
Ｈグループ 電気電子機械器具及び通信機械器具 
 

 

電気部品、電子部品、送配電用機械器具、通信機械器具、音響映像

機械器具、電子計算機等を分類する。 

音響映像機器以外の家庭電化製品（Ｃグループ）、照明器具（Ｄ３）、

及び電気計測器（Ｊ１）を除く。 

 

 

グループの概要 

Ｈ０ Ｈ１～７に属さないその他の電気・電子機械器具及び通

信機械器具 

Ｈ１ 基本的電気素子 

Ｈ２ 回転電気機械、配電機械器具 

Ｈ６ 電子情報処理・記憶機械器具 

Ｈ７ 電子情報入出力機器 

 

 





Ｈ０ Ｈ１～７に属さないその他の電気・電子機械器具及び通信機械器具 
 
 

－189－ 

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 

H0－00 Ｈ１～７に属さないその他の電気電子機 

械器具及び通信機械器具雑 

 H0－0 

H0－10 放射線発生器等································································エックス線発生器, 紫外線発生

器, 超音波発振器, エックス線管 

 H0－10 

H0－11 レーザー発生器等 ·····························································レーザー発生器, 光アイソレータ

ー, レーザー照射器ホルダー 

 H0－11 



Ｈ１ 基本的電気素子 
 
 

－190－ 

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 

H1－000 その他の基本的電気素子等 ································永久磁石, 給電端子用封印具, 

イオン電極 

 H1－00 

H1－01 電磁石 ······················································································電磁石, ソレノイド, ロータリーソ

レノイド, 電算機駆動用アクチュ

エータ, バルブ用電動操作機 

 H1－01 

H1－020 電気電子機器用放熱器 ····················································電気機器用放熱器, 電子機器用

放熱板, 半導体素子用放熱板, 

電磁触器用冷却ファン, 半導体

用冷却器, 半導体用ヒートシンク, 

放熱用ファン 

 H1－02 

H1－029 電気電子機器用放熱器部品及び付属品 ···················集積回路用放熱器の固定用具, 

ヒートシンク用脚, 電子機器の放

熱器用クランプ 

 H1－02 

H1－030 電気電子機器用筺体等 ····················································電気機器用筺体, 電子機器用キ

ャビネット, 回路基板収納箱, 防

振具, 電磁波シールドガスケット, 

インシュレーター 

 H1－03 

H1－04 電気電子機器用つまみ及び取手 ································電気機器用つまみ, 電子機器用

取手, スイッチ用つまみ, キートッ

プ 

 H1－04 

H1－05 電気電子機器用ちょうつがい等 ································ヒンジ, ヒンジ用カム, ヒンジ用軸, 

携帯電話機用蝶番 

 H1－03 

H1－06 発熱体 ······················································································加熱用発熱体  H1－00 

H1－10 電線，電気ケーブル等 ·······················································導波管, 導波管接続具, 光ファイ

バーケーブル 

 H1－10 

H1－1100 電線又は電気ケーブル ·····················································被覆電線, 裸電線, 電気ケーブ

ル, 電力ケーブル, 通信ケーブ

ル, 同軸ケーブル, 接続用リード

線, 分岐付ケーブル 

 H1－110～110A 

  H1－1100A 分岐型      

H1－119 電線又は電気ケーブル付属品 ································電線用標識, 電磁気シールド材  H1－119 

H1－1191 ノイズフィルター，ノイズフィルター用部品及

び付属品 ·················································································

ノイズフィルター, ノイズ吸収器, 

フェライト保持ケース, フェライト

保持ケース固定具, 雑音電流吸

収具 

 H1－439 

H1－120 ブスバー等 ··············································································ブスバー, バスダクト  H1－120 

H1－121 配電軌道 ·················································································配電軌道, トロリーバスダクト, ト

ロリー線, 複合剛体電車線, 絶縁

トロリー線 

 H1－121 

H1－122 ブスバー接続器，配電軌道接続器等 ··························配電軌道接続器, 配電軌道給電

端子 

 H1－122 



Ｈ１ 基本的電気素子 
 
 

－191－ 

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 

H1－129 ブスバー等付属品 ·······························································配電軌道端末キャップ  H1－129 

H1－20 電気絶縁器具     H1－20 

H1－210 がいし ·······················································································がいし, 懸垂がいし, 屋内支持が

いし, 耐張がいし, 茶台がいし, 

ピンがいし, ケーブル引下げ用が

いし, ブッシング用がいし, がい

管, 長幹がいし 

 H1－210 

H1－219 がいし付属品 ································································がいし金具, ヨーク  H1－219 

H1－220 絶縁防護器具 ································································ケーブル保護具  H1－220 

H1－221 架線防護カバー ································································電線防護カバー  H1－221 

H1－222 接続部用絶縁カバー，器具用絶縁カバー

等 ·······························································································

電気コネクターカバー, 絶縁キャ

ップ, 絶縁スリーブ, 電線防裂保

護具, ケーブル分岐管, アレスタ

ー単子用カバー, 電気コネクター

用防水栓, コネクター用防水パッ

キン, 閉塞コネクター 

 H1－222 

H1－223 絶縁ブッシング ································································絶縁ブッシング, 開閉器用ブッシ

ング 

 H1－223 

H1－229 絶縁防護器具部品及び付属品 ································電気コネクターカバー用クリップ, 

クランプ, カバー用固定具 

 H1－229 

H1－300 電気接続器等 ································································電気接続器, トロリー集電子, 配

電軌道用プラグ 

 H1－30,  

H1－360～361 

H1－301 光ファイバー用小型接続器等 ································光ファイバー用中継アダプター, 

光コネクターアダプター, 光ファイ

バー配線用トレー 

 H0－30 

H1－302 光ファイバー用コネクタープラグ ································光ファイバー用コネクタープラグ, 

光ファイバー用コネクタープラグ

ハウジング 

 H0－31 

H1－303 光ファイバー用光電変換コネクター ······························光ファイバー用光電変換コネクタ

ー 

 H0－32 

H1－310 直接的電気接続器具 ·························································電線接続器, 短絡用コネクター  H1－310 

H1－311 電気接続スリーブ ································································電気接続スリーブ  H1－311 

H1－312 電気接続用端末キャップ ··················································電気接続用端末キャップ, 絶縁

キャップ 

 H1－312 

H1－313 締付け接続器 ································································締付け接続器, 電気接続器, 接

地線接続金具 

 H1－313 

H1－314 接地棒等 ·················································································接地棒, 接地板  H1－314 



Ｈ１ 基本的電気素子 
 
 

－192－ 

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 

H1－3200 端子金具，接触子等 ···························································圧着端子, 電気接続端子, バッ

テリー用端子金具, 電気接続用

端子金具, 電気接続ピン, 接触

子 

 H1－320,  

H1－322 

  H1－3200A その他 *1 @1    

  H1－3200B 圧接型 *1 @1    

  H1－3200C 接触子 *1 @1    

  H1－3200D ハウジング内蔵薄板

型接触子 

*1 @1    

H1－3201 コード先端取付け型端子金具，接

触子等 

    H1－320 一部, 

H1－321～321B, 

H1－322 一部, 

H1－322A～

322AA 

  H1－3201A その他 *1 @1    

  H1－3201B 先端フォーク型及び

先端円孔型 

*1 @1    

  H1－3201C クリップ型 *1 @1    

  H1－3201D 雌型接触子 *1 @1    

  H1－3201E 雄型接触子 *1 @1    

H1－3300 端子盤等 ·················································································端子盤, 端子板, 端子台, つま

み付きターミナル 

 H1－330～332C 

  H1－3300A その他（B～Fのいず

れにも該当しないも

の） 

*1

～

*5 

@1    

  H1－3300B タブ端子又はラッピ

ング端子型 

*1 @1    

  H1－3300C ねじ端子型 *2 @1    

  H1－3300D つまみ端子型 *3 @1    

  H1－3300E レバー固定型 *4 @1    

  H1－3300F 連接ユニット型 *5 @1    

H1－333 ジョイントボックス等 ジョイントボックス  H1－333 

H1－3400 コネクター      H1－340 

H1－3401 雌雄組み合わせ型コネクター ································電気コネクター, 電気接続子  H1－340 一部, 

H1－3420 一部, 

H1－3430A～

3430AA 

  H1－3401A 両者接続面角形 *1     

  H1－3401B 両者接続面丸形 *1     



Ｈ１ 基本的電気素子 
 
 

－193－ 

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 

H1－3402 壁床等埋込型コネクター ···················································電気コネクター, 埋込コンセント, 

プラグ受け, 同軸コネクター, モ

ジュラージャック 

 H1－340 一部, 

H1－3422 一部, 

H1－3422C～

3422E,  

H1－3422G,  

H1－3426 一部 

  H1－3402A その他（AA～AC 除

く） 

*1 @1    

  H1－3402AA フラッシプレート付き *1 @1    

  H1－3402AB フラッシプレート取付

け金具露出型 

*1 @1    

  H1－3402AC 床埋込型 *1 @1    

  H1－3402B 電源コネクター有り      

  H1－3402C 同軸コネクター有り      

  H1－3402D モジュラーコネクタ

ー有り 

     

