
Ｋグループ 産業機械器具 
 

 

一般機械器具のうち生産加工を主たる目的とする機械器具及び

その関連機械器具を分類する。 

 

 

グループの概要 

Ｋ０ Ｋ１～Ｋ９に属さないその他の産業用機械器具 

Ｋ１ 利器及び工具 

Ｋ２ 漁業用機械器具 

Ｋ３ 農業用機械器具、鉱山機械、建設機械等 

Ｋ４ 食料加工機械等 

Ｋ５ 繊維機械及びミシン 

Ｋ６ 化学機械器具 

Ｋ７ 金属加工機械、木材加工機械等 

Ｋ８ 動力機械器具、ポンプ、圧縮機、送風機等 

Ｋ９ 産業用機械器具汎用部品及び付属品 

 

 





Ｋ０ Ｋ１～Ｋ９に属さないその他の産業用機械器具 
 
 

－251－ 

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 

K0－000 Ｋ1～Ｋ9 に属さないその他の産業用機械 

器具雑 ··········································································   

靴製造機, 自転車タイヤ製造機, 

紙巻きたばこ製造機, 自動ねじ

締め機用ビスチャック, 機械用載

置台 

 K0－00 

  K0－000A エアダスター      

K0－01 機械用部材供給機 ··················································   機械用部品供給機, 機械用組立

て用ねじ送り機, 吸着搬送具 

 K0－01 

K0－0200 産業用ロボット ··························································   産業用ロボット, 塗装用ロボット, 

工業用ロボット, ウエハ搬送用ロ

ボット 

 K0－020 一部, 

K0－020A～

020B 

  K0－0200A 関節型 *1     

  K0－0200B 直角座標型 *1     

K0－029 産業用ロボット部品及び付属品 ·························   産業用ロボットハンド, 産業用ロ

ボットアーム, ロボット用アーム, 

ロボット用ハンド, ロボット用マニ

ピュレーター 

 K0－029 

K0－1 製紙機 ··········································································   抄紙機, 抄紙用フォイルプレート  K0－1 

K0－20 印刷機及び製版機   K0－20 

K0－21 印刷用製版機   K0－21 

K0－2200 印刷機，印刷具等 ···················································   凸版印刷機, 平版印刷機, 孔版

印刷機, 凹版印刷機, オフセット

印刷機, シルクスクリーン印刷機, 

ダンボール紙用印刷機, 印刷押

印機, 謄写版, 事務用印刷器, 

宛名印刷機 

 K0－220,  

F2－210～212 

K0－2290 印刷機，印刷具等部品及び付属品 ··················   版胴, 印刷用原版整理棚, メタ

ル印刷枠, オフセット印刷用原版

取付けドラム, 印刷機用インクタ

ンク, 印刷用スキージ, 謄写用や

すり, 謄写版用インクローラー, 

謄写版インク練りへら, 印刷機用

活字材 

 K0－229, F2－

219 

K0－230 写真植字機 ································································   写真植字機  K0－230 

K0－239 写真植字機部品及び付属品 ·······························   写真植字機用印画紙, 写真植字

機用収納マガジン, 写真植字機

用文字盤, 写真植字機用文字盤

枠 

 K0－239 



Ｋ０ Ｋ１～Ｋ９に属さないその他の産業用機械器具 
 
 

－252－ 

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 

K0－240 製本機 ··········································································   製本機, 事務用製本機, 書類製

本機, 製本綴り機, 製本つづり

機, 丁合機, 事務用丁合機, 紙

折り機 

 K0－24,  

F2－8340～8341 

・・－・・・ 製本用断裁機（※F2－82100）      

K0－30 塗装用機械器具     K0－30 

K0－31 塗装用器具 ································································   塗装用はけ , 塗装用ローラー , 

スプレーブース, 塗装用ブース, 

塗装用定盤 

 K0－31 

K0－320 塗装機 ··········································································   塗装用スプレーガン , 塗装機 , 

路面標識塗布機 

 K0－32～32A 

  K0－320A 噴霧型      

K0－39 塗装用機械器具部品及び付属品     K0－39 

K0－40 工業用炉及び工業用窯 ········································   製鉄用溶解炉, 金属板コイル焼

鈍炉, 陶芸用電気窯, 七宝焼用

窯 

 K0－40 

K0－41 工業用乾燥機 ····························································   印刷用紙乾燥機 , 赤外線乾燥

機, 紫外線乾燥機, ストーブ 

 K0－41 

K0－490 工業用炉及び工業用窯部品及び付属品 ·······   焼鈍炉用内壁, 焼成炉用内壁取

付け 

 K0－490 

K0－491 焼成炉用間隔保持具 ·············································   瓦焼成炉用間隔保持具  K0－491 

K0－500 廃棄物処理機械等 ··················································   屑鉄潰し機, スクラップ車両処理

機, 車両スクラッププレス, スクラ

ッププレス, もみがらかまど, プラ

スチック類減容機, 記憶媒体再

生防止器 

 K0－50 一部,  

K0－51 

K0－520 焼却炉等 ····································································   塵芥焼却機, 廃棄物焼却炉, ご

み焼却器, ごみ焼却炉, 火葬炉 

 K0－52 

K0－53 空き缶潰し器 ·····························································   空缶潰し器, ペットボトル潰し器, 

空き容体潰し器, 空缶及びペット

ボトル潰し器 

 K0－50, K0－52 

K0－59 廃棄物処理機械等部品及び付属品 ················   ごみ焼却炉用ロストル, 廃棄物

焼却炉用ロストル, ごみ焼却炉

用排煙浄化子 

 K0－59 

K0－60 包装機又はこん包機 ··············································   食品包装機, 商品自動包装機, 

上包み機 

 K0－60 

K0－61 包装用充てん機 ·······················································   食品びん詰め機, 缶詰めふた付

け機, 薬剤分包機 , 缶詰め機, 

瓶詰め機, ふた付け機 

 K0－61 



Ｋ０ Ｋ１～Ｋ９に属さないその他の産業用機械器具 
 
 

－253－ 

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 

K0－62 こん包機及び結束機 ··············································   梱包用結束機, こん包用結束機, 

紙葉類結束機 

 K0－62 

K0－70 電線加工機及びプリント配線加工機 ···············   半導体加工機, 半導体洗浄機, 

半導体研磨機, 半導体製造機, 

電線用合成樹脂被覆機, 電線端

子自動圧着機, 光ファイバー融

着接続機 

 K0－03 

K0－790 電線加工機及びプリント配線加工機部品 

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

半導体製造用ガス給排気ノズル, 

半導体製造用排気リング, 半導

体製造用ウエハ支持具 

 K0－03 

  K0－790A 半導体製造機器関

連保持具 

     

