
Ｄグループ 住宅設備用品 
 

 

一般住宅、事務所及び公共施設等において、住環境を整えるため

に整備する用品を分類する。 

床敷物、カーテン等主として繊維製の室内装備品（Ｃ１）及び建

具（Ｌ４）を除く。 

 

 

グループの概要 

Ｄ０ Ｄ３～Ｄ９に属さないその他の住宅設備用品 

Ｄ３ 発光具及び照明器具 

Ｄ４ 暖冷房機又は空調換気機器 

Ｄ５ 厨房設備用品及び衛生設備用品 

Ｄ６ 室内整理用家具・用具 

Ｄ７ 家具 

Ｄ９ 住宅設備用品汎用部品及び付属品 

 

 





Ｄ０ Ｄ３～Ｄ９に属さないその他の住宅設備用品 
 
 

－79－ 

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 

D0－00 Ｄ3～Ｄ9 に属さないその他の住宅設備用

品雑 ··········································································· 

玄関パネル  D0－0,  

D0－10～110 

D0－100 住宅用受け箱等 ································································新聞受け, 郵便受け  D0－10 

D0－1100 郵便受け箱，新聞受け箱等································郵便受け箱, 新聞受け箱, 牛乳受

け箱 

 D0－110 

D0－12 ボンベ格納箱・固定具等 ···················································ボンベ用格納箱, ボンベ用支持枠, 

ボンベ置き台 

 D0－12 

D0－19 住宅用受け箱等部品付属品 ································郵便受け口金具, 郵便箱支持具  D0－119 

D0－200 はしご，脚立，踏み台等 ····················································はしご, 脚立, 踏み台, マンホール

用足場金具, 電柱用足場金具 

 D0－20～23,  

L1－10 一部,  

L2－169 一部,  

L2－4391 一部, 

L2－630 一部 

  D0－200A 自立型 *1     

  D0－200B 台型，家具調型 *1     

  D0－200C 壁取付け型 *1     

D0－29 はしご，脚立等部品及び付属品 ································はしご用踏み桟固定具, はしご用

踏み桟, はしご用踏み桟材, はしご

用横桟, はしご用支柱, 脚立用踏

み桟材, 足場昇降用ステップ 

 D0－290～291 

  D0－29A 形状連続型      

 

 



Ｄ３ 発光具及び照明器具 
 
 

－80－ 

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 

D3－0 その他の発光具及び照明器具   D3－0 

D3－200 燃焼型照明器具 ································································たいまつ, たいまつ用油灯器, か

がり火灯, 灯明, 灯心, 灯心用浮き

子 

 D3－20～212 

D3－2200 オイルランプ，ガス灯 ··························································オイルランプ, 携帯用オイルランプ, 

ガス灯, 携帯用ガス灯, アセチレン

灯 

 D3－220, D3－23 

  D3－2200A 携帯用ランプ型      

D3－2400 ろうそく ······················································································ろうそく, クリスマス用ろうそく  D3－240～

241BC 

  D3－2400A 模擬形態      

D3－250 しょく台等 ·················································································しょく台, ろうそく立て  D3－25～25F 

  D3－250A 火屋付き      

  D3－250B コップ型      

D3－260 ちょうちん等 ································································ちょうちん, ちょうちん用火袋, 行

灯, 灯ろう, 流し灯ろう, 走馬灯 

 D3－26～281 

  D3－260A 自立型      

D3－282 石灯ろう ···················································································石灯ろう  D3－282 

D3－29 燃焼型照明器具部品及び付属品 ································オイルランプ用火屋, そうそく消火

具 

 D3－229,  

D3－249 

D3－300 屋内用照明器具   D3－242,  

D3－30 一部 

D3－301 家具組込み用照明器具等 ································棚付き机用照明具, ベッド用照明

具, 音響機器用照明具, レコード

プレーヤー用照明具, 譜面台用照

明具 

 D3－34,  

D3－60 一部 

D3－302 取付け式投光照明器具·····················································投光器, スポットライト, 店舗用投光

器 

 D3－310,  

D3－313 一部, 

D3－321～322 一

部,  

D3－322K 一部, 

D3－60 一部,  

D3－620A 一部, 

D3－660A 一部 

D3－303 一組の天井灯セット ····························································一組の天井灯セット  D3－30 一部 

D3－3100 天井灯 ······················································································シャンデリア, 天井灯, 天井灯用笠  D3－311～311A

一部 



Ｄ３ 発光具及び照明器具 
 
 

－81－ 

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 

D3－3101 天井つり下げ灯 ································································天井つり下げ灯, 天井つり下げ灯

用笠 

 D3－311～311B

一部,  

D3－312～

312JB,  

D3－313～313J

一部 

  D3－3101A 笠複数型      

  D3－3101BA 和風調 *1     

  D3－3101BB 模様有り，唐草模

様状・具象状加飾

有り 

*1     

  D3－3101C 全体細長型 *2     

  D3－3101DA 笠状下面角型 *2     

  D3－3101DB 笠状下面角型・下

面覆い有り型 

*2     

  D3－3101EA 笠状下面丸型 *2     

  D3－3101EB 笠状下面丸型・下

面覆い有り型 

*2     

  D3－3101F 逆向き笠状型 *2     

  D3－3101G 全体筒型 *2     

  D3－3101K 取付けアーム有り      

D3－3102 天井じか付け灯，天井埋込み灯 ································天井じか付け灯, 天井じか付け灯

用笠, 天井埋込み灯 

 D3－311B 一部, 

D3－313～

313AA 一部,  

D3－313C～313J

一部,  

D3－314～314B 

  D3－3102A 笠複数型      

  D3－3102BA 和風調 *1     

  D3－3102BB 模様有り，唐草模

様状・具象状加飾

有り 

*1     

  D3－3102C 全体細長型 *2     

  D3－3102DA 盤状下面角型 *2     

  D3－3102DB 盤状下面角・下面

覆い有り型 

*2     

  D3－3102EA 盤状下面丸型 *2     

  D3－3102EB 盤状下面丸・下面

覆い有り型 

*2     

  D3－3102FA 立体状一体覆い型 *2     

  D3－3102FB 筒状覆い型 *2     



Ｄ３ 発光具及び照明器具 
 
 

－82－ 

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 

  D3－3102H 埋込みダウンライト

型 

*2     

D3－3200 壁灯 ···························································································壁灯, 壁灯用笠, 壁取付け灯, 壁

取付け灯用笠 

 D3－320,  

D3－322,  

D3－322K,  

D3－64 

  D3－3200CA 全体細長型 *1     

  D3－3200CB 直方体状覆い型 *1     

  D3－3200CC 球状覆い型 *1     

  D3－3200CD 傘状覆い型 *1     

  D3－3200DA 支持部直線棒状 *2     

  D3－3200DB 支持部装飾有り *2     

D3－3210 壁じか付け灯 ································································壁じか付け灯, 壁じか付け灯用笠, 

壁埋込灯, 足元灯, プラグ付き照

明具 

 D3－320 一部, 

D3－321 一部, 

D3－321A～

321J,  

D3－323,  

D3－64 一部 

  D3－3210A プラグ付き型，コン

セント付き型 

     

  D3－3210B 壁埋込み型      

  D3－3210CA 全体細長型 *1     

  D3－3210CB 直方体状覆い型 *1     

  D3－3210CC 半球状覆い型 *1     

  D3－3210CE 円筒状覆い型 *1     

  D3－3210CF かまぼこ状覆い型 *1     

  D3－3210CG 半円錐状型，四半

球状型 

*1     

  D3－3210CH 重ね覆い型 *1     

D3－3300 電気スタンド等 ································································時計付き電気スタンド, 時計付き蛍