H1－341 単極コネクター ································································電気コネクター  H1－341 

H1－34200 ２極コネクター又は３極コネクター ································電気コネクター, 差し込みプラグ, 

プラグ受け, コネクターハウジン

グ, プラグ 

 H1－3420 

H1－34210 電源プラグ ··············································································電源プラグ, プラグ, 差込プラグ, 

電源プラグ用ハウジング, 電源プ

ラグ用アダプター, 電気カーペッ

ト用コネクター, 電話機用プラグ 

 H1－3421～

3421D 

  H1－34210A 平行端子露出型（接

続面丸形） 

*1     

  H1－34210B 平行端子露出型（接

続面角形） 

*1     

  H1－34210C 三極型 *1     

  H1－34210D 端子内蔵機器差込型 *1     

H1－34220 電源プラグ受け ································································電源プラグ受け, コンセント, テ

ーブルタップ, 電源プラグアダプ

ター, 差し込みタップ 

 H1－3422 一部, 

H1－3422A～

3422B,  

H1－3422F,  

H2－411 一部 

  H1－34220A テーブルタップ型 *1     

  H1－34220B コードリール付き *1     

  H1－34220C 差し込み型 *1     

  H1－34220D 基板取付け型 *1     

H1－3423 引掛けシーリング ································································引掛けシーリング  H1－3423 

H1－3424 単頭プラグ又はピンプラグ ···············································プラグ  H1－3424 



Ｈ１ 基本的電気素子 
 
 

－194－ 

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 

H1－34250 ジャック又はピンジャック ···················································ジャック, ピンジャック  H1－3425～－

3425A 

  H1－34250A 挿入孔単一型      

H1－34260 同軸コネクター ································································同軸コネクター, 同軸ケーブルコ

ネクター, 高周波用同軸コネクタ

ー 

 H1－3426 

H1－3427 モジュラーコネクター等 ······················································モジュラージャック, モジュラープ

ラグ, 配線用接続器 

 H1－340 

  H1－3427A ボックス型      

H1－34300 多極コネクター ································································電気コネクター, 電気コネクター

用ハウジング 

 H1－3430, H1－

3431, H1－3432 

H1－3433 コード先端取付け型多極コネクター ······························電気コネクター, 印刷配線板用コ

ネクター, 電気コネクター用ハウ

ジング 

 H1－3430 一部, 

H1－3431 一部, 

H1－3431A～

3431B 

  H1－3433A その他（AA～AB 除

く） 

*1 @1    

  H1－3433AA 接続面角型 *1 @1    

  H1－3433AB 接続面丸型 *1 @1    

  H1－3433C ロック機構付き      

H1－3434 基板取付け型多極コネクター ································電気コネクター, 印刷配線板用コ

ネクター, 電気コネクター用ハウ

ジング 

 H1－3430,  

H1－3432～

3432B 

  H1－3434A その他（AA～AB 除

く） 

*1 @1    

  H1－3434AA 接続面角型 *1 @1    

  H1－3434AB 接続面丸型 *1 @1    

  H1－3434B その他（BA～BB 除

く） 

*2 @2    

  H1－3434BA 平行型 *2 @2    

  H1－3434BB 垂直型 *2 @2    

  H1－3434C ロック機構付き      

H1－3440 ソケット ·····················································································無口金電球用ソケット, 装飾電球

用ソケット, センサーソケット, ウェ

ッジベース電球用ソケット, ランプ

用ソケット, 自動車用バルブソケ

ット 

 H1－3440 

H1－34410 電球用ソケット等 ································································電球用ソケット, パイロットランプ

用ソケット, 点灯管用ソケット, ヘ

ッドランプ用ソケット 

 H1－3441～

3441A 

  H1－34410A らせん口金型      



Ｈ１ 基本的電気素子 
 
 

－195－ 

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 

H1－3442 蛍光ランプ用ソケット ··························································蛍光ランプ用ソケット  H1－3442 

H1－3443 電子管用ソケット ································································電子管用ソケット  H1－3443 

H1－3444 機器用ソケット及び素子用ソケット ································素子用ソケット, 集積回路素子用

ソケット, トランジスタソケット, 火

災感知器用接続器 

 H1－3444 

H1－3445 リレー用ソケット ································································リレー用ソケット  H1－3445 

H1－350 共働的接続器具································································電気接続器, 電気コネクター  H1－35,  

H1－3432～

3432B 

H1－351 コード付き共働的接続コネクター ································電気接続器, 電気コネクター  H1－35 

  H1－351A その他      

  H1－351B ２極又は３極コネクタ

ー付き 

     

  H1－351BA 同軸コネクター付き      

  H1－351BB モジュラーコネクタ

ー付き 

     

  H1－351C 多極コネクター付き      

  H1－351D 複数コネクター型

（一端又は両端が複

数コネクターのもの） 

     

H1－352 圧接型コネクター ································································電気接続器, 電気コネクター  H1－3432～

3432B, H1－35 

H1－390 電気接続器部品及び付属品 ································電気コネクター用係止保持具  H1－390 

H1－391 電気コネクター保持ケース ···············································電気コネクター保持ケース  H1－391 

H1－400 電子回路用素子体 ······························································リアクトル  H1－70 一部, H1

－40～410 

H1－410 コンデンサー ································································電力用コンデンサー, キャパシタ  H1－410 

H1－411 固定コンデンサー ································································固定コンデンサー, 電解コンデン

サー, セラミックコンデンサー 

 H1－411 

H1－41200 可変コンデンサー，トリマーコンデンサー ···················可変コンデンサー, 可変抵抗器

付き変蓄電器, トリマーコンデン

サー, 半固定コンデンサー 

 H1－4120～4121 

H1－419 コンデンサー部品及び付属品 ································コンデンサー用電極, コンデンサ

ー用電極端子, コンデンサー用

外装ケース, コンデンサー固定

具, コンデンサー用封口ゴム, コ

ンデンサー取付け具, コンデンサ

ー用金属化フィルム, 蓄電器用

端子, 電子部品用接地金具 

 H1－419 
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－196－ 

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 

H1－420 抵抗器 ······················································································電力用巻き線抵抗器, ブロアモ

ーター用抵抗器, 抵抗素子, ポ

テンショメータ, 巻き線抵抗器 

 H1－420 

H1－421 固定抵抗器 ································································固定抵抗器  H1－421 

H1－422 可変抵抗器 ································································可変抵抗器, スイッチ付き可変抵

抗器, 多方向入力器 

 H1－422 

  H1－422D 回転型 *1     

  H1－422E スライド型 *1     

H1－429 抵抗器部品及び付属品 ····················································電子部品取付け用保持具, 可変

抵抗器用抵抗基体, 固定抵抗器

用セラミックス, 電子部品収納ケ

ース, ポテンショメータ用抵抗基

板, 可変抵抗器用ケース, 抵抗

取付け台, 可変抵抗機用取付け

金具 

 H1－429 

H1－4300 電子回路用コイル等 ···························································高周波コイル, 減衰器, 共振器, 

ろ波器, 超音波振動子, インダク

タ, トランジューサ, チョークコイ

ル, トランス用コイル, 光ピックア

ップ用コイル 

 H1－430 

H1－4390 電子回路用コイル等部品及び付属品 ·························ノイズ吸収用コイルカバー, 磁心, 

フェライト磁心, 電子機器用コイ

ルボビン, 線ケース 

 H1－439 

H1－44 水晶発振器等 ································································水晶発振器, 水晶振動子  H1－430,  

H1－439 

H1－450 ダイオード，バリスタ，サイリスター，トラン

ジスタ ························································································

ダイオード, バリスタ, サイリスタ

ー, トランジスタ, サーミスター 

 H1－70 

H1－451 集積回路素子 ································································半導体素子, 遅延線素子, イン

ダクタ, 磁気抵抗素子, ボードイ

ンプラグ 

 H1－70 

  H1－451A １側面端子配列型 *1     

  H1－451B ２側面端子配列型 *1     

  H1－451C ４側面端子配列型 *1     

  H1－451D 裏面端子配列型      

H1－452 光電変換素子等 ································································光電変換素子  H1－71 

H1－453 圧電変換素子 ································································圧電素子  H1－71 

H1－460 回路用基板 ································································印刷配線基板, 抵抗器用基板, 

プリント回路基板 

 H1－730 

H1－469 回路用基板部品及び付属品 ································回路基板収納用箱, 回路基板隔

離具, 回路基板の連結具 

 H1－739 
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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 

H1－470 電子管 ······················································································真空管, 撮像管, 光電倍増管, 

マグネトロン, ブラウン管, レーダ

ー用パルス 

 H1－740 

H1－479 電子管部品及び付属品 ····················································偏向ヨーク, アノードキャップ  H1－749 

H1－48 表示盤，表示管等 ·······························································電子機器用表示盤, 音量計用表