  K0－790B 略円形状，略円筒

形状のもの 

     

 
 



Ｋ１ 利器及び工具 
 
 

－254－ 

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 

K1－000 その他の利器及び工具 ·········································   手かぎ, しの, 畳針, くつ針, や

っとこ, トースカン, 半田吸収器, 

靴針, ブローランプ, 半田ごてス

タンド, 畳用手かき 

 K1－00 

K1－02 半田ごて ······································································   半田ごて, こて先  K1－02 

K1－03 左官用こて ·································································   左官こて, 左官用こて, 目地ごて, 

左官用こての柄, ブロック積み用

モルタル施工具 

 K1－03 

K1－04 左官用スクレーパー及び左官用塗りべら·······   左官用スクレーパー, 左官用塗り

べら, クロス貼りへら, 左官用削り

だし具, 各種塗りべら 

 K1－04 

K1－05 利器用定規 ································································   左官用定規, 大工用留定規, 墨

つぼ, 工作用定規, 加工用定規, 

墨つけ用版板, 穿孔具用位置ガ

イド具 

 K1－05 

K1－06 充填材注入器 ····························································   接着剤注入器, 目地材注入ノズ

ル 

 K1－00 

K1－10 手動刃物 ····································································   畳包丁, かじや, ガラス切り, た

がね, なた, おの, 平たがね 

 K1－10 

K1－1100 ナイフ ············································································   電工ナイフ, 彫刻刀, ナイフ, 鉛

筆削り用ナイフ, 登山ナイフ, 水

中用ナイフ, 狩猟用ナイフ, 折り

込みナイフ, ポケットナイフ, 切出

し, 飛出しナイフ 

 K1－110～111 

  K1－1100AA 直状型 *1     

  K1－1100AB 折畳み型 *1     

K1－119 ナイフ部品及び付属品···········································   ナイフ用柄, 彫刻刀用刃  K1－119 

K1－1200 手動カッター ·······························································   じゅうたんカッター, カーペット用

カッター, アンプルカッター 

 K1－120,  

K1－122 

K1－121 タイルカッター ····························································   タイルクリッパー, タイル切断器, 

タイルカッター 

 K1－121 

K1－123 開封用カッター ··························································   開封用カッター, 薄片裁断器, 糸

巻き付きカッター, ひも切りナイフ 

 K1－123 

K1－124 工作用カッター ··························································   紙工作用カッター, カッターナイ

フ 

 K1－124 

K1－129 手動カッター部品及び付属品 ·····························   紙工作用カッター替え刃, カーペ

ットカッター用刃, じゅうたんカッタ

ー用刃, カッターナイフ用替え刃 

 K1－129 



Ｋ１ 利器及び工具 
 
 

－255－ 

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 

K1－1300 はさみ ···········································································   爪切り用はさみ, つめ切り用はさ

み, 電動はさみ, 化粧用はさみ, 

鼻毛切り用はさみ, 電気はさみ 

 K1－130,  

K1－135 

K1－131 握りはさみ···································································   握りはさみ  K1－131 

  K1－131A ケース有り      

K1－132 理髪はさみ及び洋はさみ ······································   理髪はさみ, 洋はさみ, 理髪用

梳きはさみ, ピンキングはさみ 

 K1－132 

  K1－132A ケース有り      

  K1－132B 理髪用梳きはさみ      

K1－133 金切りはさみ及び植木はさみ ·····························   金切りはさみ, 植木はさみ, 花切

りはさみ 

 K1－133 

K1－134 刈り込みはさみ ·························································   刈り込みはさみ, 高枝剪定はさみ  K1－134 

K1－139 はさみ部品及び付属品 ·········································   はさみ用握り柄, はさみ用指掛け

具, はさみ用替え刃, はさみ用枢

着具, はさみ用ベアリング 

 K1－139 

K1－19 手動刃物部品及び付属品 ···································   斧用柄  K1－19 

K1－200 手動作業工具 ···························································   けびき  K1－200 

K1－2010 自動車専用工具·······················································   自動車用板金修理具, 自動車用

ディスクブレーキピストン押開具 

 K1－2010 

K1－2011 タイヤ交換器 ·····························································   タイヤ着脱具, タイヤ交換器  K1－2011 

K1－202 パイプ作業用工具 ···················································   パイプ端拡張器, パイプ面取り具  K1－202 

K1－203 宝石作業用工具及び時計作業用工具 ···········   腕時計ケースの裏ぶた開け具 , 

腕時計用防水具挿入器 

 K1－203 

K1－204 磁性作業用工具·······················································   吸着運搬用磁石保持器  K1－204 

K1－210 大工用切削手道具     K1－210 

K1－211 のみ ···············································································   のみ  K1－211 

K1－212 かんな···········································································   かんな  K1－212 

K1－2130 のこぎり ········································································   のこぎり  K1－2130 

K1－2131 ハクソーフレーム ······················································   ハクソーフレーム  K1－2131 

K1－214 きり ·················································································   きり, 手回しボール  K1－214 

K1－2190 大工用切削手道具部品及び付属品 ················   のこ身, かんな台  K1－2190 

K1－2191 のみ用刃 ·····································································   のみ用刃  K1－2191 

K1－2192 かんな刃 ······································································   かんな刃  K1－2192 



Ｋ１ 利器及び工具 
 
 

－256－ 

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 

K1－2193 大工用切削手工具の柄 ········································   のこぎり用柄, きり用柄, のみ用

柄 

 K1－2193 

K1－2200 切断手動工具，挟持手動工具等 ·······················   ワイヤーロープ切断器, 食い切り, 

ケーブル切断はさみ 

 K1－220,  

K1－220A 

  K1－2200A 交さ型      

K1－221 ペンチ及びニッパー·················································   ペンチ, ニッパー  K1－221 

K1－222 プライヤー ··································································   プライヤー, ロングノーズプライヤ

ー, ウォーターポンププライヤー, 

バイスプライヤー 

 K1－222 

K1－223 ボルトクリッパー ·······················································   ボルトクリッパー  K1－223 

K1－224 鉄筋カッター ·······························································   鉄筋カッター  K1－224 

K1－225 穴抜き具 ······································································   穴抜き具  K1－225 