光灯スタンド, ラジオ受信機付き電

気スタンド, 鉛筆削り器付き蛍光灯

スタンド 

 D3－330,  

D3－331 

  D3－3300A 他機能付き電気ス

タンド 

     



Ｄ３ 発光具及び照明器具 
 
 

－83－ 

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 

D3－3320 電気スタンド ································································電気スタンド, 蛍光灯スタンド, フロ

アスタンド, 電気スタンド用笠 

 D3－332～332E, 

D3－3391 

  D3－3320A 笠複数型      

  D3－3320BA 略全体筒型 *1     

  D3－3320BB 具象形有り型，ステ

ンドグラス状傘型 

*1     

  D3－3320BC 光源部細長型 *1     

  D3－3320BD 笠部傘状型 *1     

  D3－3320CA 支持部直線状支柱型 *2     

  D3－3320CB 支持部屈折等アー

ム型 

*2     

D3－40 屋外用照明器具   D3－40 

D3－4100 街路灯等 ·················································································街路灯, 道路灯, 路肩灯, 防犯灯, 

街路灯用グローブ 

 D3－410～410B, 

D3－4191 

  D3－4100A 頭部のみ型，支柱

無し型 

     

D3－4190 街路灯等部品及び付属品 ································街路灯用ポール, 街路灯用アーム  D3－4190 

D3－4200 庭園灯 ······················································································庭園灯, 池用ろ過機付き庭園灯  D3－420～422, 

D3－4291 

  D3－4200A 頭部のみ型，支柱

無し型 

     

D3－4290 庭園灯部品及び付属品   D3－4290 

D3－430 門灯 ···························································································門灯, 門柱灯  D3－430 

D3－500 携帯用照明器具································································懐中電灯, 手提電灯, ヘッドラン

プ, 携帯電灯, 非常用懐中電灯, 

自転車取付け電灯, 携帯用螢光

灯, ペンシルライト, ポケットライト, 

常備灯, 携帯電灯用ホルダー, 非

常灯取付け台, 懐中電灯用電源切

換器, 非常用携帯電灯, 信号警報

器付き懐中電灯, 非常用手提電

灯, 信号警報器付き手提電灯, 作

業用照明器具, 修理点検灯 

 D3－50～512,  

D3－520～522, 

D3－53,  

D3－54,  

D3－660C 

  D3－500AA ヘッドランプ型 *1     

  D3－500AB 筒型 *1     

  D3－500AC ポケットライト型 *1     

  D3－500AD ランタン型 *1     

  D3－500BA 一体把手付き型      

  D3－500BB 他機能付き型      



Ｄ３ 発光具及び照明器具 
 
 

－84－ 

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 

D3－590 携帯用照明器具部品及び付属品 ································懐中電灯用ホルダー, 非常灯取付

け台, 懐中電灯用保護ケース, 常

備灯取付け台, 懐中電灯用ケース, 

携帯電灯用ホルダー, 携帯電灯用

保護ケース, 携帯電灯用ケース 

 D3－519,  

D3－529 

D3－600 特殊用途照明器具 ······························································ショーケース用照明器具, 商品陳

列ケース用照明器具, 防爆用照明

器具, 水中用照明器具, 作業用照

明器具, 噴水用照明器具, 集魚灯 

 D3－60 一部,  

D3－63,  

D3－660～660A

一部,  

D3－661 

D3－61 装飾用照明器具 ································································装飾用照明器具  D3－61 

D3－6200 特殊用途投光器 ································································探照灯, 工事用投光器, 舞台用投

光器, 映画撮影用投光器 

 D3－620,  

D3－620A 一部, 

D3－620B,  

D3－621 一部, 

D3－622,  

D3－660 一部, 

D3－660B 

  D3－6200A スタンド型および直

置き型 

     

  D3－6200B レンズ付き投光型      

D3－6500 衛生用照明器具 ································································保健衛生灯, 脱臭灯, 防湿灯, 防

虫灯, 殺菌灯 

 D3－650,  

D3－652 

D3－651 医療用照明器具 ································································手術用無影灯, 歯科用無影灯, 検

診灯, 内診用無影灯, 歯科用照明

器具 

 D3－651 

D3－900 発光具及び照明器具部品及び付属品 ························照明器具用電球固定具, 照明器具

用回転自在具, 照明器具用枠, 照

明器具用笠内枠, シャンデリアつり

飾り, 照明器具用保護枠, 照明器

具用カバー 

 D3－1191,  

D3－3190,  

D3－31910～

31912,  

D3－31930,  

D3－390,  

D3－439,  

D3－90,  

D3－910,  

D3－912,  

D3－920～921 

  D3－900A 装飾体      

D3－911 照明器具用反射笠 ······························································照明器具用反射笠, 照明器具用反

射板 

 D3－911 



Ｄ３ 発光具及び照明器具 
 
 

－85－ 

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 

D3－93 照明用拡散透光板等 ·························································光天井用拡散透光板, 照明器具用

拡散透光板, 照明器具用透光性カ

バー, 天井灯用透光性カバー, 投

光器用レンズ, 探照灯用前面ガラ

ス 

 D3－392～392B, 

D3－82,  

D3－913 

D3－94 照明設備具 ································································天井灯用ルーバー, 天井灯用ルー

バーリーフ, 照明器具用ルーバー, 

ルーバーロール用ルーバー, 照明

用ルーバー材 

 D3－3910～

3911,  

D3－80～812 

  D3－94A 照明用ルーバー *1     

  D3－94B 照明用ルーバーリ

ーフ 

*1     

D3－950 照明器具用支持具等 ·························································照明ルーバー用支持具, 照明器具

用支持アーム, 照明器具用取付け

金具, 照明器具用固定金具, 作業

用照明器具用ハンガー 

 D3－819,  

D3－922 

D3－951 天井灯用支持具································································天井灯用つり具, 天井灯つり下げ

具, 天上灯つり下げ用アーム, 天

上灯つり下げ基台, シャンデリアつ

り具, シャンデリア用アーム 

 D3－31920～

31923,  

D3－31931 

D3－952 壁灯用支持具 ································································壁灯取付け台, 壁取付け灯用アー

ム 

 D3－3290～3291 

D3－953 電気スタンド用支持具，投光器用支持具 ···················電気スタンド用支柱, 電気スタンド

用台, 電気スタンド取付け具, 電気

スタンド支持金具, 投光器用支持

脚, 照明器具用移動台, 投光器用

ポール 

 D3－3390,  

D3－923 

 

 



Ｄ４ 暖冷房機又は空調換気機器 
 
 

－86－ 

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 

D4－0 その他の暖冷房機器又は空調換気機器   D4－0 

D4－10 暖房具 ······································································ 暖炉, マントルピース  D4－10 

D4－110 火鉢等 ······································································ 火鉢, 電気火鉢  D4－11,  

D4－23A 

D4－120 こたつ ········································································ 電気こたつ, 堀りこたつ  D4－120 

D4－129 こたつ部品 ······························································ 電気こたつ用ヒーター  D4－129 

D4－130 あんか，湯たんぽ ················································· あんか, 湯たんぽ  D4－13～14 

D4－15 懐炉 ··········································································· 懐炉  D4－15 

D4－16 足温器 ······································································ 足温器, 電気スリッパ, 足冷温器  D4－16 

D4－170 ストーブ等 ······························································· 石炭ストーブ, 練炭ストーブ  D4－20 

D4－171 電気ストーブ ·························································· 電気ストーブ, 遠赤外線ストーブ  D4－21,  