示盤, 時刻表示盤, 表示管, 液

晶表示器, 自動車用表示盤, 時

計の時刻表示盤, オーディオ機

器のメータ表示器 

 H1－721 

H1－489 表示盤，表示管等部品及び付属品 ······························表示器用カバー  H1－729 

H1－49 電子回路用構成体部品及び付属品 ····························素子用外囲器, リードフレーム, 

トランジスタ取付け台, トランジス

タ取付け枠, 半導体素子用収納

容器, 光電変換素子用押しバネ, 

感熱素子取付け具 

 H1－79 

H1－50 開閉器及び遮断器     H1－50 

H1－510 電力用開閉器及び電力用遮断器     H1－510 

H1－5110 高圧開閉器及び電力用遮断器 ································気中開閉器, 油開閉器, ガス開

閉器, 磁気開閉器, 真空開閉器, 

気中遮断器, 油遮断器, ガス遮

断器, 磁気遮断器, 真空遮断器, 

柱上開閉器 

 H1－511～－

511A 

  H1－5110A 柱上型      

H1－512 断路器等 ·················································································断路器,カットアウトスイッチ用碍

子 

 H1－512 

H1－513 カットアウトスイッチ カットアウトスイッチ, 安全器  H1－513 

H1－514 配線用遮断器等 配線用遮断器, 漏電遮断器, 開

閉器用ギックス, サーキットブレー

カー, 回路遮断器, 遮断器付き

コンセント 

 H1－514 

H1－519 電力用開閉器及び電力用遮断器部品及び

付属品 ······················································································

カットアウトスイッチ用碍子体, 遮

断器用端子カバー, 開閉器用取

付け具, カットアウトスイッチ用密

閉栓, 真空スイッチ, 断路器用電

極, 高圧気中開閉器用端子 

 H1－519 

H1－520 屋内電路用開閉器及び電動器用開閉器 ··················電線接続器  H1－520 

H1－521 箱開閉器 ·················································································押しボタン開閉器, 押しボタンス

イッチ 

 H1－521 

H1－522 ナイフスイッチ ································································ナイフスイッチ, 刃型開閉器  H1－522 
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－198－ 

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 

H1－523 足踏みスイッチ等 ································································足踏みスイッチ, ミシン用コントロ

ーラー, 楽器用コントローラー 

 H1－523 

H1－524 タイムスイッチ ································································タイムスイッチ, タイムスイッチ付

きコンセント 

 H1－524 

・・－・・・ 時計付きスイッチ（※J2）      

・・－・・・ 限時継電器（※H1－60）      

H1－529 屋内電路用開閉器及び電動機用開閉器部

品及び付属品 ································································

タイムスイッチ用開閉切換爪, フ

ットスイッチ用ペダル 

 H1－529 

H1－5300 配線用開閉器 ································································リモコンリレー, 電磁開閉器  H1－530～530F 

  H1－5300A その他（AA～AC 除

く） 

 @1    

  H1－5300AA 押しボタン型  @1    

  H1－5300AB シーソー型  @1    

  H1－5300AC 引きひも型  @1    

  H1－5300B 中間型スイッチ，ペ

ンダントスイッチ 

*1 @1    

  H1－5300C フラッシプレート付き *1     

  H1－5300D フラッシプレート取付

け金具露出型 

*1     

  H1－5300E 他機能付き      

H1－539 配線用開閉器部品及び付属品 ································スイッチ用引きひも, スイッチ用操

作板 

 H1－539 

H1－5400 制御用操作スイッチ ····························································トリガースイッチ, デジタルスイッ

チ, フレックススイッチ, 多方向ス

イッチ, キースイッチ, 押しボタン

スイッチ, シーソースイッチ, レバ

ースイッチ, トグルスイッチ, セレ

クタースイッチ, ロータリースイッ

チ, スライドスイッチ, プッシュスイ

ッチ 

 H1－540～540G 

  H1－5400A ボタン型 *1     

  H1－5400B シーソー型 *1     

  H1－5400C 起倒型 *1     

  H1－5400D 回転型 *1     

  H1－5400E スライド型 *1     

  H1－5400F 多方向スイッチ *1     

H1－549 制御用操作スイッチ部品及び付属品···························操作スイッチ用防水キャップ, 押

しボタンスイッチ用アクチュエー

タ, 押しボタンスイッチ用導電具 

 H1－549 
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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 

H1－5500 検出スイッチ，検出器及び感知器 ································リードスイッチ, 水銀スイッチ, ス

イッチ用磁石, 傾斜スイッチ, ロ

ータリーエンコーダー, 人感セン

サー, 方位磁石センサー, トナー

センサー, 地震感知器 

 H1－550 一部, 

H1－560 

  H1－5500A 天井，壁取付け型      

・・－・・・・ 火災用感知器，煙感知器（※H7－

110） 

     

・・－・・・・ 流量検出器（※J1－3200）      

H1－551 マイクロスイッチ ································································マイクロスイッチ, スナップアクショ

ンスイッチ 

 H1－551 

H1－552 リミットスイッチ ································································リミットスイッチ  H1－552 

H1－553 近接スイッチ又は近接検出器 ································近接スイッチ, 磁気スイッチ  H1－553 

H1－5540 光電スイッチ又は光電検出器 ································光電スイッチ, 光電検出器, 光電

スイッチ用受光器, 光電スイッチ

用送受光器, リモコン受信素子, 

光電変位検出器, 赤外線センサ

ー, 人体熱検出器, 赤外線検出

スイッチ, 光電センサー用アンプ, 

光ファイバーセンサー用アンプユ

ニット, 自動点滅器 

 H1－554,  

H1－562 

  H1－5540A 天井，壁取付け型      

H1－5550 超音波スイッチ，超音波検出器等 ································超音波スイッチ, 超音波スイッチ

用送受光器, 超音波スイッチ用

送受波器, 超音波スイッチ用送

波器, 電波スイッチ, 超音波受信

機, 空中超音波マイクロホン 

 H1－555 

・・－・・・・ 超音波探傷機（※J1－70）      

・・－・・・・ 超音波探触子（※J1－79）      

H1－556 レベルスイッチ又はレベル検出器 ································レベルスイッチ, フロートスイッチ, 

レベル検出器 

 H1－556 

H1－557 圧力スイッチ又は圧力検出器 ································圧力スイッチ, 圧力検出器, ロー

ドセル用ブロック, フロースイッチ, 

感圧電流遮断器 

 H1－557 

H1－558 温度スイッチ又は温度検出器 ································温度スイッチ, 温度検出器, サー

モスタット, 温度センサー 

 H1－558 
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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 

H1－5590 検出スイッチ，検出器及び感知器部品及び

付属品 ······················································································

温度検出器用端子筺, マイクロス

イッチ用受圧盤, マイクロスイッチ

用接続補助具, トイレセンサー用

カバー, 取付け用枠, 反射盤, 

起歪体 

 H1－559,  

H1－569 

H1－590 開閉器及び遮断器部品及び付属品·····························スイッチプレート, 電気機器用ス

イッチ取付け枠, 配電盤用断路

部接触子, 光電スイッチ用ケース

保護金具 

 H1－590 

H1－591 ヒューズリンク ································································ヒューズリンク, 温度ヒューズ  H1－591 

H1－592 ヒューズホルダー ································································ヒューズホルダー, ヒューズベー

ス 

 H1－592 

H1－60 継電器等 ·················································································保護継電器, 電磁継電器, リード

リレー, パワー継電器, 限時継電

器, 温度継電器, プリセットカウン

ター, 圧力継電器, 無接点リレー 

 H1－60 

H1－610 継電器，プロセス用調節計等································保護継電器, 電磁継電器, 限時

継電器, 温度継電器, プリセット

カウンター, 圧力継電器, 無接点

リレー, リードリレー 

 H1－61～61C 

  H1－610A ケース付き（B，C 除

く） 

*1     

  H1－610B ダイヤル型 *1     

  H1－610C デジタル型 *1     

H1－62 電磁接触器 ································································電磁接触器  H1－62 

H1－69 継電器等部品及び付属品 ················································リレーカウンターの取付け枠, リ

ード線付き接触子, リレーターミ

ナル 

 H1－69 

H1－700 発光ダイオード及び電球等     D3－10 

H1－701 装飾用発光ダイオード及び電球等 ·······························装飾用白熱電球, クリスマス用装

飾電球 

 D3－112～1130 
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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 

H1－75 発光ダイオード等 ································································電球, 発光ダイオードランプ, 発

光ダイオード 

 D3－10～ 

110 一部,  

D3－1130 一部, 

H1－71 一部,  

H1－720,  

H1－721 一部 

  H1－75A 単体 *1     

  H1－75B 複数（BA～BB 除く） *1     

  H1－75BA グローブ型 *1     

  H1－75BB 円錐型 *1     

  H1－75BC 棒型 *1     

  H1－75BD 板型 *1     

H1－759 発光ダイオード等部品及び付属品 ·······························放電ランプ支持具, 装飾電球用

笠, 装飾電球用支持具, 装飾電

球用口金 

 H1－79,  

H1－729,  

D3－1190,  

D3－11920 

H1－76 電球等 ······················································································電球, ハロゲン電球, 白熱電球, 

