G2－2941 自動車用ウィンドワイパー等 ································自動車用ウィンドワイパー  G2－2941 

G2－2942 自動車用コントロールポール ································自動車用コントロールポール  G2－2942 

G2－2943 自動車用シートベルト ························································自動車用シートベルト  G2－2943 

・・－・・・・ 自動車用シートベルトのバックル

（※B9－1300） 

     

・・－・・・・ 自動車用シートベルトの調節金具

（※B9－1400） 

     

G2－29500 自動車用外装部品及び付属品 ································自動車用ドア外取手, 車両用梯

子, 車両用サイドプロテクター, 

車両用サイドステップ, 車両後部

取付けタイヤケース, 自動車用泥

よけ, 自動車用ドア保護具, 自動

車用扉縁金具 

 G2－2950～

2951,  

G2－2955 

G2－2952 自動車用ナンバープレート取付け枠 ····························自動車用ナンバープレート取付

け枠 

 G2－2952 

G2－29530 自動車用エアースポイラー ··············································自動車用整流板, 自動車用偏流

板, 自動車用偏向板, 自動車用

エアースポイラー, 自動車用デフ

レクター 

 G2－2953 

G2－29531 一組の自動車用エアースポイラーセット ·····················一組の自転車用エアースポイラ

ーセット 

 G2－2953 



Ｇ２ 車両 
 
 

－178－ 

意匠分類の記号 意匠分類の表示 
Ｄターム記号／Ｄタームの表示（付与記号） この分類に含まれる物品 対応する 

旧意匠分類 

G2－2954 自動車用ルーフキャリヤー等 ································自動車用キャリヤー, 自動車用ス

キーキャリヤー, 自動車用ルーフ

キャリヤー, 自動車用ルーフサイ

ドモール, 自動車用ルーフボック

ス, 自動車用ルーフラック, 自動

車用ルーフレール 

 G2－2954 

G2－29600 自動車用内装部品及び付属品 ································自動車用ドア内取手, 自動車用

シフトレバーカバー 

 G2－2960,  

G2－2962 

G2－2961 自動車用コンソール ····························································自動車用コンソール  G2－2961 

G2－2970 自動車用照明器具     D3－710～7110, 

D3－7111 

G2－2971 自動車用前照灯 ································································自動車用前照灯, 自動車用ヘッ

ドライト 

 D3－7110 一部, 

D3－7110A 

  G2－2971A 露出型      

G2－2972 自動車用尾灯 ································································自動車用尾灯, 自動車用制動

灯, 自動車用リヤコンビネーショ

ンランプ, 自動車用テールランプ 

 D3－7111 

G2－2973 自動車用方向指示灯 ·························································自動車用方向指示灯, 自動車用

サイドウィンカー 

 D3－7110 

G2－2974 自動車用室内灯 ································································自動車用マップランプ, 自動車用

ドア灯 

 D3－7110 

G2－2975 自動車用室内灯（天井灯のみ） ································自動車用室内灯, 自動車用蛍光

灯 

 D3－710～7110 

G2－2979 自動車用照明器具部品及び付属品 ····························自動車用前照灯用ソケットカバ

ー, 自動車前照灯用ストーンガー

ド 

 D3－7190 

G2－29791 自動車照明器具用レンズ ·················································自動車前照灯用レンズ, 自動車

用尾灯レンズ, 自動車用方向指

示灯レンズ, 自動車前照灯用カ

バー 

 D3－7190～7191 

G2－300 自動二輪車等 ································································自動二輪車, オートバイ, 原動機

付き自転車, 三輪自動車, バギ

ー騎乗型三輪自動車, モーター

スクーター 

 G2－30 一部,  

G2－30A～30D 

  G2－300AA オフロード型 *1     

  G2－300AB スクーター型 *1     

  G2－300AC 高速巡航型（カウリ

ング付き） 

*1     

  G2－300AD 高速巡航型（カウリ

ング無し） 

*1     

  G2－300AE バギー騎乗型 *1     



Ｇ２ 車両 
 
 