D4－315A～

315AA 

  D4－171A 温風吹出し機能付      

D4－172 パネルヒーター ······················································ パネルヒーター, オイルヒーター  D4－316 

D4－173 ガスストーブ ··························································· ガスストーブ  D4－22 

D4－174 石油ストーブ ·························································· 石油ストーブ  D4－23,  

D4－23B～23D 

  D4－174A 筒型 *1     

  D4－174B 反射型 *1     

D4－190 暖房具部品及び付属品 ···································· 石炭バケツ, 炭かご, 十能, 火ば

し, 暖炉用具掛け, 火起し器 

 D4－190 

D4－191 火格子 ······································································ 火格子, ストーブ用火格子, 暖炉

用火格子, こんろ用火格子, ストー

ブ用火床 

 D4－191 

D4－1920 ストーブ部品及び付属品 ··································· 石油ストーブ用対震消火器, 電気

ストーブ用ヒーター, ファンヒーター

用ガード 

 D4－290 

D4－1921 石油ストーブ用燃焼筒等 ·································· 石油ストーブ用燃焼芯, 石油ストー

ブ用燃焼筒、ストーブ用燃焼筒 

 D4－291,  

D4－290 一部 

D4－1922 石油ストーブ用オイルタンク ····························· 石油ストーブ用オイルタンク, 石油

ストーブ用オイルタンクのキャップ 

 D4－292,  

D4－290 一部 

D4－193 暖房機器用ガード ················································ ストーブ用ガード  D4－290 

D4－300 送風式冷暖房機器等 ········································· エアーコンディショナー, 吸収式冷

温水機 

 D4－30～310 



Ｄ４ 暖冷房機又は空調換気機器 
 
 

－87－ 

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 

D4－301 一組のエアーコンディショナーセット ············· 一組のエアーコンディショナーセット  D4－30～310 

D4－3100 エアーコンディショナー等室内機 ··················· エアーコンディショナー, 温風暖房

機 

 D4－310 一部 

D4－3110 床置型エアーコンディショナー等 ··················· エアーコンディショナー, 温風暖房

機, ルームクーラー 

 D4－311～

311BD,  

D4－315 

  D4－3110A 縦細長型 *1     

  D4－3110B 縦細長・略直方形型 *1     

  D4－3110C 略直方体型 *1     

  D4－3110D カートリッジ式石油

温風型 

*1     

D4－3120 窓取付け型エアーコンディショナー等 ·········· エアーコンディショナー, 温風暖房

機, ルームクーラー, 冷房機 

 D4－312～

312BBD 

  D4－3120A 縦長型      

D4－3130 天井取付け型エアーコンディショナー等 ····· エアーコンディショナー, ルームク

ーラー 

 D4－313～313A, 

D4－314C 一部 

D4－3140 壁面取付け型エアーコンディショナー等 ····· エアーコンディショナー, ルームク

ーラー 

 D4－314～

314AC,  

D4－314C 一部, 

D4－314D～

314E,  

D4－314E 

  D4－3140A 壁埋め込み型 *1     

  D4－3140B 壁コーナー型 *1     

D4－32 エアーコンディショナー用室外機 ··················· エアーコンディショナー用室外機, 

クーリングタワー 

 D4－320～321 

  D4－32A 上面ファン吹き出し

部・縦型 

     

D4－330 湿度調和機 ···························································· 湿度調和機  D4－330 

D4－3310 加湿機 ······································································ 加湿機, 加湿器  D4－331～331C 

  D4－3310A 天井，壁，窓取付

け型 

     

D4－3320 除湿機 ······································································ 除湿機  D4－332,  

D4－332B 

  D4－3320A 天井，壁，窓取付

け型 

     



Ｄ４ 暖冷房機又は空調換気機器 
 
 

－88－ 

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 

D4－340 エアークリーナー ·················································· エアークリーナー, 空気清浄機  D4－34～34B, 

D4－30 一部 

  D4－340A 天井，壁，窓取付

け型 

*1     

  D4－340B 喫煙スペース用型 *1     

D4－3500 車両用エアーコンディショナー等 ···················· 自動車用エアーコンディショナー, 

車両用暖房機, 自動車用クーラー, 

自動車用ヒーター 

 D4－350～352 

D4－353 車両用エアークリーナー ··································· 自動車用エアークリーナー, 自動

車用空気清浄機 

 D4－353 

D4－359 車両用エアーコンディショナー等部品及

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

自動車用エアーコンディショナーの

空気吹出口, 自動車用エアーコン

ディショナーの室内パネル 

 D4－359 

D4－39 エアーコンディショナー等部品及び付属

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

エアーコンディショナー用カバー, 

エアーコンディショナー用取付け枠, 

エアーコンディショナー用防振架

台, エアーコンディショナー用テン

ト, エアーコンディショナー用フィル

ター, 通気口用消音器 

 D4－390～391 

D4－392 エアーコンディショナー用カバーパネル   D4－392 

D4－400 扇風機等   D4－40 

D4－410 扇風機 ······································································ 扇風機, 天井扇風機, 携帯用扇風

機, 卓上用扇風機, フロア扇風機, 

壁掛け扇風機, 座敷扇風機 

 D4－41～41H 

  D4－410A 座敷扇型 *1     

  D4－410C フロア扇型 *1     

  D4－410D 壁取付け扇 *1     

  D4－410E 天井取付け扇 *1     

  D4－410G 支持支柱無し型 *1     

  D4－410H 多翼扇型 *1     

D4－42 室内空気循環機 ··················································· 室内空気循環機, エアーカーテン

用送風機 

 D4－42 

D4－490 扇風機等部品及び付属品 ································ 扇風機カバー, 扇風機用取付け

具, 扇風機保管袋 

 D4－40 一部,  

D4－49 

D4－500 換気扇等   D4－50 



Ｄ４ 暖冷房機又は空調換気機器 
 
 

－89－ 

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 

D4－510 換気扇 ······································································ 換気扇, 窓用換気扇, 台所用換気

扇, 天井埋込み換気扇, 埋込み型

換気扇, 屋上換気扇, 脱臭扇 

 D4－50 一部,  

D4－51～53,  

D4－59 一部 

  D4－510B レンジフード型 *1     

  D4－510C 丸形 *1     

  D4－510DA 矩形埋め込み型 *1     

  D4－510DB 矩形突出型 *1     

  D4－510F 屋上換気扇型，脱

臭扇型 

*1     

D4－590 換気扇等部品及び付属品 ······························· 換気扇カバー, 換気扇用フィルタ

ー, 換気扇用フード, レンジフード 

 D4－59 

 

 



Ｄ５ 厨房設備用品及び衛生設備用品 
 
 

－90－ 

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 

D5－0 その他の厨房設備用品及び衛生設備 

用品 

  D5－0 

D5－100 厨房設備具   D5－10 一部,  

D5－1200 

D5－101 一組の台所セット ················································· 一組の台所セット  D5－10 

D5－11 収納棚付き厨房台 ··············································· 収納棚付き流し台, 整理棚付き流

し台 

 D5－11 

D5－1201 こんろ付き流し台及びこんろ付き調理台 ···· こんろ付き流し台, こんろ付き調理

台 

 D5－1201 

D5－1202 他物品組込み流し台及び他物品組込み

調理台 ······································································

食器洗浄機付き流し台, 米びつ付

き調理台, 冷蔵庫付き流し台 

 D5－1202 

D5－1210 こんろ台 ··································································· こんろ台, ガスこんろ台  D5－121～121A 

D5－1220 調理台 ······································································ 調理台  D5－122～122D 

  D5－1220A 隅型      

D5－1230 流し台 ······································································· 流し台  D5－123～123D 