豆電球, ボール電球, 赤外線電

球, 道路照明用電球, ナトリウムラ

ンプ, 写真用閃光電球, キセノン

ランプ, 集魚用灯用電球, シール

ドビーム電球, 放電ランプ, 蛍光ラ

ンプ, 水銀ランプ, グロースタータ

ー, パイロットランプ, 放電管 

 D3－10 一部,  

D3－111,  

D3－1130 一部, 

D3－1131,  

D3－120～123 

  H1－76A グローブ型 *1     

  H1－76B 円錐型 *1     

  H1－76C パイロットランプ型 *1     

  H1－76D 管型 *1     

H1－769 電球等部品 ································································ 装飾電球用笠, 装飾電球用支持

具, 装飾電球用口金, 放電ラン

プ支持具 

 D3－1190 一部, 

D3－11920 一部, 

D3－11921,  

D3－129 

H1－800 電池，乾電池，蓄電池等 ··················································湿電池, 燃料電池, 空気電池, 

乾電池, 水銀電池, 蓄電池, バ

ッテリー 

 H1－80～82 

  H1－800A その他（AA～AE 除く） *1 @1    

  H1－800AA 単純円柱型 *1 @1    

  H1－800AB ボタン型 *1 @1    

  H1－800AC 薄板矩形型 *1 @1    

  H1－800AD 機器脱着型 *1 @1    

  H1－800AE 車載型 *1 @1    

  H1－800B 模様有り      



Ｈ１ 基本的電気素子 
 
 

－202－ 

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 

H1－83 太陽電池 ·················································································太陽電池  H1－83 

H1－84 車両用蓄電池 ································································電動車両用バッテリー, 燃料電

池 

 H1－80～82 

H1－890 電池，乾電池，蓄電池等部品及び付属品 ·················蓄電池用補水栓, 鉛蓄電池用基

板 

 H1－890 

H1－891 電池ケース ·············································································乾電池ケース  H1－891 
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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 

H2－0 その他の回転電気機械，配電機械器具   H2－0 

H2－10 回転電気機械 ································································リニアモーター, リニアパルスモ

ーター, ファンモーター付き電動

機, 振動モーター 

 H2－10 

  H2－10A 小型振動発生器      

H2－110 発電機 ······················································································直流発電機, 交流発電機, 蒸気

タービン発電機, 風力発電機, 

風力発電用発電機 

 H2－110 

H2－111 エンジン発電機 発動発電機, エンジン発電機  H2－111 

H2－1200 電動機 ······················································································直流電動機, 交流電動機, 同期

電動機, ステップモーター, 小型

モーター, 小型電動機, 電気洗

濯機用モーター, 誘導電動機, 

インバーター内蔵モーター, ブレ

ーキモーター, クラッチモーター 

 H2－120～121 

  H2－1200A 汎用型      

H2－122 ギヤードモーター ································································ギヤードモーター, 自動製氷器

駆動機, 減速機付きモーター 

 H2－122 

H2－13 調相機及び回転変流機 ····················································調相機, 電動発電機  H2－13 

H2－19 回転電気機械部品及び付属品 ································電動機用磁心, 鉄心, ファンモー

ターのステータ, 洗濯機用モータ

ーの回転子, 風力発電機用風

車, 風力発電機用風車の翼 

 H2－19 

H2－20 電力用変換器及び電源用変換器 ································電動機用インバーター, 電源用

周波数変換器, コンバーター, 

電力用交直流変換器, 電圧変換

器, 非常用電源機, 電源供給機, 

電源分配器, 放電器, 信号変換

器, 電源アダプター, サーボアン

プ 

 H2－20 

H2－210 整流器 ······················································································電源用整流器, シリコン整流器, 

半導体整流器 

 H2－210 

H2－211 交直流変換器 ································································交直流変換器, ラジオ受信機用

交直流変換器, テープレコーダ

ー用交直流変換器 

 H2－211 

H2－2120 充電器 ······················································································充電器, 乾電池用充電器, 電気

自動車用給電器, 携帯電話機用

充電器 

 H2－212,  

H3－320 一部, 

H3－615 一部, 

H5－920 一部 

  H2－2120A 置き台型 *1     

  H2－2120B 床置型 *1     



Ｈ２ 回転電気機械、配電機械器具 
 
 

－204－ 

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 

H2－220 変圧器 ······················································································電力用変圧器, 誘導電圧調整

器, 自動電圧調整器, トランス, 

電気自動車用電圧調整器 

 H2－220 

H2－221 電圧調整器 ································································電圧調整器  H2－221 

H2－222 計器用変成器 ································································計器用変圧器, 変流器, 変圧変

流器 

 H2－222 

H2－23 電圧安定器 ································································放電灯用安定器, 直流安定化電

源器, 交流直流定電圧器, 定周

波定電圧器 

 H2－23 

H2－29 電力用変換器及び電源用変換器部品及び

付属品 ······················································································

トランス用ケース, 電源アダプタ

ー用保護カバー 

 H2－29 

H2－30 避雷器及び静電除去器 ····················································限流器  H2－30 

H2－31 避雷器 ······················································································避雷器, 電話用保安器, 異常電

圧吸収器, 避雷突針, サージノイ

ズ吸収器 

 H2－31 

H2－32 静電気除去器 ································································静電除去器, 帯電除去器, 静電

気除去付きキーホルダー 

 H2－32 

H2－39 避雷器及び静電気除去器部品及び付属品 ··············アレスター用素子, 避雷碍子, 避

雷針用取付け用台 

 H2－39 

H2－40 電線据付け具又は電気ケーブル据付け具   H2－40 

H2－410 電線又は電気ケーブル据付け用専用器具 ···············電線管用ケーブル牽引具, 保線

ローラー, 電気ケーブル延線工

事用ローラー, 電気ケーブル延

線工事用つり金車 

 H2－410 

H2－4110 電線巻枠等 ································································電線巻枠, ケーブルドラム, ケー

ブルドラム受け台, 電線繰り出し

具, 電線リール設置台 

 H2－411 

H2－4200 建物及び車両用電線据付け具 ································屋内配線の接続部ボックス, シー

リングローズ 

 H2－420,  

H2－4251 

H2－4230 配線用ボックス等 ································································スイッチボックス, アウトレットボッ

クス 

 H2－4230 

・・－・・・・ 配線用ダクト，電線管接続具（※M2－4）    

・・－・・・・ ケーブルラック（※M2－610）      

・・－・・・・ 電線止めくぎ，電線止めクリップ 

（※M2－62） 

   

H2－42390 配線用ボックス等付属品 ··················································配線用ボックス固定金具, 配線

用ボックス塗代カバー, スイッチ

ボックスカバー, 配線ボックス探

知用磁石 

 H2－42390 



Ｈ２ 回転電気機械、配電機械器具 
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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 

H2－42391 配線器具用取付け金具 ····················································配線器具用取付け金具, 配線器

具取付け枠 

 H2－42391 

H2－42400 フラッシプレート································································フラッシプレート, 配線器具用プ

レート, 配線器具用防滴プレート 

 H2－4240～

4240B 

  H2－42400A 角形 *1     

  H2－42400B 丸形 *1     

H2－4249 フラッシプレート付属品 ······················································スイッチ保護カバー  H2－4249 

H2－43 ブスバー等据付け具 ··························································ブスバー固定具, 給電レールの

つり具 

 H2－43 

H2－440 電線架設具又は電気ケーブル架設具 ························アース専用保持金具, 電線引留

リング, 防雪リング, 引込み線取

付け具 

 H2－440 

H2－4410 電線又は電気ケーブル用張力調整保持具

等 ·······························································································

架線用緊締具, 引留めクランプ, 

緊線用ロープ, 送電線用耐張ク

ランプ, 引下線補強ホルダー 

 H2－4410 

H2－4411 低圧電線引込み用がいし ·················································電線引込み用がいし, 電線引留

具, 通信線引留具 

 H2－4411 

・・－・・・・ 懸垂がいし（※H1－210）      

H2－4420 電線つり下げ支持具又は電気ケーブルつ

り下げ支持具 ································································

ケーブルハンガー, 電線支持具, 

電線保持具 

 H2－442 一部, 

H2－442A 

  H2－4420A 巻き付け線型      

H2－443 送電線用スペーサー及び送電線用ダン 

パー ···························································································

送電線用スペーサー, 送電線用

ダンパー 

 H2－443 

H2－444 電柱用電線配列配置具 ····················································電柱用腕金, 電柱用支持アーム  H2－444 

H2－460 電線等整理具 ································································コード自在器, コードリール, 分

岐線接続用スリーブ 

 H2－46 

H2－47 避雷用導体据付け具 ·························································避雷用導体支持具  H2－47 

H2－50 配電盤，制御盤等 ·······························································住宅用配電支柱  H2－50 

H2－51 屋外設置用配電盤 ······························································配電盤, 受電盤, 変電盤, 配電

函 

 H2－51 

H2－52 屋内設置用配電盤 ······························································配電盤, 受電盤  H2－52 

H2－53 分電盤 ······················································································分電盤  H2－53 