K1－226 ねじ切り手動工具 ····················································   ねじ切り手動工具  K1－226 

K1－227 被覆線剥離具 ····························································   ケーブル用外皮切開具, 電線被

覆の剥離器, 電線用皮剥ぎ具 

 K1－227 

K1－230 回動作業用手動工具     K1－230 

K1－2310 ドライバー ···································································   ドライバー  K1－2310 

K1－2319 ドライバー部品及び付属品 ·································   ドライバー用ねじ保持具, ドライ

バー用ビット 

 K1－23190 

K1－23191 ドライバー用柄 ··························································   ドライバー用柄  K1－23191 

K1－2320 レンチ又はスパナ ····················································   レンチ, スパナ, 仮枠用レンチ  K1－2320 

K1－2321 片口スパナ及び両口スパナ ································   片口スパナ, 両口スパナ  K1－2321 

K1－2322 眼鏡レンチ ·································································   眼鏡レンチ  K1－2322 

K1－2323 トルクレンチ ································································   トルクレンチ, ラチェットレンチ  K1－2323 

K1－2324 ボックスレンチ ···························································   ボックスレンチ, ボックススパナ  K1－2324 

K1－2325 モンキーレンチ及びパイプレンチ ·······················   モンキーレンチ, パイプレンチ  K1－2325 

K1－2326 ベルトレンチ及び鎖レンチ ···································   ベルトレンチ, 鎖レンチ, オイル

フィルターレンチ 

 K1－2326 

K1－23290 レンチ又はスパナ部品及び付属品 ···················   レンチ用ソケット, レンチ用エクス

テンションバー 

 K1－23290 

K1－23291 レンチ用又はスパナ用柄 ······································   レンチ用ラチェットハンドル  K1－23291 

K1－240 折曲げ作業用手動工具及び打ち込み作業

用手動工具 

  K1－240 



Ｋ１ 利器及び工具 
 
 

－257－ 

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 

K1－241 折曲げ作業用手動工具 ········································   鉄筋曲げ器, 手動パイプベンダ

ー, トタン板折り曲げ器, 金属板

折り曲げ具 

 K1－241 

K1－2420 打ち込み作業用手動工具 ····································   手動くぎ打ち器, ハンマータッカ

ー, 手動リベット打ち器, ステー

プル打ち込み器, 柱打ち込み器, 

段ボール用ステープラー 

 K1－2420 

K1－24210 つち················································································   金づち, ハンマー, 木づち  K1－24210 

K1－24219 つち部品 ······································································   金づち頭, 金づち用柄  K1－24219 

K1－2422 センターポンチ及びくぎ締め ································   センターポンチ, くぎ締め  K1－2422 

K1－2423 くぎ抜き及びバール ················································   くぎ抜き, バール  K1－2423 

K1－2500 着脱作業用手動工具 ·············································   端子金具抜取り具, 配管用スリー

ブ抜取り器, ガスコック用ガス流

量調節アタッチメント着脱具 

 K1－250,  

K1－250A 

  K1－2500A 交さ型      

K1－251 電気部品抜取り具 ···················································   ヒューズ抜取り具, プリント基板抜

取り具 

 K1－251 

K1－252 マンホールふた開け具 ··········································   マンホールふた開け具, マンホー

ルふた持ち上げジャッキ 

 K1－252 

K1－260 圧着作業用手動工具 ·············································   圧着工具  K1－260 

K1－261 電線端子接続工具 ··················································   電線端子圧着器, 電線用接続金

具圧接器 

 K1－261 

K1－270 狭圧固定作業用手動工具 ···································   石材加工用石材締付具, パネル

用狭圧固定接合具 

 K1－270 

K1－271 万力 ···············································································   万力, 棒鋼回転切断機用万力  K1－271 

K1－272 シャコ万力 ···································································   シャコ万力  K1－272 

K1－280 研削作業手動工具及び研磨作業手動工具 ··   手回しグラインダー  K1－280 

K1－281 砥石 ···············································································   砥石, 砥石台  K1－281 

K1－282 やすり ···········································································   やすり, 調理刃物用やすり, のこ

用目立てやすり, 塗装用下地研

磨具, チェーンソー用やすり, や

すり保持具 

 K1－282 

K1－283 刃物研磨具 ································································   刃物研ぎ器, 包丁研ぎ器, かみ

そり研ぎ器 

 K1－283 

K1－30 携帯用動力工具·······················································   携帯用電気電線巻き付け機, 携

帯用電気線材結束機, 携帯用動

力パンチャー, リベットかしめ具 

 K1－30 



Ｋ１ 利器及び工具 
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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 

K1－310 携帯用動力切削工具 ·············································   携帯用電気木彫機, 携帯用電気

らん外皮切開機, 携帯用空気動

切断器 

 K1－310 

K1－311 携帯用動力切断機 ··················································   携帯用電気ニブラー, 携帯用油

圧棒鋼切断機, 携帯用空気動切

断機, パイプカッター 

 K1－311 

K1－312 携帯用動力かんな ···················································   携帯用電気かんな, 電動体取付

け用携帯かんな 

 K1－312 

K1－313 携帯用動力ルーター ···············································   携帯用電気ルーター, 電動体取

付け用携帯ルーター 

 K1－313 

K1－31500 携帯用動力のこぎり ················································   携帯用電気のこぎり, 携帯用動

力帯のこ 

 K1－3150,  

K1－3153 

K1－3151 携帯用動力丸のこ ···················································   携帯用電気丸のこ, 携帯用電気

溝切り機 

 K1－3151 

K1－3154 携帯用動力ジグソー ···············································   携帯用電気ジグソー, 電動体取

付け用携帯ジグソー 

 K1－3154 

K1－3155 携帯用動力チェーンソー ·······································   携帯用チェーンソー  K1－3155 

K1－320 携帯用動力研削工具及び携帯用動力研磨

工具 

  K1－320 

K1－3210 携帯用動力グラインダー ·······································   携帯用電気グラインダー, 電動体

取付け用携帯グラインダー, 携帯

用エアーグラインダー 

 K1－321～321B 

K1－322 携帯用動力サンダー ··············································   携帯用電気サンダー, 携帯用エ

アーサンダー, 携帯用電気ベルト

研磨機, 電動体取付け用携帯サ

ンダー 

 K1－322 

K1－323 携帯用動力ポリッシャー ········································   携帯用電気ポリッシャー  K1－323 