D5－1900 厨房設備具部品及び付属品 ··························· 流し台用水切り板  D5－190 

D5－191 流し台用流し ·························································· 流し台用流し  D5－191 

D5－192 ディスポーザー ······················································ ディスポーザー, 生ごみ粉砕機, デ

ィスポーザー用フィルター, ディス

ポーザー用ふた 

 D5－192 

D5－193 流し用マット ···························································· 流し用すのこ, 流し用マット  D5－193 

D5－194 流し台用甲板 ························································· 流し台用カウンター  D5－190 

D5－200 洗面用設備具等 ··················································· 洗濯機付き洗面台, 手洗い付き足

洗い場, 壁板付き流し, 手洗い付

き柱 

 D5－20,  

D5－26～27 一部 

D5－201 一組の洗面化粧台セット ··································· 一組の洗面化粧台セット  D0－0 

D5－210 床置き洗面台等···················································· 洗面台, 手洗い台, 水飲み台, う

がい台, 掃除用流し台, 洗濯用流

し台, 実験用流し台, 薬品用流し

台, 取付け用洗髪機, 洗髪台, 前

流し台 

 D5－21～21A, 

D5－22～23,  

D5－26 

  D5－210A 鏡付き及び棚付き      

  D5－210B 洗面器収納型      



Ｄ５ 厨房設備用品及び衛生設備用品 
 
 

－91－ 

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 

D5－220 下部収納付き洗面台等 ····································· 洗面台, 洗面化粧台  D5－21～21A, 

D5－22～23,  

D5－26 

  D5－220A 鏡付き及び棚付き      

  D5－220B 洗面器収納型      

D5－240 取付け用洗面器，洗面用ボウル等 ·············· 取付け用洗面器, 取付け用水飲み

器, 取付け用手洗い器, 取付け用

うがい器, 取付け洗面用ボウル, 取

付け用洗髪器, 洗濯流し 

 D5－24 一部,  

D5－24A,  

D5－25,  

D5－26 一部 

  D5－240A 鏡付き及び棚付き      

D5－270 屋外用手洗い器，水飲み台，足洗い場等 · 足洗い場  D5－22, D5－24, 

D5－27 

D5－28 洗面用棚付き鏡 ··················································· 洗面化粧台用棚付き鏡  D2－634 

D5－290 洗面用設備具部品及び付属品 ······················ 洗面器用脚, 洗面器配管トラップカ

バー, 取付け洗面器用水切り皿, 

流し用受け台, 取付け洗面器用石

けん皿 

 D5－29 

D5－291 洗面台用甲板 ······················································· 洗面台用カウンター  D5－29 

D5－300 浴室用設備具 ······················································· 幼児入浴用補助具, 乳児入浴用座

椅子, 浴室用マット, 浴槽用マット, 

シャワーマット, 浴室用すのこ 

 D5－30, D5－34 

D5－310 浴槽等 ······································································ 乳児用浴槽, 車椅子入浴用浴槽, 

移動浴用車用浴槽, 介護用浴槽, 

身体障害者用浴槽 

 D5－310 

D5－311 浴槽 ··········································································· 浴槽, ふろ桶  D5－311 

D5－312 ふろがま付き浴槽 ················································ ふろがま付き浴槽  D5－312 

D5－313 洗い場付き浴槽 ···················································· 洗い場付き浴槽  D5－313 

D5－3140 スチームバス等 ···················································· スチームバス, 蒸しぶろ, サウナぶ

ろ, サウナスーツ 

 D5－3140 

D5－31900 浴槽等部品及び付属品 ···································· 浴槽用エプロン, 浴槽用あか取り

具, ふろふた移動防止具, 浴室用

まくら, 浴槽用かくはん器, 浴槽用

かき棒 

 D5－3190 一部, 

D5－3191 

D5－3192 浴槽用取手 ···························································· 浴槽用取手, 浴槽用手すり  D5－3192 

D5－3193 浴槽用ふた ····························································· 浴槽用ふた, ふろふた, ふろふた

用板材 

 D5－320～321 

D5－3194 浴槽用腰掛け ························································ 浴槽用いす, 浴槽用腰掛け  D5－3190 



Ｄ５ 厨房設備用品及び衛生設備用品 
 
 

－92－ 

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 

D5－3300 ふろがま等 ······························································ ふろがま, ふろがま用熱交換器, 

浴槽用熱交換器, 浴槽用温水循環

器, 浴槽用温水循環ろ過器 

 D5－330,  

D5－331 一部, 

D5－3391 一部 

D5－332 浴室用スチーム発生器等 ································· スチームバス用スチーム発生器, サ

ウナぶろ用加熱器 

 D5－3149 

D5－33900 ふろがま等部品及び付属品 ···························· ふろがま用焚き口, ふろがま用ロス

トル, ふろがま用カバー, ふろがま

取付け枠, ふろがま用給排気筒, 

ふろがま用排気筒, ふろがま用操

作器 

 D5－3390,  

D5－3392 

D5－400 便所用設備具 ························································ 収納棚付き便器, 配管ケース付き

便器, 便器付きトイレカウンター 

 D5－40 

D5－41 取付け用便器 ························································ 取付け用便器, 取付け用大便器, 

取付け用小便器, 便所用水槽付き

便器 

 D5－41 

  D5－41A 小便器      

D5－411 ビデ ············································································ ビデ, 取付け用膣洗浄器, 取付け

用ビデ 

 D5－47 

D5－45 便槽・浄化槽 ·························································· 便槽, 浄化槽  D5－45 

D5－4900 便所用設備具部品及び付属品 ······················ 便座用温熱器, 便器用飛沫防止

具, 水洗便所用水槽カバー, 小便

器用目皿, 便所用水槽収納箱 

 D5－490 

D5－4910 便器用局部洗浄器 ·············································· 便所用局部洗浄器, 便所用局部乾

燥器, 局部洗浄器本体, 局部洗浄

器用ノズル 

 D5－491 

D5－492 便座 ··········································································· 便座, 幼児用補助便座, 便器用椅

子, 便座用敷紙供給器付き便座 

 D5－42, D5－491 

  D5－492A 局部洗浄器付き      

D5－493 便器ふた ·································································· 便器ふた, 局部洗浄器付き便座用

ふた 

 D5－43 

D5－4940 便座カバー，便座用敷紙及び便所用マッ

ト ·················································································

便座カバー, 便座用敷紙, 便器用

マット, 便所用マット 

 D5－44 

D5－4941 一組の便器用付属品セット ······························ 一組の便器用付属品セット  D5－40 

D5－495 便所用介助具 ························································ 便所用介助具, 便器用介助具, 便

器用背もたれ付き手すり, 便所用

背もたれ, 便座昇降機, 昇降便座 

 D5－42, D5－490 

D5－496 水洗便所用水槽 ··················································· 水洗便器用水槽, 水洗便所用水

槽, 便器洗浄用ロータンク, 水洗便

器用タンク 

 D5－46 
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－93－ 

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 

D6－0 その他の室内整理用家具・用具 ···················· 自在鉤, バッグハンガー  D1－0 

D6－10 つり下げ型整理用具 ·········································· つりかご, 履物つり下げ具, ハンガ

ーボード用フック 

 D1－10～110,  

D1－113,  

D1－12,  

D1－21E 

  D6－10A 単純 C・Ｓフック型 *1     

  D6－10B つりかご型 *1     

D6－11 衣類つり下げ具 ···················································· 衣料用ハンガー, スカートハンガ