H2－590 配電盤，制御盤等部品及び付属品 ······························隅金具  H2－590 

H2－591 配電函等 ·················································································配電函, 積算電力計用収納函, 

電話端子函, 電話保安器函, テ

レビジョン共聴機器収納函, 集合

計器盤ボックス 

 H2－591 
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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 

H2－592 配電函等取付け板 ······························································配電函取付け板, 積算電力計取

付け板 

 H2－592 

H2－600 制御機器 ·················································································プログラム設定制御機, シーケン

スコントローラー, シーケンス制御

機用信号変換器, 防爆型信号変

換器, 信号電送機, 揚水ポンプ

用制御盤 

 H2－60～61DAD 

  H2－600A 箱形      

  H2－600G 具体的表示有り      
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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 

H6－0 その他の電子情報処理・記憶機械器具等   H3－0, H4－0, 

H5－0 

H6－10 アンテナ等 ··············································································ろ波器, 減衰器, アイソレーター, 

方向性結合器 

 H3－10 

H6－11 通信伝送路用器具 ······························································混合器, 分波器, テレビ信号機

用分配器, アンテナ用分岐器, 

テレビ用共聴器, テレビ信号用分

配器, 整合器, 分岐器等 

 H3－10 一部,  

H3－12～13 

  H6－11A コネクター型（屋内

配線型） 

*1     

  H6－11AA フラッシプレート付き *1     

  H6－11AB フラッシプレート取付

け金具露出型 

*1     

  H6－11B 機器型（ボックス型） *1     

H6－12 アンテナ ···················································································アンテナ, 周波数変換器付きアン

テナ, 室内用アンテナ, 車両用ア

ンテナ, パラボラアンテナ, ロッド

アンテナ, フィルムアンテナ, ドー

ムアンテナ, アンテナ素子 

 H3－110～112 

  H6－12A パラボラ *1     

  H6－12B ロッド *1     

  H6－12C 櫛型 *1     

  H6－12D 機器内蔵型 *1     

H6－190 通信伝送路用器具等部品及び付属品 ·······················アンテナ用飾り玉, アンテナ素子

取付け具, 衛星放送受信用周波

数変換器, アンテナ用ケース 

 H3－19 

H6－191 アンテナ取付け具 ································································アンテナ取付け具, アンテナ用台  H3－19 

H6－20 通信装置用基本的機器 ····················································発振器, 局部発振器, 発振機, 増

幅器, 通信用増幅器, 変調器, 復

調機, 同調器, 周波数変換器, 検

波器, 無線通信機用中継器, デー

タ通信用音響結合器, 電話機用中

継器, 電話機用増幅器, 電話交換

機, 電話交換機用中継台, 電信中

継交換機, 通信中継交換機 

 H3－20～ 
22 一部,  
H3－230～231, 
H3－25,  
H3－320 一部, 
H3－40～41,  
H3－511 一部, 
H3－523 一部, 
H3－615 一部,  
J5－32 一部 

  H6－20A その他（AA～AD 除く） *1 @1    

  H6－20AA 床置型 *1 @1    

  H6－20AB 卓上直方体型 *1 @1    

  H6－20AC 差込みカード型 *1 @1    

  H6－20AD 機器取付け型 *1 @1    

  H6－20B 端子集合型      
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－208－ 

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 

H6－291 通信装置用基本的機器部品 ································回路用増幅器, 回路用変調器, 

回路用復調器, 回路用同調器 

 H3－21～ 

22 一部,  

H3－24,  

H3－29 一部,  

H3－329 一部, 

H3－49 一部 

H6－292 通信装置用基本的機器付属品     H3－29,  

H3－329,  

H3－49 

H6－30 信号調整機器   H4－10 

H6－31 音響用増幅器 ································································音響用増幅器, ハイファイ用アン

プ, 車載用音響増幅器, 拡声増

幅器, 防災放送用増幅器 

 H4－150～151A 

H6－32 音声調整機器 ································································エコー付加器, 音声調整用フィ

ルター, 音像形成器, 音質調整

器, 音場拡大調整器, 音声調整

卓, マイクロホンミキサー, グラフ

ィックイコライザー, 音量調整器 

 H4－160～164 

H6－33 映像調整機器 ································································映像調整機器, 映像調整卓, 映

像特殊効果発生機, 映像信号補

正機, 色信号調整機 

 H4－32～32B 

H6－39 信号調整機器部品及び付属品 ································真空管アンプ用天板受け具, 音

響用ミキサーの筺体 

 H4－159,  

H4－169 

H6－40 チューナー等      H3－70,  

H3－712,  

H3－720 

H6－41 ラジオチューナー ································································ラジオ用チューナー, 増幅器付き

ラジオ用チューナー, ラジオ用チ

ューナー付き増幅機 

 H3－712～713 

  H6－41A 車載型      

H6－42 テレビチューナー ································································テレビチューナー, テレビ音声チ

ューナー, テレビ多重放送用復

調器, 衛星放送受信用チューナ

ー, ケーブルテレビ放送受信機, 

ビデオカメラ用テレビチューナー, 

有線放送用受信機 

 H3－720 一部, 

H3－7210～722, 

H3－20 一部 

  H6－42A カード挿入部有り      

H6－43 無線通信機用送受信機 ····················································無線通信機, 無線通信機用送信

機, 無線通信機用受信機, 船舶

用無線通信機 

 H3－610～613 

  H6－43A 車載型      
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－209－ 

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 

H6－49 チューナー等部品及び付属品 ································ラジオ受信機用パネル  H3－615～619, 

H3－719,  

H4－20 

H6－50 情報記録機器等     H4－40,  

H4－44～450, 

H5－30, H5－5 

H6－51 レコード記録機等 ································································録音機及び増幅器付きレコード

プレーヤー, レコードプレーヤー

用ターンテーブル, レコードプレ

ーヤー用キャビネット, レコードプ

レーヤー, レコードプレーヤー用

ピックアップ, レコードプレーヤー

用カートリッジ, ラジオ用チューナ

ー及び増幅器付きレコードプレー

ヤー, レコードプレーヤー用トー

ンアーム 

 H4－223～223B, 

H4－420～42931 

H6－52 ディスク挿入式記録機 ·······················································ビデオディスクレコーダー, 静止

画ディスク再生機, デジタルオー

ディオディスクプレーヤー, 磁気

ディスク記憶機, ビデオディスク

プレーヤー, 光ディスク記憶機, 

ラジオチューナー及びテープレコ

ーダー付きデジタルオーディオデ

ィスクプレーヤー 

 H3－621,  

H4－450～451, 

H4－460～

460BB,  

H5－30～30B 

  H6－52A 卓上型・雑 *1     

  H6－52AA 卓上型・縦型ステレ

オセンター型 

*1     

  H6－52B 車載型 *1     

  H6－52C 小型携帯型 *1     

H6－5291 ディスク記録機部品 ····························································光ディスクレコーダー用トレー, デ

ィスクプレーヤー用ディスク駆動

機, デジタルオーディオディスク

レコーダー用駆動機 

 H4－459,  

H4－469 

H6－5292 ディスク記録機付属品 ·······················································デジタルオーディオディスクプレ

ーヤー用ケース, デジタルオー

ディオディスクプレーヤー用置台, 

光ディスクプレーヤー用スタンド 

 H4－459,  

H4－469 

H6－530 テープ記録機器 ································································磁気テープ記憶機, 電子計算機

用磁気テープ機, 磁気テープ記

録機, 磁気テープ記録再生機 

 H5－31～31A 
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－210－ 

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 

H6－5310 音響用テープ記録機等 ······················································テープレコーダー, テーププレー

ヤー, チューナー付きテープレコ

ーダー, 磁気テープ複製機, 磁

気カード録音再生機, チューナ

ー付きテーププレーヤー 

 H4－430,  

H4－4330,  

H4－4332,  

H4－434,  

H4－4352 

H6－5311 オープンリール式音響用テープ記録機等 ··················ラジオチューナー付きテープレコ

ーダー, テーププレーヤー, テー

プレコーダー, ラジオチューナー

付きテーププレーヤー 

 H4－431～431A 

H6－5312 カセット式音響用テープ記録機································テープレコーダー, テーププレー

ヤー, チューナー付きテープレコ

ーダー, チューナー付きテープ

プレーヤー 

 H4－430 一部, 

H4－430A 一部, 

H4－430C 一部, 

H4－432 一部, 

H4－432A～

432B,  

H4－4332 一部, 

H4－4332A～

4332AB,  

H4－434 一部, 

H4－434A～

434BA,  

H4－434C 

～4352 一部,  

H4－4352A～

4352AA 

  H6－5312A 卓上型 *1     

  H6－5312B 車載型 *1     

  H6－5312C 小型携帯型 *1     

H6－53191 音響用テープ記録機器等部品 ································テープレコーダー用取付け具, テ

ーププレーヤー用取付け具, テ

ープレコーダー用テープ駆動機 

 H4－439 

H6－53192 音響用テープ記録機器等付属品 ································テーププレーヤー用ケース  H4－439 

H6－5320 映像用テープ記録機等 ······················································ビデオテープレコーダー  H4－4520～4521 