－179－ 

意匠分類の記号 意匠分類の表示 
Ｄターム記号／Ｄタームの表示（付与記号） この分類に含まれる物品 対応する 

旧意匠分類 

G2－3900 自動二輪車等部品及び付属品 ································自動二輪車用キックアーム, 自動

二輪車用ショックアブソーバー, 

自動二輪車用車体カバー, 自動

二輪車用ブレーキペダル, 自動

二輪車用ブレーキレバー, 自動

二輪車用スタンド, 自動二輪車用

風防, 自動二輪車用ハンドルグリ

ップ, 自動二輪車用ハンドルカバ

ー, 自動二輪車用サドル, 自動

二輪車用シート, 自動二輪車用

車輪止め 

 G2－390～ 

391 一部,  

G2－392～394 

G2－3901 一組の自動二輪車用フェンダーセット ·························一組の自動二輪車用フェンダー

セット 

 G2－390 

G2－3902 一組の自動二輪車用カウルセット ································一組の自動二輪車用カウルセット  G2－391 

G2－39500 自動二輪車用荷物運搬具 ···············································自動二輪車用荷箱, 自動二輪車

用荷かご, 自動二輪車用荷台 

 G2－3950～3951 

G2－396 自動二輪車用燃料タンク ··················································自動二輪車用燃料タンク  G2－396 

G2－3970 自動二輪車用照明器具     D3－710 

G2－3971 自動二輪車用前照灯 ·························································自動二輪車用前照灯, 自動二輪

車用ヘッドライト 

 D3－710 

  G2－3971A フロントライト円又は

楕円型 

     

G2－3972 自動二輪車用尾灯 ······························································自動二輪車用尾灯, 自動二輪車

用リヤコンビネーションランプ 

 D3－710 

G2－3973 自動二輪車用方向指示灯 ···············································自動二輪車用方向指示灯, 自動

二輪車用ウィンカー 

 D3－710 

G2－3979 自動二輪車用照明器具部品及び付属品   D3－7190 

G2－39791 自動二輪車照明器具用レンズ ································自動二輪車照明器具用レンズ, 

オートバイ用リヤコンビネーション

ランプレンズ 

 D3－7191 

G2－400 自転車 ······················································································自転車, 三輪自転車, 四輪自転

車 

 G2－40,  

G2－30 一部 

  G2－400A 補助動力機付き自

転車 

     

G2－490 自転車部品及び付属品 ····················································自転車用傘立て, 自転車用雨よ

け具, 自転車用ダイナモ, フレー

ム用型材, 自転車カバー 

 G2－490 



Ｇ２ 車両 
 
 

－180－ 

意匠分類の記号 意匠分類の表示 
Ｄターム記号／Ｄタームの表示（付与記号） この分類に含まれる物品 対応する 

旧意匠分類 

G2－49100 自転車外装器具 ································································自転車用フレーム, 自転車用前

ホーク, 自転車用ハブ, 自転車

用コースターハブ, 自転車用ドレ

スガード, 自転車用泥よけ, 自転

車用チェーンケース, 自転車用ス

タンド 

 G2－4910～4915 

・・－・・・・・ 自転車用チェーン（※K9－13）      

G2－49200 自転車用ハンドル器具 ······················································自転車用ハンドル, 自転車用ハ

ンドルポスト, 自転車用ハンドル

グリップ, 自転車用ハンドルカバ

ー 

 G2－4920～4922 

G2－49300 自転車用サドル器具···························································自転車用サドル, 自転車用サド

ルポスト, 自転車用サドルカバー 

 G2－4930～4931 

G2－49400 自転車用荷物運搬用具 ····················································自転車用荷かご, 自転車用荷箱, 

自転車用キャリヤー 

 G2－4940～4941 

G2－4942 自転車用小児補助席 ·························································自転車用小児補助席, 補助イス

用ハンドルカバー 

 G2－4942 

G2－49500 自転車用動力関係部品及び付属品 ····························自転車用変速機, 自転車前変速

機, 自転車用ペダル, 自転車用

キャリパーブレーキ, 自転車用ブ

レーキシュー, 自転車用変速レ

バー, 自転車用変速レバーボック

ス, 自転車用ブレーキレバー, 自

転車用キャリパーブレーキケーブ

ル, 自転車用ギヤクランク, 自転

車用大ギヤ, 自転車用クランク 

 G2－4950～4955 

G2－496 自転車用錠 ································································自転車用錠  G2－496 