ー, ズボンハンガー, ネクタイハン

ガー 

 D1－111～112 

  D6－11A 単純掛け型 *1     

  D6－11B 横桟付きえもん掛け型 *1     

  D6－11C つり L 字型 *1     

  D6－11D 和服ハンガー型 *1     

  D6－11E 挟持型 *1     

  D6－11F クリップ複数型 *1     

  D6－11G 張力保持型 *1     

  D6－11H 掛け部複数連設型 *1     

  D6－11J 台紙型 *1     

  D6－11K 下着販売用ハンガー型 *1     

  D6－11L ネクタイハンガー型 *1     

D6－19 つり下げ整理用具部品及び付属品 ·············· つり下げ用補助具, タオル掛け用

滑り止め材 

 D1－119 

D6－20 壁取付け小型整理用具 ···································· 帽子掛け, 衣服掛け, 小物掛け, 

タオル掛け, ふきん掛け, 石けん入

れ, たわし入れ, 壁小物入れ, ハン

ガーボード用フック 

 D1－200～21D, 

D1－22～22C, 

D1－231C～

231D 一部,  

D1－232～233B 

  D6－20A 板状及び桟状掛け具型 *1     

  D6－20B 挟持型 *1     

  D6－20C 一点支持・支持部

一ヶ所型 

*1     

  D6－20D 一点支持・支持部複数型 *1     

  D6－20E 線的支持型 *1     

  D6－20F 線的支持掛け部直

線壁平行型 

*1     

  D6－20G 線的支持リング型 *1     

  D6－20H 水切り状，皿状，容

器状型 

*1     

  D6－20J 壁掛け収納袋型等 *1     



Ｄ６ 室内整理用家具・用具 
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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 

D6－29 壁取付け小型整理用具部品及び付属品 ··· 掛け具用保持具, タオル掛け用支

持具 

 D1－239 

D6－400 載置式小型整理用具   C3－512 一部, 

D1－30,  

D1－310 一部 

D6－401 マガジンラック ························································ マガジンラック, 新聞入れ  D1－311～311A 

  D6－401A つり手付き      

D6－402 スリッパラック ························································· スリッパラック, スリッパ立て  D1－312～312B 

  D6－402A 掛け型      

D6－403 ボトルラック ····························································· ボトルラック, ワインラック  D1－32 

D6－404 傘立て······································································· 傘立て, 車両用傘立て  D1－35～35B 

  D6－404A 筒型 *1     

  D6－404B 取付け型 *1     

D6－41 水切り皿等 ······························································ 石けん入れ, たわし入れ, 石けん

皿 

 D1－36 

D6－42 水切り棚，簡易台等 ············································ 石けん置台, 水切り棚  D1－36A,  

D2－390 一部, 

D2－531G 一部 

D6－43 収納部のない載置台等 ····································· スピーカーボックス置台, テレビジョ

ン受像機用置台 

 D2－41,  

D2－41C 

  D6－43A 天板無し型      

D6－440 整理箱等 ································································· 整理箱, 衣服収納箱, 衣類整理

箱, 乱れ箱 

 D2－570～572, 

C3－512 一部 

  D6－440A 側面凹型      

  D6－440B 引き出し型      

D6－441 収納かご ·································································· 日用品収納かご, 脱衣かご, 厨房

用かご, 収納かご, 整理かご, 洗濯

かご 

 D2－580～582B, 

C3－512 一部 

  D6－441A 側面凹型      

  D6－441B 買い物かご状取手

付き 

     

D6－442 新聞整理箱 ···························································· 新聞整理箱  D1－33 

D6－49 載置式小型整理用具部品及び付属品········ 整理収納箱用ふた, 整理収納かご

用取手 

 D2－579,  

D2－589,  

C3－512 一部 

D6－500 収納家具等 ···························································· 新聞架  D1－310 一部, 

D1－34,  

D2－50 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 

D6－501 一組の玄関収納セット ······································· 一組の玄関収納セット  D2－50 

D6－502 一組の収納棚セット ············································ 一組の収納棚セット  D2－50 

D6－5030 衣類掛け台等 ························································ 衣服掛け付き傘立て, 傘立て付き衣

服掛け台, 衣服掛け付き棚, 棚付き

衣服掛け台, 衣服掛け台, 帽子掛け

台, 衣服ハンガーつり下げ台 

 D2－03,  

D2－60～610,  

F5－212A 

  D6－5030A 支柱１本型      

  D6－5030B 収納部付き      

D6－5039 衣類掛け台等部品及び付属品   D2－619,  

F5－2190 

D6－504 床下収納庫 ···························································· 床下収納庫  D1－38 

D6－5050 金庫等 ······································································ 金庫, 手提金庫, 鍵保管庫  D2－560～562 

  D6－5050A 上扉型 *1     

  D6－5050B 鍵保管型 *1     

D6－5059 金庫等部品及び付属品 ···································· 金庫用扉, 金庫用ダイヤル錠, 金

庫用取手 

 D2－5690～5691 
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－96－ 

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 

D6－510 収納棚，載置台 ···················································· 食器棚, 本棚, 整理棚, 押入整理

棚, たんす, 間仕切り整理棚, サイ

ドボード, 飾り棚, 日用品用キャビ

ネット, ファイリングキャビネット, 事

務用品キャビネット, ロッカー, コイ

ンロッカー, 移動棚, 脇机, バスケ

ットワゴン, 音響機器収納キャビネッ

ト, 音響機器収納ラック, 電子レン

ジ収納キャビネット, スピーカー置

台, テレビ台, 電話台, 隅棚 

 D1－370～370A, 

D2－334,  

D2－390,  

D2－40～42,  

D2－42B,  

D2－510～512, 

D2－514～515, 

D2－520～523, 

D2－530～535, 

D2－550～551, 

D2－581C,  

D2－582,  

H4－130 

  D6－510A 古典装飾調 *1     

  D6－510B フレーム構成型 *1     

  D6－510CA 複数連結大型 *2     

  D6－510CB 隅棚型（コーナー

設置型） 

*2     

  D6－510CC テーブル型 *2     

  D6－510CD 収納空間横長直方

体型 

*2     

  D6－510CE 収納空間横長変形型 *2     

  D6－510CF 積み重ね型 *2     

  D6－510CG 収納部奥行き変化型 *2     

  D6－510CH 上面水平以外型 *2     

  D6－510DA 棚・開口部有り *3     

  D6－510DB 斜め状棚有り *3     

  D6－510DC かご状，桟状，容

器状棚有り 

*3     

  D6－510DD 可動棚有り *3     

  D6－510DE 薄引き出し有り *3     

  D6－510DF シャッター扉有り      

  D6－510DG スライド収納式等の

台付き 

     

  D6－510DH パーティション付き      
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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 

D6－511 収納棚，載置台（引き出しのみ型） ··············· 食器棚, 整理棚, 押入整理棚, た

んす, 日用品用キャビネット, ファイ

リングキャビネット, 事務用品キャビ

ネット, 脇机, スピーカー置台, 電

話台 

 D2－334,  
D2－40～41B, 
D2－41D,  
D2－510～512, 
D2－520～523, 
D2－530,  
D2－531B,  
D2－531G,  
D2－533A～
533AA,  
D2－533BA,  
D2－534 

  D6－511A 古典装飾調 *1     

  D6－511B フレーム構成型 *1     

  D6－511CA 複数連結大型 *2     

  D6－511CB 隅棚型（コーナー

設置型） 

*2     

  D6－511CC テーブル型 *2     

  D6－511CD 収納空間横長直方体型 *2     

  D6－511CE 収納空間横長変形型 *2     

  D6－511CF 積み重ね型 *2     

  D6－511CG 収納部奥行き変化型 *2     

  D6－511CH 上面水平以外型 *2     

  D6－511DE 薄引き出し有り      

  D6－511DG スライド収納式等の

台付き 

     