H6－5321 カセット式ビデオテープレコーダー ································ビデオテープレコーダー  H4－4522 

H6－5322 テレビチューナー付きカセット式ビデオテー

プレコーダー ································································

テレビチューナー付きビデオテー

プレコーダー, デジタルビデオテ

ープレコーダー, ビデオテープレ

コーダー 

 H4－4523～

4523BB 

・・－・・・・ ビデオテープレコーダー付きテレビ受像機

（※H7－624） 

   

H6－53291 映像用テープ記録機等部品 ································ビデオテープレコーダー用テー

プ駆動機, ビデオテープレコーダ

ー用カセットブラインダー 

 H4－459 
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－211－ 

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 

H6－53292 映像用テープ記録機等付属品 ································ビデオ挿入口カバー, ビデオテ

ープレコーダー用収納ケース 

 H4－459 

H6－540 その他媒体の記録機器等     H4－40 

H6－541 カード記録機 ································································カード記録機, カードリーダー, 

カード読み取り機, カード認識機, 

メモリーカード読み出し書き込み

機, 磁気カード読み取り機, 入室

者管理機 

 H4－40,  

H5－440～440B 

  H6－541A 床置・卓上型 *1     

  H6－541B 小型携帯型 *1     

  H6－541BA 腕時計型 *1     

  H6－541C 壁取付け型 *1     

H6－542 記録媒体内蔵記録機 ·························································磁気ディスク記憶機, 電子計算

機用磁気ディスク記憶機, 映像

情報蓄積機 

 H4－40, H5－30

～30B, H2－

61CA 

  H6－542A 床置・卓上型 *1     

  H6－542B 小型携帯型 *1     

  H6－542BA 腕時計型 *1     

H6－549 その他媒体の記録機器等部品及び付属品 ··············磁気ディスク用スペーサー, メモ

リーカード用コネクター 

 H4－40,  

H5－910,  

H5－920 

H6－550 記録媒体 ·················································································磁気シート, レコード  H4－410 一部, 

H4－411 

H6－551 テープ記録媒体     H4－410 

H6－552 ディスク記録媒体 ································································光ディスク, 情報記録ディスク  H4－410 

H6－553 カード型記録媒体 ································································磁気カード, 情報記録カード, 半

導体メモリ 

 H4－410 一部, 

F3－1122 

H6－554 カートリッジ付き記録媒体 ·················································ディスクカートリッジ, 磁気ディスク

用カートリッジ, テープレコーダー

用テープマガジン, テーププレー

ヤー用カートリッジ, 光ディスク用

カートリッジ, ビデオテープレコー

ダー用テープマガジン, 磁気ディ

スク内蔵カートリッジ 

 H4－410 一部, 

H4－4192～

4192A,  

H4－4195 

  H6－554A テープカートリッジ型 *1     

  H6－554B ディスクカートリッジ型 *1     

  H6－554C 半導体カートリッジ型 *1     

H6－559 記録媒体部品及び付属品 ···············································テープレコーダー用リール, ビデ

オテープレコーダー用リール, テ

ープリール収納ケース 

 H4－4190～4191

一部, H4－4193, 

H4－490 一部 



Ｈ６ 電子情報処理・記憶機械器具 
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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 

H6－591 情報記録機器等部品 ·························································テープレコーダー用磁気ヘッド, 

光磁気ディスクプレーヤー用ピッ

クアップ 

 H4－493 

H6－592 情報記録機器等付属品 ····················································磁気ヘッド消磁器, 磁気テープ

消磁器, レコードクリーナー, ディ

スク用クリーナー, 磁気読み取り

機用クリーニングカード 

 H4－490 一部, 

H4－491～492 

H6－6 電子計算機用中央処理機 ···············································電子計算機用演算制御機, 図形

情報処理用制御機, データ用サ

ーバー 

 H5－2～2BA,  

H5－5 一部 

  H6－6A 縦長型 *1     

  H6－6B 横長型 *1     

H6－691 電子計算機用中央処理機部品     H5－900～910 

H6－692 電子計算機用中央処理機付属品 ································電子計算機用中央処理機のスタ

ンド 

 H5－900,  

H5－920 
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－213－ 

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 

H7－0 その他の電子情報入出力機器 ································カード検索機  H5－6,  

H3－0 一部,  

H4－0 一部,  

H5－0 一部 

H7－10 その他のデータ入出力機器等     新規 

H7－110 監視用機器 ································································ 火災用感知器, 煙感知器, ガス

漏れ感知器, プロセス用制御卓, 

火災表示器, 冷蔵庫用異常警報

監視器, 盗難警報器, ガス漏れ

警報器, 防犯警報器, 電力計器

集合盤, 防災用受信盤, 火災報

知設備用受信盤 

 H1－561,  

H2－60～ 

61B 一部,  

H2－63～ 

63A 一部,  

J6－30 一部,  

J6－32 

  H7－110A 床置型 *1     

  H7－110B 卓上型 *1     

  H7－110C 壁取付け型 *1     

  H7－110D 小型 *1     

H7－119 監視用機器部品及び付属品 ································防犯警報器収納容器, 火災報知

器用ベース 

 H2－61,  

H2－63～63A,  

J6－39 

H7－120 操作用機器 ································································ 映像及び音響機器用セレクター, 

電気カーペット用操作器, 調光操

作卓 

 H2－60～ 

61CA 一部,  

H2－62F 

  H7－120A 床置型 *1     

  H7－120B 卓上キーボード型 *1     

  H7－120C カーペット用 *1     

  H7－120G 具体的表示有り      

H7－1210 操作用機器（壁埋込み・壁取付け型） ··························調光器, エアーコンディショナー

用操作器 

 H2－61D～

61DAB 

  H7－1210A 表示部操作型      

  H7－1210G 具体的表示有り      

H7－1211 エレベーター用操作盤 ·······················································エレベーター用操作盤, エレベ

ーター用操作器 

 H2－61DAC 

  H7－1211G 具体的表示有り      
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－214－ 

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 

H7－122 操作用機器（小型携帯型） ···············································テレビ受像機用リモートコントロー

ラー, テープレコーダー用リモー

トコントローラー, エアーコンディ

ショナー用リモートコントローラー, 

模型用操縦器, ゲーム機用操作

機, リモコンキー 

 H2－60～ 

61 一部,  

H2－61B 一部, 

H2－62～62E 

  H7－122A 携帯端末機用 *1     

  H7－122B いわゆるリモコン型・

表示部無し 

*1     

  H7－122BA いわゆるリモコン型・

表示部有り 

*1     

  H7－122C グリップ型 *1     

  H7－122G 具体的表示有り      

H7－129 操作用機器部品及び付属品 ································リモートコントローラー用ホルダ

ー, 操作ラベル 

 H2－60～61 

H7－130 データ入力機等 ································································データ入力機, 指紋認証機  H5－0～0B, H5

－41, H5－41B 

H7－131 キーボード入力機 ································································データ入力機, データ入力用キ

ーボード, 電子計算機用キーボ

ード, 指紋照合機 

 H5－0～0B 一部, 

H5－41A,  

H5－41AA 一部, 

H5－42～42B 

  H7－131A フルキーボード付き *1     

  H7－131B テンキーボード付き *1     

H7－1320 座標指示機等 ································································座標指示機, 座標入力機  H5－924 

H7－1321 電子計算機用マウス ··························································電子計算機用マウス  H5－924 

H7－1322 座標入力ペン································································座標入力ペン, ライトペン  H5－925 

H7－133 バーコードリーダー ······························································バーコードリーダー, バーコード

読み取り機 

 H5－923 

  H7－133A 手持ち型      

H7－1391 データ入力機等部品     H5－900～910 

H7－1392 データ入力機等付属品 ······················································電子計算機用マウス置き, 電子

計算機用キーボードスタンド 

 H5－900,  

H5－920 

・・－・・・ カード記録機（H6－541）      

H7－200 音響情報入出力機器     H4－0～10 

H7－201 一組のオーディオ機器セット ································一組のオーディオ機器セット  H0－0 

H7－202 一組の車載用オーディオ機器セット ·····························一組の車載用オーディオ機器セ

ット 

 H0－0 
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－215－ 

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 

H7－210 音響情報記録機器等 ·························································電気蓄音機, ステレオ再生機, ジ

ュークボックス, ラジオ受信機付き

電気蓄音機 

 H4－20 一部,  

H4－210～222B, 

H4－23 

H7－211 ラジオ受信機 ································································ラジオ受信機, 携帯用ラジオ受

信機, 時計付きラジオ受信機, 

防災用無線通信受信機 

 H3－612 一部, 

H3－70 一部,  

H3－710～7111 

  H7－211A 小型携帯型      

H7－212 音響情報記録再生機器 ····················································デジタルオーディオディスクレコ