K1－324 携帯用動力刃物研ぎ機 ·········································   電気刃物研ぎ機, 電気包丁研ぎ

機, 電気ナイフ研ぎ機 

 K1－324 

K1－330 携帯用動力回動工具     K1－330 

K1－3310 携帯用動力ドライバー ············································   携帯用電気ドライバー, 携帯用エ

アードライバー, 携帯用動力ドリ

ル, 携帯用空気ドリル, 携帯用電

気ドリル 

 K1－331,  

K1－3140～

3140B 

  K1－3310AA ピストル型 *1     

  K1－3310AB 後押し型 *1     
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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 

K1－3319 携帯用動力ドライバー及びドリル部品及び

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

携帯用電気ドリルのスタンド用磁

石, 携帯用電気ドリルのスタンド, 

穿孔位置支持具, 電気ドリル用

振動発生機, ドリルチャック用替

え爪, 穴あけ用ガイド板 

 K1－3149,  

K1－39 

K1－33191 ドリルチャック ·····························································   ドリルチャック  K1－3149,  

K1－23190 

K1－332 携帯用動力レンチ····················································   携帯用電気レンチ, 携帯用エア

ーレンチ, 携帯用電気インパクト

レンチ 

 K1－332 

K1－333 携帯用ボール盤 ·······················································   携帯用ボール盤, 携帯用卓上ド

リル盤 

 K1－3141 

K1－34 携帯用動力打込み具 ·············································   携帯用電気くぎ打ち機, 携帯用

空気動くぎ打ち機, 携帯用電気

ステープル打込み機, 携帯用電

気リベット打ち機 

 K1－34 

K1－35 携帯用動力衝撃工具 ·············································   携帯用電気ハンマー, 携帯用建

機ハンマードリル, 携帯用電気た

がね 

 K1－35 

K1－36 携帯用動力圧着工具 ·············································   携帯用油圧プレス, 携帯用空気

動電線接続子圧着機 

 K1－36 

K1－37 携帯用動力折曲げ工具 ········································   携帯用油圧鉄筋曲げ機, 携帯用

油圧パイプベンダー 

 K1－37 

K1－390 携帯用動力工具部品及び付属品 ·····················   ねじ保持テープ, 自動ねじ送り機

用ねじ装着台, 研磨部保持具, 

粉塵飛散防止具 , ワイヤーリー

ル, キーレスチャック 

 K1－39 

K1－400 機械工具 ·····································································   鉄道レール継ぎ目用溶接箇所切

削具, 開先加工機用カッター, ケ

ーブル被覆層切断器, 円盤型サ

イドカッター, ヘッダーパンチ 

 K1－400 

K1－401 フライス及びギヤカッター······································   フライス, ギヤカッター  K1－401 

K1－402 リーマー ·······································································   リーマー, エンドミル, センターリ

ーマー, テーパーピンリーマー 

 K1－402 

K1－403 ねじ切り工具 ······························································   ハンドタップ, 機械タップ, ナット

タップ, 管用ねじタップ, ねじ切り

ダイス, ねじ転造ダイス, 転造平

ダイス, ダイヘッドチェザー, 管用

ねじのダイス, ねじ切り機用チェ

ザー, ナット形成用ダイス 

 K1－4030～4032 

K1－404 ブローチ盤用ブローチ ············································   ブローチ盤用ブローチ, キー溝

ブローチ 

 K1－404 
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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 

K1－405 バイト ·············································································   バイト, スローアウェイバイト  K1－405 

K1－406 チップ ············································································   スローアウェイバイト用超硬チッ

プ, エンドミル用切り刃, チップソ

ー用超硬チップ, 丸のこ用チップ 

 K1－406 

K1－40700 ドリル ·············································································   ドリル, 鋼管穿孔用ドリル, ガラス

穿孔用ドリル, 布穿孔用ドリル, ド

ライバー兼用ドリル, 木工用螺旋

きり, 木工用きり, 仮枠用きり, 椎

茸栽培用原木穴開け機のきり 

 K1－4070～

40713,  

K1－39 一部 

  K1－40700A 螺旋刃型      

K1－4072 紙用穴開けきり ·························································   紙用穴開けきり  K1－4072 

K1－4080 コアビット，コアドリル等 ·········································   超硬コアビット, コアドリル, コンク

リート壁用ホールカッター, コアド

リル用取付け基盤 

 K1－4080 

K1－4081 ロックビット ·································································   超硬ロックビット, 携帯用電気衝

撃機のたがね, 油圧ブレーカー

用のみ, ハンマー用たがね, 鉱

山土木建築機械用刃, 舗装体切

削機用カッタービット, 切削機用

ビットのチップ 

 K1－4081 

K1－410 機械用耐摩耗工具 ··················································   グラインディングホイール  K1－410 

K1－411 機械仕上げ用ドレッサー ·······································   ダイヤモンドドレッサー, ロータリ

ードレッサー 

 K1－411 

K1－412 回転切断砥石 ····························································   石材切断用ダイヤモンド砥石, 切

断用回転円盤砥石 

 K1－412 

K1－4130 回転円盤砥石 ····························································   研磨盤用回転円盤砥石, グライ

ンダー用回転円盤砥石, グライン

ダー用研削研磨砥石 

 K1－413～413C 

  K1－4130A 平型 *1     

  K1－4130B 平・中央凹部無し型 *1     

  K1－4130C 外周凹凸形状型      

K1－414 研磨紙及び研磨布 ··················································   携帯用電気サンダーの研磨紙, 

グラインダー用研磨布 

 K1－414 

K1－415 動力工具用回転ブラシ ··········································   携帯動力工具用回転ワイヤーブ

ラシ 

 K1－415 

K1－420 機械刃物 ····································································   段ボール溝切り機用刃, 鉄線切

断機用刃, 木材剥皮機用刃, 硬

貨包装機用刃 

 K1－420 

K1－421 丸のこ刃 ······································································   丸のこ刃, 木工用のこ刃, 超硬

刃付き丸のこ刃 

 K1－421 
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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 

K1－422 円筒のこ刃 ·································································   円筒のこ刃, 木工用円筒のこ刃  K1－422 

K1－423 糸のこ刃及び帯のこ刃 ··········································   糸のこ刃, 帯のこ刃, 携帯用電

気ジクソーの刃 

 K1－423 

K1－424 剛性物質切削帯のこ刃 ·········································   剛性物質切削用帯のこ刃  K1－424 

K1－425 電気かんな用刃 ·······················································   電気かんな用刃, 電気かんな用