G2－4970 自転車用照明灯 ································································自転車用前照灯, 自転車用方向

指示灯, 自転車用ダイナモ付き

前照灯, 自転車用尾灯 

 D3－7120～7121 

G2－49790 自転車用照明器具部品及び付属品 ····························自転車用照明取付け具, 自転車

用照明散光器 

 D3－7190 

G2－49791 自転車照明用レンズ ···························································自転車照明器具用レンズ  D3－7191 

G2－500 運搬車 ······················································································運搬車, 貨物運搬車, リヤカー, 

荷車, ゴルフ用具運搬車, 運搬

用台車, ごみ運搬車 

 G2－50 一部,  

G2－50A～50B, 

G2－53～54,  

F2－730 一部 

  G2－500AA ケージ型 *1     

  G2－500AB 台車型 *1     

  G2－500AC 密閉容器型 *1     

G2－510 乳母車 ······················································································乳母車, ベビーカー  G2－510 



Ｇ２ 車両 
 
 

－181－ 

意匠分類の記号 意匠分類の表示 
Ｄターム記号／Ｄタームの表示（付与記号） この分類に含まれる物品 対応する 

旧意匠分類 

G2－519 乳母車部品及び付属品 ····················································乳母車用幌, 乳母車用座席シー

ト, 乳母車用かご 

 G2－519 

・・－・・・・ 乳母車用バックル（※B9－1300）      

・・－・・・・ 乳母車用車輪（※G2－91100）      

G2－52 買い物用手押し車 ·······························································買い物用手押し車, ショッピング

カート 

 G2－52 

G2－55 昇降機付運搬車································································ローリフト, パレットトラック, 昇降

機付運搬車 

 G2－55 

G2－56 一輪運搬車 ································································ 一輪運搬車  G2－56 

G2－57 配膳車 ······················································································配膳車  G2－50 

G2－59 運搬車部品及び付属品 ····················································運搬台車用継ぎ手  G2－59 

G2－600 トレーラー ················································································トレーラー, キャンピングトレーラ

ー 

 G2－60～610 

G2－690 トレーラー部品及び付属品 ··············································トレーラー用搬送物固定具, 車両

用搭載家屋, 車両搭載用キャン

ピングハウス 

 G2－611～69 

G2－9000 車両部品及び付属品 ·························································自転車用方向指示器, 自動車用

ドアミラーカバー, 無限軌道用ベ

ルト, 車両用方向指示器, 運搬

車用車輪, 車両用タイヤ履板 

 G2－900,  

G2－908,  

G2－910 一部 

G2－9010 車両用バックミラー ······························································自動車用バックミラー, 自動二輪

車用バックミラー, 自動車用サイ

ドミラー 

 G2－901～901A 

G2－902 車両用マフラー ································································自動車用マフラー, 自動二輪車

用マフラー 

 G2－902 

G2－9030 車両用タイヤ防滑具 ···························································タイヤチェーン  G2－9030 

G2－9039 車両用タイヤ防滑具部品及び付属品 ·························タイヤチェーン連結具  G2－9039 

G2－904 車両用装飾具 ································································自転車用装飾具  G2－904 

G2－905 車両用反射器 ································································自転車用反射器  G2－905 

G2－906 車両用警音器 ································································自転車用警音器, 自動車用警音

器 

 G2－906 

G2－907 車両用ブレーキ ································································自動車用ブレーキシュー, 自動

車用ブレーキディスク, 自動二輪

車用ブレーキ 

 G2－907 

G2－91100 車両用車輪 ································································ 乳母車用車輪, 自動二輪車用車

輪, 台車用車輪, 航空機用車輪, 

自転車用車輪, 車椅子用車輪 

 G2－9110,  

G2－910 一部 



Ｇ２ 車両 
 
 

－182－ 

意匠分類の記号 意匠分類の表示 
Ｄターム記号／Ｄタームの表示（付与記号） この分類に含まれる物品 対応する 

旧意匠分類 

G2－9111 自動車用車輪 ································································自動車用車輪, 自動車用ホイー