  D6－511DH パーティション付き      

D6－512 収納棚，載置台（扉のみ型） ···························· 食器棚, 整理棚, 本棚, サイドボー

ド, 日用品用キャビネット, 事務用

品キャビネット, テレビ台, 音響機

器収納キャビネット, 電話台, 隅棚 

 D2－334,  
D2－40～41D, 
D2－42,  
D2－42B,  
D2－510～512, 
D2－514,  
D2－520～523, 
D2－530～535, 
D2－550～551, 
D2－581C,  
D2－582 

  D6－512A 古典装飾調 *1     

  D6－512B フレーム構成型 *1     

  D6－512CA 複数連結大型 *2     

  D6－512CB 隅棚型（コーナー

設置型） 

*2     

  D6－512CC テーブル型 *2     

  D6－512CD 収納空間横長直方体型 *2     

  D6－512CE 収納空間横長変形型 *2     

  D6－512CF 積み重ね型 *2     

  D6－512CG 収納部奥行き変化型 *2     

  D6－512CH 上面水平以外型 *2     

  D6－512DF シャッター扉有り      

  D6－512DG スライド収納式等の

台付き 

     

  D6－512DH パーティション付き      
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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 

D6－513 収納棚，載置台（棚のみ型） ···························· 食器棚, 整理棚, 本棚, サイドボー

ド, 間仕切り整理棚, 飾り棚, 押入

整理棚, バスケットワゴン, テレビ

台, 音響機器収納ラック, スピーカ

ー置台, 電話台, 隅棚 

 D1－370～370A, 

D2－334,  

D2－390,  

D2－40～41D, 

D2－42,  

D2－42B,  

D2－510～512, 

D2－514～515, 

D2－530,  

D2－531～531A, 

D2－531F～

531G,  

D2－5320～535, 

D2－581C,  

D2－582 

  D6－513A 古典装飾調 *1     

  D6－513B フレーム構成型 *1     

  D6－513CA 複数連結大型 *2     

  D6－513CB 隅棚型（コーナー

設置型） 

*2     

  D6－513CC テーブル型 *2     

  D6－513CD 収納空間横長直方体型 *2     

  D6－513CE 収納空間横長変形型 *2     

  D6－513CF 積み重ね型 *2     

  D6－513CG 収納部奥行き変化型 *2     

  D6－513CH 上面水平以外型 *2     

  D6－513DB 斜め状棚有り *3     

  D6－513DC かご状，桟状，容

器状棚有り 

*3     

  D6－513DD 可動棚有り *3     

  D6－513DG スライド収納式等の

台付き 

     

  D6－513DH パーティション付き      

D6－514 収納棚，載置台（引き戸のみ型） ··················· 食器棚, 本棚, 整理棚, 音響機器

収納キャビネット 

 D2－334,  

D2－40～41D, 

D2－510～512, 

D2－514,  

D2－530～531, 

D2－531C～

531G,  

D2－5320～

533AB,  

D2－533B～535 

  D6－514A 古典装飾調      
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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 

D6－515 収納棚，載置台（両面収納型） ······················· 食器棚, 本棚, 整理棚  D2－334 一部, 

D2－40～ 

41A 一部,  

D2－510～ 

511 一部,  

D2－511B～

511D 一部,  

D2－511F～

511H 一部,  

D2－511K～ 

511L 一部,  

D2－514 一部, 

D2－530～ 

531 一部,  

D2－531B～

5311G 一部,  

D2－533～ 

533B 一部,  

D2－533BB 一部, 

D2－550～551 

D6－516 収納棚（ロッカー型） ············································ ロッカー, コインロッカー  D2－550～551 一

部, D2－552 

D6－517 移動棚 ······································································ 本棚, 整理棚, 事務用品キャビネッ

ト 

 D2－515 

D6－518 他物品付き収納棚 ·············································· ラジオ受信機付き整理棚, テレビ受

像機付き整理棚, 机付き整理棚, 

テーブル付き食器棚, 計量米びつ

付き整理棚 

 D2－513,  

D2－5160～

5161,  

H4－130 一部 

  D6－518A 机付き及びテーブ

ル付き 

     

  D6－518B 計量米びつ付き      

D6－52 はえ帳 ······································································ はえ帳  D2－538 

D6－53 壁取付け棚 ···························································· 壁掛け棚, つり棚, 調味料棚, つり

戸棚 

 D1－230～231B, 

D1－231C～

231D 一部,  

D2－390 一部, 

D2－536～357 

  D6－53CA 箱型 *1     

  D6－53CB 棚板のみ型 *1     

  D6－53DD 可動棚付き型      

D6－54 洋服カバーだんす················································ 洋服カバーだんす  D2－524 

D6－55 げた箱等 ································································· げた箱, 靴収納棚  D2－540～542 

  D6－55A 靴収納棚型      



Ｄ６ 室内整理用家具・用具 
 
 

－100－ 

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 

D6－56 サービスワゴン等 ················································· ワゴンテーブル, サービスワゴン, 

看護用ワゴン, 理美容用ワゴン 

 D2－42 一部,  

D2－42A,  

D2－42B 一部, 

D2－42C 

  D6－56A 単純棚型      

D6－59 収納家具等部品及び付属品   D2－49,  

D2－519,  

D2－529,  

D2－539,  

D2－549,  

D2－559 

D6－60 植木鉢台，植木鉢棚等 ······································ 植木鉢棚, 植木鉢台  D1－370～ 

370A 一部,  

D1－370AA～

370B 

D6－69 植木鉢台，植木鉢棚等部品及び付属品 ···· 棚板  D1－379 

 

 



Ｄ７ 家具 
 
 

－101－ 

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 

D7－00 その他の家具   D2－00 

D7－01 一組の応接家具セット ···············································一組の応接家具セット  D2－00 

D7－02 一組の屋外用いす及びテーブルセット ···············一組の屋外用いす及びテーブル

セット 

 D2－00 

D7－03 一組の机セット ·····························································一組の机セット  D2－00 

D7－04 一組のテーブルセット ················································一組のテーブルセット  D2－00 

D7－10 テーブル，机，カウンター等     D2－30 

D7－11 置卓 ··················································································置卓, こたつ板  D2－312 

D7－12 実験台及び調理実習台············································理科教室用机, 料理教室用机, 

調理教習用机 

 D2－30B 

D7－130 搬送機付きカウンターテーブル ·····························飲食用カウンターテーブル  D2－32 

D7－139 搬送機付きカウンターテーブル部品及び付

属品 ··················································································

搬送機付きカウンターテーブル

用物品載置台 

 D2－32 

D7－140 テーブル，机，カウンター ·········································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 

 D2－01～02,  

D2－30A,  

D2－30C,  

D2－310,  

D2－310AA～

311,  

D2－330～341B 

  D7－140A 古典装飾調      

  D7－140BA レジ用商品移動カウン

ター型，商品販売用カ

ウンター型 

*1     

  D7－140BB 受付カウンター型 *1     

  D7－140BC 加熱設備組み込み

用食事テーブル型 

*1     

  D7－140BD 甲板全体格納型 *1     

  D7－140BE 電子計算機載置・操

作用型 

*1     

  D7－140BF 携帯用折り畳み型，折

り畳み収納型 

*1     

  D7－140J いす付き，腰掛け付

き型 

*1     



Ｄ７ 家具 
 
 

－102－ 

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 

D7－141 テーブル，机（机上棚と袖引き出し両方無 

し型） ················································································