胴 

 K1－425 

K1－426 角のみ盤用角のみ ··················································   角のみ盤用角のみ  K1－426 

K1－427 木工用円形回転刃 ··················································   木工用面取り機の切削刃, 木工

用ほぞ取り機の刃, 木工用溝切り

機の刃 

 K1－427 

K1－428 溝切り，座ぐりきり又は面取りカッター ·············   木工用座ぐりきり, 溝切り機用刃, 

木工用面取りカッター 

 K1－428 

K1－50 工具入れ，工作台等···············································   ドリル収納用スタンド, 工具整理

棚 

 K1－50 

K1－51 腰つり用工具入れ ···················································   腰つり用工具収納袋, 腰つり用く

ぎ袋, 腰つり用工具入れつり金

具, 腰つり用工具差し 

 K1－51 

K1－52 利器工具用鞘等·······················································   プライヤーケース, 登山ナイフ用

鞘, のこ刃保護カバー, はさみの

鞘, 理容用はさみケース, ビット

ホルダー 

 K1－52 

K1－53 工具箱 ··········································································   工具箱, 動力工具用工具箱, 大

工道具箱, 工具箱用トレー 

 K1－53 

K1－54 工具用キャビネット及び工具車 ··························   工具用キャビネット, 工具車  K1－54 

K1－55 工作台 ··········································································   工作台, 鉄筋工作用台, 木工用

作業台 

 K1－55 

K1－60 金型 ···············································································   コンドーム製造用型, アームレス

ト成形用金型 

 K1－60 

K1－61 コンクリートブロック用金型 ···································   コンクリートブロック用金型  K1－61 

K1－69 金型部品及び付属品   K1－69 

 
 



Ｋ２ 漁業用機械器具 
 
 

－262－ 

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 

K2－000 その他の漁業用機械器具 ···································   釣糸はずし具, 釣糸切断具, た

こつぼ, 貝採集具, 箱眼鏡, 操

網機, 釣機, 撒き餌杓, 養殖用

固形飼料, 筌 

 K2－00 

K2－01 釣用足場板 ································································   釣用足場板  K2－01 

K2－10 漁網及びのり網等 ···················································   定置網, 引き網, のり養殖網, 投

網 

 K2－10 

K2－11 たも網 ···········································································   たも網, たも網用枠, たも網用握

り柄, たも, さ手網 

 K2－11 

K2－190 漁網及びのり網等部品及び付属品 ··················   引き網用開口具, のり網連結具, 

のり網固定具, オッターボード 

 K2－190 

K2－191 漁網用いわ及び漁網用浮き ································   漁網用いわ, 漁網用浮き  K2－191 

K2－2 栽培漁業用設備機器 ·············································   養殖いかだ, 養鰻池用水かくは

ん機, 養殖用給餌機, 養魚槽 , 

生けす, 貝の耳吊り具, 人工漁

礁 

 K2－2 

K2－30 釣元用具 ····································································   こませ入れ, 釣糸連結具, エダス

からみ防止ビーズ , 釣用天秤 , 

撒き餌具, ハリス止, 釣用シモリ

玉, 釣用てんびん 

 K2－30 

K2－31 釣針 ···············································································   釣針, アユ釣針, 穴子釣針, ウ

ナギ釣針 

 K2－31 

K2－320 擬餌及び擬餌針 ·······················································   擬餌, 擬餌針, 釣用ルアー, 擬

餌鉤, 誘漁具 

 K2－32～32C 

  K2－320AA 毛針型 *1     

  K2－320AB イカ釣型 *1     

  K2－320AC 魚型 *1     

  K2－320AD 昆虫型 *1     

K2－33 釣用撚り戻し ······························································   釣用撚り戻し, 釣用縒り戻し, さる

かん 

 K2－33 

K2－34 釣用おもり ··································································   釣用おもり  K2－34 

K2－35 釣用浮き ······································································   釣用浮き, 釣用電気浮き, 浮き子  K2－35 

K2－40 釣ざお ···········································································   釣ざお, 釣ざお用管材, 釣ざお

用中間ざお, 釣ざお用穂先 

 K2－40 

  K2－40A 元さお      

K2－4900 釣ざお部品及び付属品 ·········································   釣ざお尻, 釣ざお用振り鈴, 釣ざ

お用発光具, 釣ざお用発光体取

付け具 

 K2－490 



Ｋ２ 漁業用機械器具 
 
 

－263－ 

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 

K2－4910 釣ざお用握り柄 ·························································   釣ざお用ハンドル, 釣ざお連結

具 

 K2－491～491A 

K2－4920 釣ざお用ガイド ··························································   釣ざお用ガイド, 釣ざお用導糸環  K2－492～492C 

  K2－4920AA 単脚型 *1     

  K2－4920AB 多脚型 *1     

  K2－4920AC トップガイド型 *1     

K2－493 釣ざお用保護具 ·······················································   釣ざお用さお先保護具, 釣ざお

ガイド保護具 

 K2－493 

K2－494 釣ざお支持具 ····························································   釣ざお支持具  K2－494 

K2－495 釣ざお用リールシート ·············································   釣ざお用リールシート, 釣ざお用

リール取付け具 

 K2－490～491A 

K2－500 釣用リール ··································································   釣用リール, 釣用電動リール  K2－50～50D 

  K2－500AA 両軸円形型 *1     

  K2－500AB 両軸型（円形型除

く） 

*1     

  K2－500AC 電動型 *1     

  K2－500AD スピニング型 *1     

K2－590 釣用リール部品及び付属品 ································   釣用リールのドラグつまみ, 釣用

リールのベイルアーム 

 K2－590 

K2－591 釣用リールのスプール ···········································   釣用リールのスプール, 釣用リー

ルの糸巻き量調節具 

 K2－591 

K2－592 釣用リールのハンドル ············································   釣用リールのハンドル  K2－592 

K2－60 釣用バケツ及び釣用魚入れ ································   釣用びく, 釣用魚入れ, 釣用バ

ケツ, 撒き餌用バケツ 

 K2－6,  

K2－00 一部 

・・－・・ 釣用クーラー，釣用携帯保冷箱（※

C5－3251） 

     

K2－70 釣用具入れ等 ···························································   釣針用安全カバー, 保管用釣ざ

お立て 

 K2－7 

K2－71 釣ざお用ケース ························································   釣ざおケース  K2－7 

K2－72 釣用小物ケース························································   釣用小物入れ, 釣用餌箱, 釣針

ケース 

 K2－7 

K2－73 釣用仕掛け巻き ························································   仕掛け巻き  K2－7 
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－264－ 