ル 

 G2－9111 

  G2－9111AA 放射状 *1     

  G2－9111AB うず巻き状 *1     

  G2－9111AC ディスク状 *1     

  G2－9111AD メッシュ状 *1     

G2－91190 車両用車輪部品及び付属品 ································自動車用車輪のリム, タイヤバル

ブ, タイヤ修理用パッチ, 自転車

用車輪のリム, 自動車用ホイール

スペーサー, 自動車用リム 

 G2－91190 

G2－91191 自動車用タイヤ ································································自動車用タイヤ, 産業車両用タイ

ヤ, 運搬車用タイヤ 

 G2－91191 

  G2－91191AA 左右線対称型 *1     

  G2－91191AB 左右点対称型 *1     

  G2－91191AC 左右非対称型 *1     

  G2－91191B 周溝無し      

  G2－91191C 側面部に模様有り      

G2－91192 自転車用タイヤ及び自動二輪車用タイヤ ··················自転車用タイヤ, 自動二輪車用

タイヤ 

 G2－91192 

G2－91193 車両用ホイールキャップ等 ···············································自動車用ホイールキャップ, 自動

車用ハブキャップ 

 G2－91193 

G2－912 クローラー及びクローラー用覆板 ································クローラー, クローラー用覆板  G2－912,  

G2－910 一部 

G2－920 車両用構成部材 ································································車両用バンパー材  G2－920 

G2－921 車両用モール材 ································································車両用モール材  G2－921 

G2－922 車両用あおり板材 ································································車両用あおり板材, トラック用あ

おり板 

 G2－922 

G2－930 車両用照明器具 ································································鉄道車両用前照灯, 鉄道車両用

室内灯, 刈取り機用照明器具, 

ブルドーザ用照明器具 

 D3－70,  

D3－710 一部 

G2－939 車両用照明器具部品及び付属品 ································鉄道車両用前照灯用レンズ  D3－7190 

 

 



Ｇ３ 船舶 
 
 

－183－ 

意匠分類の記号 意匠分類の表示 
Ｄターム記号／Ｄタームの表示（付与記号） この分類に含まれる物品 対応する 

旧意匠分類 

G3－00 その他の船舶 ································································客船, 貨物船, 原油タンカー, 潜

水艦, ホバークラフト 

 G3－0,  

G3－20 一部 

G3－10 モーターボート等 ································································モーターボート, 競艇用ボート, 

漁船 

 G3－1, G3－21 

G3－200 帆船及びゴムボート等 ·······················································ローボート, ゴムボート, 遊戯用

ボート, ヨット用船体, 双胴帆船

カヌー, オールボート, 足こぎボ

ート, 水上スクーター, カヌー, ヨ

ット 

 G3－20 一部,  

G3－22～3 

G3－900 船舶部品及び付属品 ·························································オール, オールロック, ヨット用マ

スト, 船舶用窓枠, 船舶用クリー

ト, 船舶操縦訓練機, 船搬用ロッ

ク, ボート係留具, 操だ機, 船舶

用自動操だ機, 船舶用かじ, 船

舶用防舷材, 船舶用防舷具, 船

舶用防舷体埋込み具, けい船岸

用防舷材 

 G3－90, G3－92, 

G3－94 

G3－91 船舶用推進機 ································································船外機, 船舶用スクリュー  G3－91 

G3－93 船舶係止用具 ································································船舶用いかり  G3－93 

G3－950 船舶用照明器具································································舶用灯, 船尾灯, 船首灯, マスト

灯 

 D3－72 

G3－9590 船舶用照明器具部品及び付属品   D3－7190 

G3－9591 船舶照明器具用レンズ   D3－7190 

 

 



Ｇ４ 航空機 
 
 

－184－ 

意匠分類の記号 意匠分類の表示 
Ｄターム記号／Ｄタームの表示（付与記号） この分類に含まれる物品 対応する 

旧意匠分類 

G4－0 その他の航空機 ································································人工衛星, ロケット, 宇宙船  G4－0 

G4－1 航空機及び機体構成品 ····················································飛行機, ヘリコプター, グライダ

ー, 飛行船, 気球 

 G4－1 

G4－2 航空機用装備品及び航空用地上設備用品 ················落下傘, 航空機用操縦訓練機, 

航空管制訓練機, プロペラ, パラ

シュート, シミュレーター 

 G4－2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