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 

 D2－01～02,  

D2－30A,  

D2－30C,  

D2－310～311, 

D2－330～341B 

  D7－141A 古典装飾調 *1     

  D7－141CA 複数連接型 *1     

  D7－141CB 甲板複数（段差又は

非連接）型 

*1     

  D7－141DA 甲板四角型 *2     

  D7－141DB 甲板丸・楕円型 *2     

  D7－141DC 甲板変形（L 字，コ

の字等） 

*2     

  D7－141DD 甲板屈折・伸縮型 *2     

  D7－141EA 幕板無し *3 @1    

  D7－141EB 幕板，パーティショ

ン有り 

*3 @1    

  D7－141F 机下収納棚，引き出

し有り 

     

  D7－141HA 脚直線状（１本型除

く） 

*4     

  D7－141HB 脚１本型 *4     

  D7－141J 他物品付き（収納

部，間仕切り，いす

以外付き） 

     



Ｄ７ 家具 
 
 

－103－ 

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 

D7－142 テーブル，机（机上棚付き又は袖引き出し

付き型） ···········································································

机, 学習机, 学童用机, 座り机, 

事務机, 棚付き机 

 D2－01～02,  

D2－30A,  

D2－30C,  

D2－310～311, 

D2－330～341B 

  D7－142A 古典装飾調 *1     

  D7－142CA 複数連接型 *1     

  D7－142CB 甲板複数（段差又は

非連接）型 

*1     

  D7－142DA 甲板四角型 *2     

  D7－142DB 甲板丸・楕円型 *2     

  D7－142DC 甲板変形（L 字，コ

の字等） 

*2     

  D7－142DD 甲板屈折・伸縮型 *2     

  D7－142EA 幕板無し *3 @1    

  D7－142EB 幕板・パーティション

有り 

*3 @1    

  D7－142FA 机上棚有り *4 @2    

  D7－142FB 机上棚無し *4 @2    

  D7－142GA 袖引き出し有り *5 @3    

  D7－142GB 袖引き出し無し *5 @3    

  D7－142GC 袖以外の机下収納

有り 

*5 @3    

  D7－142H 脚直線状のみ      

  D7－142J 他物品付き（収納

部，間仕切り，いす

以外付き） 

     

D7－190 テーブル，机，カウンター等部品及び

付属品 

   D2－390 

D7－191 テーブル，机，カウンター等の脚 ···························テーブル脚, 机用脚  D2－391～391A 

  D7－191A 複合自立型      

D7－192 テーブル，机，カウンター等の甲板 ······················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 

 D2－392 

D7－200 腰掛け，いす等 ····························································壁取付け用いす, 姿勢矯正い

す, 作業用いす, 脇息, 足載せ

台 

 D2－10 一部,  

D2－11 

D7－201 座いす ··············································································座いす  D2－12 

D7－202 正座用いす・腰掛け ···················································正座用いす, 正座用腰掛け  D2－10 



Ｄ７ 家具 
 
 

－104－ 

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 

D7－203 柵・囲い兼用型腰掛け··············································腰掛け, ベンチ, 身体もたせ具  D2－10 

D7－204 一組のいすセット ························································一組のいすセット  D2－10 

D7－21 一人掛け腰掛け，足載せ台 ································腰掛け, 足載せ台  D2－13 一部,  

D2－13A～

13AB, D2－13C

～ 

13D 一部 

  D7－21AA 古典装飾調 *1     

  D7－21AB 籐製 *1     

  D7－21AC 特殊造形型 *1     

  D7－21CA 折畳み型 *2     

  D7－21CB 座はね上げ型 *2     

  D7－21D 脚変形型 *3 @1    

  D7－21DA 脚フレーム構成型 *3 @1    

  D7－21DB 脚複数垂直棒状型 *3 @1    

  D7－21DC 脚基部放射状型 *3 @1    

  D7－21DD 脚板状または無垢

状型 

*3 @1    

  D7－21J 台付き      

D7－22 一人掛けいす ·······························································いす, 折畳みいす, 台付きいす, 

寝いす, 揺りいす 

 D2－14～ 

14BA 一部,  

D2－14C～14E, 

D2－14G～ 

14GA 一部,  

D2－14K,  

D2－14L～ 

14LA 一部,  

D2－14J 

  D7－22AA 古典装飾調 *1     

  D7－22AB 籐製 *1     

  D7－22AC 特殊造形型 *1     

  D7－22CA 折畳み型 *2     

  D7－22CB 座はね上げ型 *2     

  D7－22CC 寝いす型 *2     

  D7－22D 脚変形型 *3 @1    

  D7－22DA 脚フレーム構成型 *3 @1    

  D7－22DB 脚複数垂直棒状型 *3 @1    

  D7－22DC 脚基部放射状型 *3 @1    

  D7－22DD 脚板状または無垢

状型 

*3 @1    



Ｄ７ 家具 
 
 

－105－ 

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 

  D7－22H 肘掛け付き      

  D7－22J 台付き      

D7－23 複数掛け腰掛け ··························································腰掛け, ベンチ, 縁台  D2－13B～

13BA, D2－13C

～13D 一部 

  D7－23AA 古典装飾調 *1     

  D7－23AB 籐製 *1     

  D7－23AC 特殊造形型 *1     

  D7－23CA 折畳み型 *2     

  D7－23CB 座部はね上げ型 *2     

  D7－23CD 座部クッション型 *2     

  D7－23EA 座部全体長方形・座

面分離型 

*3     

  D7－23EB 座部全体長方形・座

面一体型 

*3     

  D7－23J 台付き      

D7－24 複数掛けいす ·······························································長いす, ベンチ, 劇場用いす, 

ソファーベッド, ソファー 

 D2－10A,  

D2－10B,  

D2－14F,  

D2－14FA,  

D2－14FAA,  

D2－14G 一部, 

D2－14GA 一部, 

D2－14H,  

D2－14HB,  

D2－14HA,  

D2－14HBA,  

D2－14L 一部, 

D2－14LA 一部 

  D7－24AA 古典装飾調 *1     

  D7－24AB 籐製 *1     

  D7－24AC 特殊造形型 *1     

  D7－24AD ベッド兼用型 *1     

  D7－24AE マットレス兼用型 *1     

  D7－24CA 折り畳み型 *2     

  D7－24CB 座部はね上げ型 *2     

  D7－24CD 座部クッション型 *2     

  D7－24EA 座部全体長方形・座

面分離型 

*3     

  D7－24EB 座部全体長方形・座

面一体型 

*3     

  D7－24H 肘掛け付き      



Ｄ７ 家具 
 
 

－106－ 

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 

  D7－24J 台付き      

D7－250 特殊用途腰掛け及び特殊用途いす ···················音響装置付きいす, トイレ用腰掛

け, マッサージ用腰掛け 

 D2－150 

D7－251 子供用いす等 ······························································子供用いす, 幼児用いす, チャ

イルドシート, 幼児用歩行器 

 D2－14M,  

D2－14MA 

  D7－251A チャイルドシート型      

D7－252 理美容いす・腰掛け，医療用いす・腰掛け ·······理美容用いす, 医療用いす, 歯

科用いす, 理容用いす 

 D2－151,  

D2－152 

D7－253 乗物用腰掛け，乗物用いす等 ······························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 

 D2－1530,  

D2－1531,  

D2－1532,  

D2－1533 

  D7－253A 作業車運転席型 *1     

  D7－253B 自動車運転席型 *1     

  D7－253C 客席型 *1     

D7－254 浴室用腰掛け，浴室用いす ································浴室用腰掛け, 浴室用いす  D2－10,  

D2－13A,  

D2－14A～14BA 

D7－290 腰掛け，いす等部品及び付属品 ··························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 