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 

K3－0 その他の農業用機械器具，鉱山機械及び

建設機械 ····································································   

固形肥料  K3－0 

K3－01 堆肥製造用生ごみ処理機 ···································   堆肥製造用生ごみ処理機, コン

ポストボックス, 家庭用生ごみ処

理機 

 K3－100, K0－50 

K3－1000 農業用機械器具 ·······················································   農業用かご, 農作業用車両, 固

形飼料, 堆肥バケツ, 保護シート

等の張設器, 巻取器 

 K3－100 

・・－・・・・ 農業用トラクター（※G2－200）      

K3－101 農業用わら加工機械器具 ···································   わら打ち機, なわない機, 俵編み

機 

 K3－101 

K3－110 耕運整地機械器具 ··················································   馬耕用すき, あぜ成形機, トラク

ター付きあぜ成形機, 芝生用穴

掘り機, 農業用溝掘り機 

 K3－110 

K3－1110 動力耕運機 ································································   動力耕運機 , カルチベーター , 

水田中耕除草機, 畑用除草機 

 K3－111,  

K3－127 

  K3－1110DA 独立したキャビン有り *1     

  K3－1110DB キャノピー有り *1     

K3－112 床土調整用砕土機 ··················································   床土調整用砕土機  K3－112 

K3－1190 耕運整地機械器具部品及び付属品 ················   動力耕運機用整地板, 動力耕運

機用うね立て機, 動力耕運機用

プラウ 

 K3－1190 

K3－1191 動力耕運機用耕運刀 ·············································   動力耕運機用耕運刀, 中耕除草

機用刃 

 K3－1191 

K3－120 栽培管理用機械器具 ·············································   長芋育成用床, 苗床用覆い  K3－120 

K3－121 施肥機 ··········································································   肥料散布機, 堆肥散布機, 施肥

機, 肥おけ, 肥びしゃく 

 K3－121 

K3－122 育苗機 ··········································································   育苗機, 育苗箱, もやし栽培器, 

育苗箱運搬用棚 

 K3－122 

K3－123 食菌栽培器 ································································   椎茸栽培用種ごま, きのこ栽培用

容器, 椎茸栽培用原木穴開け機 

 K3－123 

K3－124 播種機 ··········································································   播種機, 芋植付け機, 施肥播種

機 

 K3－124 

K3－1250 田植機 ··········································································   田植機, 稲苗ばらまき機  K3－1250 

  K3－1250DA 独立したキャビン有り *1     

  K3－1250DB キャノピー有り *1     

K3－1259 田植機部品及び付属品 ········································   田植機用フロート, 田植機用植

付けつめ, 田植機用苗載台 

 K3－1259 



Ｋ３ 農業用機械器具、鉱山機械、建設機械等 
 
 

－265－ 

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 

K3－126 移植機 ··········································································   苗植機, 苗抜き機, 移植用樹木

掘り取り機, 移植機, 菌植機 

 K3－126 

K3－1280 ビニールハウス ·························································   ビニールハウス, 作物栽培用トン

ネル 

 L3－30 

K3－12890 ビニールハウス部品及び付属品   L3－390 

K3－12891 ビニールハウス用枠 ···············································   ビニールハウス用枠, ビニールハ

ウス用枠材 

 L3－391 

K3－12892 ビニールハウス用枠連結具 ································   ビニールハウス用枠連結具  L3－392 

K3－12893 ビニールハウス用シート止め具 ·························   ビニールハウス用シート止め具, 

ビニールハウス用シート止め具材 

 L3－393 

K3－1290 栽培管理用機械器具部品及び付属品 ···········   シート止め用覆押器, 農業機械

用ボンネット 

 K3－129 

K3－1291 栽培管理用杭 ···························································   シート止め用杭  L3－393,  

K3－129 

K3－130 農業用駆除機械器具，防除機械器具及び

捕獲用機械器具 ·······················································   

鳥獣威嚇機, かかし, スズメおど

し, モグラ捕獲機, イタチ捕獲用

わな, 防鳥網, ヘビ取り器, ネズ

ミ取り器 

 K3－130 

K3－1310 農薬散布機 ································································   農薬散布機, 栽培用ミスト機, 農

薬散布機用ノズル, スピードスプ

レヤー 

 K3－131～131A 

  K3－1310A 背負い型      

K3－140 収穫機及び収穫物調整用機械器具 ················   トマト収穫機, まぐさ反転機, 栗

いがはぎ機, キャベツ収穫機 

 K3－140 

K3－141 農作物乾燥用掛け具 ·············································   稲掛け器, 稲掛け器用脚, 農作

物用乾燥台 

 K3－141 

K3－142 掘取り収穫機 ·····························································   いも掘機, ばれいしょ掘取り機, 

たまねぎ収穫機 

 K3－142 

K3－14300 刈取り機 ······································································   芝刈り機, 桑葉刈取り機, 刈取り

結束機, 剪定機, 茶葉取り機, コ

ンバイン, 枝打機, 刈払い機 

 K3－1430～

1430F 

  K3－14300AA バインダー型 *1     

  K3－14300AB コンバイン型 *1     

  K3－14300AC バリカン型 *1     

  K3－14300AD 桿付き刈払い機型 *1     

  K3－14300AE 手押し型 *1     

  K3－14300AF 手持ちレシプロ型 *1     

  K3－14300D 独立したキャビン有り      



Ｋ３ 農業用機械器具、鉱山機械、建設機械等 
 
 

－266－ 

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 

K3－14390 刈取り機部品及び付属品 ····································   刈取り機用分草具, 収穫機のキ

ャビン, 草寄せプレート, 刈取り

結束機用結束機 

 K3－14390 

K3－14391 刈取り機用刃 ·····························································   刈取り機用刃, 飼料裁断機用刃, 

わら裁断機用刃, 刈払い機用刃 

 K3－14391 

K3－14392 刈取り機用コンベヤーつめ ·································   刈取り機茎杵引き起こし用つめ, 

刈取り機茎杵搬送用つめ 

 K3－14392 

K3－144 脱穀機 ··········································································   脱穀機  K3－144 

K3－145 もみすり機 ··································································   もみすり機, 籾摺り振動選別機  K3－145 

K3－146 農業用選別機等 ·······················································   米選別機, 選卵器, 果実選別機, 

唐箕, 選穀機, しなとり機, 選穀

充填機 

 K3－146 

K3－147 農業用搬送機 ····························································   農業用揚穀機, 揚穀機, 穀類搬