ーダー付きラジオ受信機, デジタ

ルオーディオディスクプレーヤー

付きラジオ受信機, ラジオ受信機

付きテープレコーダー, テープレ

コーダー付きラジオ受信機, 時計

及びラジオ受信機付きテープレコ

ーダー, ラジオ受信機付きテープ

プレーヤー 

 H4－10 一部,  

H4－133 一部, 

H4－40 一部,  

H4－44 一部,  

H4－430～ 

430A 一部,  

H4－430AA,  

H4－430B～

430C 一部,  

H4－432 一部, 

H4－432C,  

H4－4330 一部, 

H4－4331～

4331BAA,  

H4－434 一部, 

H4－434C 一部, 

H4－4350～ 

4351 一部,  

H4－451 一部, 

H4－460～ 

460BB 一部 

  H7－212AA テープレコーダー付き      

  H7－212AB ディスク記録機付き      

  H7－212AC カード挿入式記録機

付き 

     

  H7－212AD 記録媒体内蔵型      

  H7－212B 床置型 *1     

  H7－212C 卓上型 *1     

  H7－212D 小型携帯型 *1     

  H7－212DA 腕時計型 *1     

  H7－212E ハンディカラオケ機型 *1     

H7－2191 音響情報記録再生機器等部品     H3－719,  

H4－469,  

H4－439 

H7－2192 音響情報記録再生機器等付属品 ································ラジオ受信機用ケース, テープレ

コーダー用取付け具, テーププ

レーヤー用取付け具 

 H3－719,  

H4－469,  

H4－439 
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－216－ 

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 

H7－220 マイクロホン等 ································································マイクロホン, 無線通信機用マイ

クロホン 

 H4－110 一部, 

H4－110A～111 

  H7－220A 台付き      

  H7－220B コントローラー付き      

H7－2291 マイクロホン部品 ································································コンデンサーマイクロホン, 電気

音響部品用コネクター 

 H4－119 

H7－2292 マイクロホン付属品 ·····························································集音器, マイクロホンスタンド, マ

イクロホン用風防, マイクロホン用

キャップ 

 H4－119 

H7－230 発音機器等 ································································圧電発音体, ゲーム用発音器  H4－120 

H7－231 ブザー等 ··················································································ふろ用ブザー, 携帯用ブザー, ド

ア用チャイム, サイレン 

 H4－120 一部, 

H4－1210～1213 

H7－2320 スピーカーボックス等     H4－130 

H7－2321 一組のスピーカーボックスセット ································一組のスピーカーボックスセット  H4－130 

H7－2322 スピーカーボックス ······························································スピーカーボックス, 充電器付き

スピーカー 

 H4－130～ 

131 一部,  

H4－131A～

131CA 

  H7－2322A 直方体 *1 @1    

  H7－2322B パネル型 *1 @1    

  H7－2322C その他（A，B 除く） *1 @1    

  H7－2322D 車載型      

H7－2323 マイクロホン付拡声器 ························································拡声器  H4－133 

H7－2324 マイクロホン付スピーカー ·················································マイクロホン付きスピーカー, スピ

ーカー付きマイクロホン, 会議電

話用スピーカー, 電話機用マイク

ロホン付スピーカー 

 H4－110 一部, 

H4－130～ 

131 一部,  

H4－133 一部, 

H3－321,  

H4－1390 一部 

H7－23290 スピーカーボックス等部品 ················································スピーカー用キャビネット, スピー

カー用パネル, スピーカー用グリ

ル, スピーカー用振動板, スピー

カー用ホーン, スピーカー用フレ

ーム 

 H4－1391～1392 

H7－23291 スピーカー ···············································································スピーカー  H4－132～

132CA 
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－217－ 

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 

H7－233 ヘッドホン等 ································································ヘッドホン, マイクロホン付きヘッ

ドホン, イヤホン, 携帯電話機用

イヤホン, 携帯電話用マイクロホ

ン付きヘッドホン 

 H4－140～143 

  H7－233A イヤホン型  @1    

  H7－233B その他留め具付き *1 @1    

  H7－233BA ヘッドバンド付き *1 @1    

  H7－233BB 首掛けバンド付き *1 @1    

  H7－233BC 耳掛け付き *1 @1    

  H7－233C マイクロホン付き      

  H7－233D 操作部付き      

H7－2391 発音機器等部品································································ブザー用発音体, スピーカー用

発音体, 発音体, 電気音響変換

器, 振動発生器, スピーカー付き

振動発生器用板ばね, 振動アク

チュエータ, 光ピックアップ用アク

チュエータ 

 H4－120,  

H4－129,  

H4－1390,  

H4－149 

H7－2392 発音機器等付属品 ······························································ヘッドホン用収納ケース, イヤホ

ン用収納ケース, スピーカーボッ

クス用スタンド 

 H4－129,  

H4－1390,  

H4－149 

H7－30 無線通信機器・探知機等 ··················································マイクロ波応答器, マイクロ波送

受波器, 携帯電鈴用送信器, 携

帯電鈴用受信器 

 H3－60,  

H3－614 

H7－31 無線通信機 ································································ トランシーバー, 無線通信機, 携

帯用無線通信機, 介護用無線通

信機, 防災用無線通信機 

 H3－610～614 

  H7－31A トランシーバー型      

H7－32 方向位置探知用機器 ·························································ロラン受信機, オメガ受信機, 方

向探知機, 方向探知用指示機, 

位置情報端末機, 位置測定器, 

緊急通報機, 魚群探知機, レー

ダー探知機 

 H3－30,  

H3－60～612, 

H3－620～622, 

H0－21 

  H7－32A 船載型      

H7－39 無線通信機器・探知機等部品及び付属品 ················位置情報端末機用車載ホルダ

ー, 無線通信機用ケース, 無線

機取付け用治具 

 H3－615～ 

619 一部,  

H3－622 一部, 

H3－629 

H7－40 電話機等      H3－30 
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－218－ 

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 

H7－41 電話機 ······················································································電話機, 電話機用親機, 車載用

電話機, スピーカーホン 

 H3－30 一部,  

H3－310,  

H3－312,  

H4－3450 一部 

  H7－41A 表示機付き      

  H7－41G 具体的表示有り      

H7－42 電話機用子機 ································································電話機用子機, コードレス電話機

用子機 

 H3－30 

H7－43 携帯電話機 ································································携帯電話機, 無線電話機, 携帯

用無線電話機, カメラ付き携帯電

話機, 携帯用テレビ電話機 

 H3－30 

  H7－43A その他（AA～AF 除

く） 

*1 @1    

  H7－43AA ストレート型 *1 @1    

  H7－43AB 折畳型 *1 @1    

  H7－43AC 回転型 *1 @1    

  H7－43AD スライド型 *1 @1    

  H7－43AE フリップ型 *1 @1    

  H7－43AF 腕時計型 *1 @1    

  H7－43B プリンター付き      

  H7－43C カメラ付き      

  H7－43G 具体的表示有り      

H7－4390 携帯電話機用部品及び付属品 ································携帯電話機用前カバー  H3－3190 

H7－4391 携帯電話機用ホルダー ·····················································携帯電話機用ホルダー, 自動車

用携帯電話機保持具, 携帯電話

機用置き台 

 H3－3190,  

H3－320 

H7－4392 携帯電話機用子機 ······························································携帯電話機用子機, 携帯情報端

末機用ハンドセット 

 H3－3191 

  H7－4392A スティック型      

H7－44 インターホン ································································インターホン, インターホン親機, 

インターホン子機, ナースコール 

 H3－330,  

H3－330A,  

H3－330B,  

H4－3450 一部 

  H7－44A 表示機付き      

  H7－44B カメラ付き      

  H7－44C 送受話器付き      

H7－45 公衆電話機 ································································公衆電話機  H3－311 
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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 

H7－49 電話機等部品及び付属品 ···············································緊急通報機, 電話機用送受話

器, 電話機台, 電話機用通話度

数計, 電話機用送受話器置台, 

電話機用カバー, 電話番号表示

機, 電話機用送受話器カバー, 

電話機用消毒器, 電話機用使用

状態表示機, 電話機用芳香器, 

電話自動ダイヤル発信器, 電話

機用応答記録器, 電話呼出器 

 H3－30 一部,  

H3－3190～ 

3191 一部,  

H3－3192～

3194,  

H3－320 一部, 

H3－322～324, 

H3－329 一部, 

H3－331,  

H3－339 

H7－50 紙データ入出力機等 ··························································電子計算機用紙テープ読取り機, 

紙テープ読み取り機, 紙テープ

穿孔機, 電子計算機用紙テープ

穿孔機 

 H5－441 

H7－51 スキャナー ··············································································スキャナー, 画像入力機, 画像

読み取り機 

 H5－41B,  

H5－440～440B 

H7－52 プリンター ················································································プリンター, 電子計算機用プリン

ター, 電子計算機用データ印字

機, 鉄道用乗車券発行機, 航空

券発行機, エックスワイプロッタ

ー, 自動製図機 

 H5－0～0B 一部, 

H5－450～451 

  H7－52A 床置型 *1     

  H7－52B 卓上型 *1     

H7－53 複写機 ······················································································複写機, 電子複写機, ジアゾ複

写機 

 J4－20～21B 

  H7－53A 床置型 *1     

  H7－53B 卓上型 *1     

H7－54 ファクシミリ等 ································································ファクシミリ, 写真電送機, データ