 D2－190 一部, 

D2－191 

D7－291 いす用背もたれ及びいす用ヘッドレスト ············いす用背もたれ, いす用ヘッドレ

スト 

 D2－190 一部, 

D2－192 

D7－292 腰掛け用座及びいす用座 ·······································腰掛け用座, いす用座, いす用

背座 

 D2－193 

D7－293 腰掛け用肘掛け及びいす用肘掛け ····················いす用肘掛け  D2－194 

D7－294 腰掛け用脚及びいす用脚 ·······································腰掛け用脚, いす用脚  D2－94 一部,  

D2－94A～

94AB, D2－94B

一部 

  D7－294A 脚基部放射状型 *1     

  D7－294B 理美容・医療用型 *1     

D7－295 腰掛けカバー，いすカバー及びいす用背

座当て等 ········································································

腰掛け用カバー, いすカバー, 

いす用背当て, いす用腰当て 

 D2－195 一部, 

D2－196 

  D7－295A 薄布状型 *1     

  D7－295B チャイルドシート用

型 

*1     

D7－296 一組の自動車用シートカバーセット ····················一組の自動車用シートカバーセ

ット 

 D2－195 



Ｄ７ 家具 
 
 

－107－ 

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 

D7－297 腰掛け用台及びいす用台 ·······································腰掛け用台, いす用台, いす用

テーブル 

 D2－190 

D7－300 ベッド等 ···········································································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 

 D2－20 一部,  

D2－22 

D7－301 ベビーベッド，揺りかご ··············································ベビーベッド, 乳児用バスケット, 

揺りかご 

 D2－212, D2－

23 

D7－302 おむつ交換台等 ··························································おむつ交換台, トイレ用更衣台  D2－20 

D7－31 ベッド ················································································ベッド，二段ベッド，ソファーベッ

ド 

 D2－210～211 

  D7－31A 二段ベッド型 *1     

  D7－31B 折り畳み収納型 *1     

  D7－31C いす兼用型 *1     

  D7－31D 床可動型 *1     

  D7－31EA パイプフレーム型 *2     

  D7－31EB ヘッドボード平板型 *2     

  D7－31EC ヘッドキャビネット型 *2     

  D7－31F マットレス有り      

  D7－31G テーブル・台付き      

D7－390 ベッド等部品及び付属品 ··········································ベッド用柵  D2－2190 

D7－391 ベッド用ヘッドボード ···················································ベッド用ヘッドボード, ベッド用フ

ットボード 

 D2－2191～

2191B 

  D7－391A 平板型 *1     

  D7－391B キャビネット型 *1     

D7－392 ベッド用スプリング ······················································ベッド用スプリング, いす用スプリ

ング 

 D2－2192 

D7－393 ベッド取付け用テーブル，棚 ································ベッド取付け用テーブル, ベッド

取付け用棚 

 D2－2190 

D7－40 ついたて及びびょうぶ等 ···········································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 

 D2－620～620A, 

D2－04 

  D7－40A 折畳み型，折り曲げ型 *1     

  D7－40B 事務用パーティショ

ン型 

*1     

  D7－40C 園芸用型 *1     

  D7－40D 鏡付きついたて及

び収納具付きつい

たて 

*1     



Ｄ７ 家具 
 
 

－108－ 

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 

D7－41 ベビーサークル ···························································ベビーサークル  D2－64 

D7－49 ついたて及びびょうぶ等部品及び付属品   D2－629 

D7－50 鏡，鏡台 ·········································································鏡台, 姿見, 壁掛け鏡, 卓上立

て鏡, 姫鏡台 

 D2－630～633, 

D2－635 

  D7－50A 標準鏡台型 *1     

  D7－50B 卓上鏡台型 *1     

  D7－50C 卓上立て鏡型 *1     

  D7－50D 姿見型 *1     

  D7－50E 壁掛け鏡型 *1     

・・－・・ 洗面用棚付き鏡（D5－28） 
     

D7－59 鏡台，壁掛け鏡，卓上立て鏡等部品及び

付属品 

  D2－639 

 

 



Ｄ９ 住宅設備用品汎用部品及び付属品 
 
 

－109－ 

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 

D9－0 その他の住宅設備用品汎用部品及

び付属品 

    D2－900 

D9－100 家具等部品及び付属品     D2－49,  
D2－519,  
D2－529,  
D2－539,  
D2－549,  
D2－559,  
D2－59,  
D2－619,  
D2－900,  
D2－910,  
D2－9140,  
F5－2190 

D9－101 家具用仕切り・仕切り構成部品 ································家具用仕切り  D2－519,  
D2－529,  
D2－539,  
D2－549,  
D2－559,  
D2－59,  
D2－900,  
D2－910,  
D2－9140 

D9－102 家具用転倒防止具 ······························································家具用転倒防止具, 家具用固定

具 

 D2－519,  
D2－529,  
D2－539,  
D2－549,  
D2－559,  
D2－59,  
D2－900,  
D2－910,  
D2－9140,  
D2－920 

D9－110 家具用支柱・枠等 ································································組立て家具用支柱, 組立て家具

用支柱材, 家具用支柱, 家具用

支柱材, 商品陳列棚用支柱, 商

品陳列棚用支柱材, 商品陳列ケ

ース用支柱, 家具用柱材, 棚用

枠, 棚用枠材, 商品陳列ケース

用枠, 家具用戸車レール, 商品

陳列ケース用上枠, 商品陳列ケ

ース用下枠, 商品陳列ケース用

縦枠, 商品陳列ケース用レール 

 D2－900 一部, 

D2－910 一部, 

D2－9110～

9122,  

D2－9140 一部, 

F5－2911～2914 

  D9－110A アングル型 *1     

  D9－110B チャンネル型 *1     

  D9－110C 継ぎ手付き型 *1     

  D9－110D レール付き型 *1     

D9－111 家具用縁等 ································································ 家具用縁, 家具用縁材, 家具用

棚板縁, 家具用棚板縁材 

 D2－910 一部, 

D2－913～913A 

  D9－111A くさび付き型      



Ｄ９ 住宅設備用品汎用部品及び付属品 
 
 

－110－ 

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 

D9－12 家具用板等 ································································家具用棚板  D2－9141 

D9－13 家具用扉 ·················································································家具用扉  D2－59,  

D2－900,  

D2－910 

D9－14 家具用引き出し・引き出し構成部品 ·····························家具用引き出し  D2－59,  

D2－900,  

D2－910 

D9－15 家具用脚等 ································································家具用脚, 厨房機器用脚, 家具

用台輪, 家具用ベース, 家具脚

用キャップ 

 D2－619 一部, 

D2－94 一部,  

D2－94B 一部, 

F5－2190 一部, 

M3－310 一部, 

M3－310A,  

M3－319 

  D9－15A 架台型，幕板型 *1     

  D9－15B 短脚型，脚端部型 *1     

D9－160 家具用固定具，取付け具 ·················································いす用布止め具, 鏡止め具  D2－900 一部, 

D2－901～902 

D9－161 家具等棚受け具 ································································家具用ブラケット, 家具用棚受け  D2－9142 

D9－162 家具等構成部材相互連結具 ································家具用管連結具, 家具用板連結

具 

 D2－920 一部, 

D2－921～922B 

  D9－162A 管連結差し込み型 *1     

  D9－162B 管連結外側締付け型 *1     

  D9－162C 板連結差し込み型 *1     

  D9－162D 板連結外側締付け型 *1     

D9－17 家具用戸当り ································································家具用戸当り  D2－903 

・・－・・・ 家具用取手及び引手（M3－212）      

・・－・・・ 家具用錠（M3－225）      

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