送機, 牧草搬送機 

 K3－147 

K3－1480 農業用貯蔵機及び農業用乾燥機等 ················   穀類貯蔵器, 穀類貯蔵機, 穀物

乾燥機用集じん機 

 K3－1480 

K3－14810 農業用乾燥機 ····························································   穀物用乾燥機, 牧草用乾燥機, 

茶葉乾燥機 

 K3－14810 

K3－14811 葉たばこ乾燥機 ························································   葉たばこ乾燥機, 葉たばこ乾燥

用挟持具, 葉たばこ乾燥用フッ

ク, 葉たばこ乾燥用葉たばこつり

下げ具 

 K3－14811 

K3－150 果樹園芸用機械器具又は花木園芸用機械

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

花粉交配機, 花粉採取機, 樹幹

保護板, 樹幹用薬液注入器, 接

木クリップ, きゅうり矯正筒, 果実

採取機, 花弁倒状防止網, 雪囲

い, 園芸用灌水シート 

 K3－150 

K3－1510 果樹用支柱等 ····························································   樹木用支柱, 樹木枝支え具, 枝

幹矯正具, 菊花輪台 

 K3－151 

  K3－1510A フェンス型      

K3－1511 果樹用支柱用継ぎ手 ··············································   園芸用支柱継ぎ手  K3－151 

K3－152 果樹用防虫袋 ····························································   果実用防虫袋  K3－152 

K3－153 水栽培器 ····································································   球根水栽培器, 水耕栽培器  K3－153 

K3－154 散水ホース巻き取り機 ···········································   散水ホース巻き取り機, ホース掛

け, ホースのガイドローラー 

 K3－154 

K3－155 じょうろ ··········································································   じょうろ, じょうろ用はす口  K3－155 
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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 

K3－15600 植木鉢 ··········································································   植木鉢  K3－1560～

1560B 

  K3－15600AA 平面丸型 *1     

  K3－15600AB 平面角型 *1     

  K3－15600B 壁掛け型      

K3－15690 植木鉢部品及び付属品 ········································   植木鉢用底板, 植木鉢受け具  K3－15690 

K3－15691 植木鉢カバー ····························································   植木鉢カバー  K3－15691 

K3－15692 植木鉢用受け皿 ·······················································   植木鉢用受け皿  K3－15692 

K3－1600 農業用利器 ································································   くわ, 草削り具, 根切り器, 除雪

具, つるはし, わら用押し切り, く

わの刃, じょれん, わら切り用押

し切り 

 K3－160 

K3－161 農業用くま手 ······························································   くま手  K3－161 

K3－162 かま ···············································································   かま  K3－162 

K3－1630 ショベル ········································································   ショベル, スコップ  K3－163,  

K3－160 一部 

  K3－1630A 雪かき用      

K3－164 移植ごて ······································································   移植ごて  K3－164 

K3－165 雪運搬具 ·····································································   雪運搬具  K3－160 

K3－169 農業用利器部品及び付属品 ·······························   かま用柄, くわ用柄, かま用ケー

ス, ショベル用柄, スコップ用柄, 

つるはし用柄 

 K3－169 

K3－190 農業用機械器具部品及び付属品 ·····················   農業機械用ハンドル, 農業機械

用座席 

 K3－190 

K3－191 農業用車輪 ································································   耕運機用湿田車輪, 田植機用車

輪, 刈取り機用湿田車輪, 農業

機械用尾輪 

 K3－191 

K3－20 養蚕機械器具，養蜂機械器具及び畜産用

機械器具 

  K3－20 

K3－21 養蚕機械器具及び養蜂機械器具 ·····················   飼蚕棚, 蚕産卵用台紙, 上蔟器, 

給桑機 

 K3－21 

K3－220 畜産機械器具又は動物飼育用機械器具 ······   育すう機, ふ卵機, 検卵器, 搾

乳機, ひよこ用雌雄鑑別機, 家

畜去勢器, 家畜耳標, 蹄鉄, 鼻

環, 鞍, 屠殺機 

 K3－220 

K3－221 飼料裁断機 ································································   飼料裁断機, 飼料粉砕機, 飼料

用かくはん機 

 K3－221 
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－268－ 

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 

K3－222 家畜用給餌機 ····························································   家畜用自動給餌機, 畜産用自動

給餌機 , かいばおけ , 給餌箱 , 

家畜用水飲み器, 畜産用自動給

水機 

 K3－222 

K3－3000 鉱山機械及び建設機械 ········································   石材採掘機  K3－300,  

K3－31～ 

320 一部 

K3－3210 建設用自走式機械等 ·············································   ブルドーザー, ショベルローダー, 

建設用溝掘り機, 自走式土質改

良機 

 K3－3210 

  K3－3210DA 独立したキャビン有り *1     

  K3－3210DB キャノピー有り *1     

K3－3211 建設用自走式掘削機 ·············································   パワーショベル, バックホウ  K3－3211 

  K3－3211DA 独立したキャビン有り *1     

  K3－3211DB キャノピー有り *1     

K3－3212 建設用自走式クレーン ···········································   建設用自走式クレーン, 建設用ク

ローラクレーン, 高所作業車 

 G2－230 

  K3－3212DA 独立したキャビン有り *1     

  K3－3212DB キャノピー有り *1     

K3－3219 建設用自走式機械等部品及び付属品············   建設機械用ブーム, 建設機械用

カウンタウェイト 

 K3－32190 

K3－32191 建設用自走式機械等のバケット ························   パワーショベル用バケット, 揚土

機用バケット, バケット用土均し具 

 K3－32191 

K3－32192 建設用自走式機械等のバケット交換具 ··········   パワーショベル用コンクリート破砕

機, パワーショベル用さく孔機 , 

パワーショベル用切断機, パワー

ショベル用ブレーカー 

 K3－32190 

K3－322 くい打ち機及びくい抜き機 ····································   くい打ち機, くい抜き機, シートパ

イル, 引きぬき機, くい打ち機用

起震機 

 K3－322 

K3－3230 鉱山及び建設用穿孔機，推進機等 ··················   建設用穴掘り機, 農業用穴掘り

機, 鉱山用穿孔機, さく岩機, 試

錐機, アースオーガ, トンネル掘

削機 

 K3－323,  

K3－31～ 

320 一部 

K3－32400 整地機械器具 ····························································   モータースクレーパー, 被牽引ス