表示機付ファクシミリ, 電話付ファ

クシミリ, 電信機, テレックス, テ

レプリンター 

 H3－50～510, 

H3－520～522, 

H4－3450 一部 

  H7－54A その他（AA～AB 除

く） 

*1 @1    

  H7－54AA 床置型 *1 @1    

  H7－54AB 卓上型 *1 @1    

  H7－54B 表示機付き      

  H7－54G 具体的表示有り      

H7－590 紙データ入出力機等部品及び付属品 ·························感光ドラム, 給紙機カセット  J4－290 一部,  

H3－511 一部, 

H3－519,  

H3－523 一部, 

H3－529,  

H5－910 一部 
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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 

H7－591 インクカートリッジ ································································プリンター用インクカートリッジ, 

複写機用インクカートリッジ, プリ

ンター用インクタンク 

 H5－920 

H7－592 トナーカートリッジ ································································プリンター用トナーカートリッジ, 

複写機用トナーカートリッジ 

 H5－920 

H7－593 インクリボンカートリッジ ·····················································インクリボンカートリッジ  H5－921 

H7－594 画像形成機 ································································画像形成機, トナーカートリッジ

付き画像形成機 

 H5－910,  

H5－920 

H7－595 給紙機，排紙機 ································································プリンター用給紙機, プリンター

用排紙機, 給紙カセット, ソータ

ー, 複写機用コレーター 

 J4－290 一部,  

J4－291,  

H5－922 

H7－596 プリンター用印字ヘッド ······················································プリンター用印字ヘッド  H5－911 

H7－60 映像情報入出力機器     H4－30 

H7－61 ビデオプロジェクター ···························································データ投射機, テレビ投影機, ビ

デオプロジェクター 

 H4－342,  

H4－3490 

H7－620 データ表示機等     H4－330 

H7－621 一組のテレビ受像機セット ················································一組のテレビ受像機セット  H4－30 

  H7－621A ブラウン管型 *1     

  H7－621B パネル型 *1     

  H7－621G 具体的表示有り      

H7－622 一組の光ディスク再生機セット ································一組の光ディスク再生機セット  H4－0 

  H7－622A ブラウン管型 *1     

  H7－622B パネル型 *1     

  H7－622G 具体的表示有り      

H7－623 一組の車載用経路誘導機セット ································一組の車載用経路誘導機セット  H0－0 

  H7－623G 具体的表示有り      

H7－6240 データ表示機 ································································テレビ受像機  H4－330～40 

  H7－6240G 具体的表示有り      



Ｈ７ 電子情報入出力機器 
 
 

－221－ 

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 

H7－6241 ブラウン管型データ表示機 ··············································ビデオテープレコーダー付きテレ

ビ受像機, ラジオ受信機付きテレ

ビ受像機 

 H4－330～340, 

H4－343～343E, 

H4－3450～3452 

  H7－6241AA 支持具有り *1 @1    

  H7－6241AB 支持具無し *1 @1    

  H7－6241B スピーカー付き *2     

  H7－6241BA スピーカー正面両脇

配置型 

*2     

  H7－6241BB スピーカー画面下部

配置型 

*2     

  H7－6241C 把持部付き      

  H7－6241D 記録機器付き      

  H7－6241G 具体的表示有り      

H7－6242 パネル型データ表示機 ······················································テレビ受像機  H4－330～341 

  H7－6242AA 支持具付き *1 @1    

  H7－6242AB 支持具無し *1 @1    

  H7－6242B スピーカー付き *2     

  H7－6242BA スピーカー画面両脇

配置型 

*2     

  H7－6242BB スピーカー画面下部

配置型 

*2     

  H7－6242C 把持部付き      

  H7－6242D 記録機器付き      

  H7－6242G 具体的表示有り      

H7－6243 小型データ表示機 ·······························································テレビ受像機  H3－620～621, 

H4－330～341, 

H4－3450～3452 

  H7－6243A その他（AA～AD 除

く） 

*1     

  H7－6243AA ブラウン管型 *1     

  H7－6243AB パネル型 *1     

  H7－6243AC 腕時計型 *1     

  H7－6243AD ヘッドマウント型 *1     

  H7－6243B 支持具付き      

  H7－6243G 具体的表示有り      



Ｈ７ 電子情報入出力機器 
 
 

－222－ 

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 

H7－6244 埋込み・取付け型データ表示機 ································テレビ受像機  H3－620～621, 

H4－330～341, 

H4－3450～3452 

  H7－6244A 車載埋込み・取付け

型 

     

  H7－6244B 壁埋込み・取付け型      

  H7－6244G 具体的表示有り      

H7－6245 投射型データ表示機 ···························································テレビ受像機, 投射型テレビ受像

機 

 H4－342 

・・－・・・・ ビデオプロジェクター（H7－61）      

H7－6246 複数映像表示部付きデータ表示機 ······························電子計算機用表示機, ゲーム画

面表示機, 液晶モニターテレビジ

ョン受像機 

 H4－330～341, 

H4－344 

  H7－6246G 具体的表示有り      

H7－6290 データ表示機等部品及び付属品     H4－3490～3491 

H7－6291 データ表示機用支持具     H4－3490 

・・－・・ テレビカメラ（J3－230）      

H7－70 電子計算機等      H5－0, H5－40 

  H7－70G 具体的表示有り      

H7－71 一組の電子計算機セット ···················································一組の電子計算機セット  H0－0 

  H7－71G 具体的表示有り      

H7－720 表示機付き電子計算機等 ················································電子計算機  H5－0, H5－1, 

H5－40, H5－43, 

J5－0 

  H7－720G 具体的表示有り      

H7－721 表示機付き電子計算機等（床置型） ·····························電子計算機, 電子計算機用入出

力端末機, 電子情報端末機, 銀

行用窓口記帳端末機, 自動契約

機, 集団教育用分析機, 情報提

供端末機 

 H5－0A 一部,  

H5－1A,  

H5－40A,  

H5－43A,  

J5－0 一部 

  H7－721B プリンター付き      

  H7－721C フルキーボード付き      

  H7－721D 記録機器付き      

  H7－721E 送受話器付き      

  H7－721F 金銭投入口有り      

  H7－721G 具体的表示有り      



Ｈ７ 電子情報入出力機器 
 
 

－223－ 

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 

H7－722 表示機付き電子計算機等（取付け型） ························電子計算機, 電子計算機用入出

力端末機, 電子情報端末機, 情

報提供端末機 

 H5－0, H5－1, 

H5－40, H5－43, 

J5－0 

  H7－722B プリンター付き      

  H7－722C フルキーボード付き      

  H7－722D 記録機器付き      

  H7－722E 送受話器付き      

  H7－722F 金銭投入口有り      

  H7－722G 具体的表示有り      

H7－723 表示機付き電子計算機等（卓上型） ·····························電子計算機, 電子計算機用入出

力端末機, 電子情報端末機, 情

報提供端末機 

 H5－0B 一部,  

H5－1B,  

H5－40B～ 

40BA 一部,  

H5－43B 一部,  

J5－0 一部 

  H7－723A その他（AA～AB 除

く） 

*1 @1    

  H7－723AA ブラウン管型 *1 @1    

  H7－723AB パネル型 *1 @1    

  H7－723B プリンター付き      

  H7－723C フルキーボード付き      

  H7－723D 記録機器付き      

  H7－723E 送受話器付き      

  H7－723F 金銭投入口有り      

  H7－723G 具体的表示有り      

H7－724 表示機付き電子計算機等（ノートパソコン

型） ·····························································································

電子計算機, 携帯用電子計算機  H5－43B 

  H7－724D カメラ付き      

  H7－724G 具体的表示有り      



Ｈ７ 電子情報入出力機器 
 
 

－224－ 

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 

H7－725 表示機付き電子計算機等（携帯型） ·····························電子計算機, 電子計算機用入出

力端末機, 電子情報端末機, 電

子辞書, データ通信用入出力端

末機, ハンディターミナル, デー

タ入力機 

 H5－0B, H5－40, 

H5－40B～41AA, 

H5－43B 

  H7－725A その他（AA～AF 除

く） 

*1 @1    

  H7－725AA ストレート型 *1 @1    

  H7－725AB 折畳型 *1 @1    

  H7－725AC 回転型 *1 @1    

  H7－725AD スライド型 *1 @1    

  H7－725AE フリップ型 *1 @1    

  H7－725AF 腕時計型 *1 @1    

  H7－725B プリンター付き      

  H7－725C フルキーボード付き      

  H7－725D カメラ付き      

  H7－725G 具体的表示有り      

H7－726 卓上電子計算機 ································································卓上電子計算機, 卓上電子計算

機用ケース, ラジオ受信機付き卓

上電子計算機 

 J4－52～54,  

J4－59 一部 

  H7－726A 上面矩形以外のも

の 

*1     

  H7－726B 付加機能付き *1     

  H7－726C プリンター付き *1     

H7－791 電子計算機等部品     H5－900～910 

H7－792 電子計算機等付属品 ·························································携帯情報端末用スタンド, 電子計

算機用充電及び接続機 

 H5－900,  

H5－920 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