クレーパー, モーターグレーダ, 

地面締め固め棒 , ロードローラ

ー, ランマー, タイヤローラー 

 K3－3240～3242 

  K3－32400DA 独立したキャビン有り *1     

  K3－32400DB キャノピー有り *1     
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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 

K3－32500 コンクリート機械 ·······················································   コンクリート吹き付け機, モルタル

用ポンプ, 空気動コンクリート均し

機, コンクリートミキサー, モルタ

ルミキサー 

 K3－3250～

32510 

K3－3259 コンクリート機械部品及び付属品 ······················   コンクリートミキサー用混練羽根, 

コンクリートミキサー用ホッパ 

 K3－32519,  

K3－301 

K3－326 舗装機械 ·····································································   コンクリートカッター, アスファルト

切断機, アスファルト散布機 

 K3－326 

K3－32700 水上建設作業用機械及び水底土木作業用

機械 ···············································································   

水中捨石基礎均し用重錘, ヘド

ロ採取用ヘッド, 水底砂利採取

用吸入管 

 K3－3270～3271 

K3－328 除雪機 ··········································································   除雪機, 凍結防止剤散布機  K3－328 

K3－3900 鉱山機械及び建設機械部品及び付属品 ·······   さく岩機用アダプター, 掘削機用

オーガ継ぎ手, さく岩用たがね, 

土木用穿孔機のドリル 

 K3－390,  

K3－329,  

K3－391 一部, 

K3－3272 

K3－3910 鉱山機械用切削刃及び建設機械用切削刃 ··   土木掘削機の掘削刃, 掘削機用

カッタービット 

 K3－391 

K3－400 破砕機，磨砕機及び選別機 ································   回転ふるい分け機, 振動ふるい

分け機, スパイラル分級機, 空気

分級器, ベルトフィーダー, 浮遊

選別機, 磁気選別機, 淘汰盤, 

淘汰機, ふるい 

 K3－40, K3－42

～43 

K3－41 破砕機及び磨砕機 ··················································   ジョークラッシャー, コーンクラッ

シャー, ロールクラッシャー, ボー

ルミル, ロッドミル, 自走式破砕

機, 木枝粉砕機 

 K3－41 

K3－4900 破砕機，磨砕機及び選別機部品及び付属

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

コーンクラッシャー用マントル, 破

砕機用ハンマーアーム, ライナ取

付け用ボルト, 分級用ロータ 

 K3－490 

K3－491 破砕機用刃 ································································   破砕機用刃, 破砕機用打撃刃, 

破砕機用ハンマー, ジョークラッ

シャー用ジョープレート, インパク

トクラッシャーの打撃板, 衝撃式

破砕機用打撃子 

 K3－491 

K3－492 破砕機用ライナー ····················································   破砕機用ライナー, インパクトクラ

ッシャー用反発板ライナー 

 K3－490 
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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 

K4－0 その他の食料加工機械等 ···································   食肉加工機, ハム製造機, 魚肉

練り製品製造機 , 緑茶蒸し機 , 

製茶機, ギョウザ製造機, 焼き鳥

串刺し機, 醸造用ろ過機, かまぼ

こ成型機 

 K4－0 

K4－10 精穀機 ··········································································   精米機, 精米麦機, 精麦機  K4－10 

K4－11 製粉機 ··········································································   製粉機, 小麦粉製造機  K4－11 

K4－12 穀類混合機 ································································   穀類混合機, 米混合機  K4－12 

K4－19 精穀機部品及び付属品 ········································   精米機用ホッパー, 精米麦機用

ホッパー, 精穀機用ローラー 

 K4－19 

K4－20 業務用食品洗浄機 ··················································   業務用野菜洗浄機, 業務用にん

じん洗浄機, 加工用ばれいしょ洗

浄機, 帆立貝洗浄機 

 K4－20 

K4－21 業務用洗米機 ····························································   洗米機  K4－21 

K4－30 業務用食品切截機 ··················································   業務用野菜切り機, 業務用食肉

切截機, 肉ひき機, 業務用ねぎ

の皮剥ぎ機, 業務用食肉挽き機 

 K4－30 

K4－39 業務用食品切截機部品及び付属品 ················   業務用食肉切截機の替え刃, 業

務野菜切り機の替え刃, 食肉軟

化機用替え刃, タマネギ, パイン

芯抜き回転機械 

 K4－39 

K4－40 業務用食品混合機又は業務用食品かくは

ん機 ···············································································   

製菓原料混合機, 製めん用混合

機, 業務用食品混合機 

 K4－40 

K4－49 業務用食品混合機又は業務用食品かくはん

機部品及び付属品 ···················································   

製菓原料混合機用かくはん羽根, 

業務用食品かくはん機の回転羽

根 

 K4－49 

K4－50 製菓機，製パン機及び製めん機 ························   菓子パン製造機, まんじゅう製造

機, 製菓用包餡機, 包餡機, パ

ン種発酵機 

 K4－50 

K4－51 業務用アイスクリーム製造機 ······························   業務用アイスクリーム製造機, 業

務用アイスクリーマ, アイスクリー

ム製造機 

 K4－51 

K4－52 業務用製めん機及び業務用もちつき機 ··········   業務用製麺機, 製めん機, 即席

めん製造機, 業務用もちつき機, 

つきあがりもち定量分配機 

 K4－52 

K4－6 のり加工機械器具 ···················································   のり抄き機, のり洗浄機, のり乾

燥用枠, 生のり脱水機 

 K4－6 
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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 

K4－70 業務用食品加熱機器 ·············································   業務用炊飯機, 業務用焼き鳥機, 

業務用冷凍食品解凍機, 業務用

食品蒸し機, 業務用フライヤー, 

業務用天ぷら揚げ機 

 K4－70 

K4－71 業務用オーブン ························································   製菓用オーブン, ビスケット製造

用バンドオーブン, ビスケット焼き

成窯, 業務用パン焼き釜, 製パ

ン用回転窯, 業務用オーブン 

 K4－71 

K4－72 業務用かま ·································································   学校給食用炊飯がま, 業務用回

転がま, 業務用めんゆで機 

 K4－72 

K4－90 食料加工機械部品及び付属品 ··························   製菓原料注出ノズル, 業務用食

品ゆで機のゆでかご, 醸造用ろ

過機のろ板, 食品冷凍用型枠, 

食鳥脱毛機用抜毛具, 野菜洗浄

機用洗浄ブラシ 

 K4－90 

K4－91 食料加工機用成形金型 ········································   食肉加工用成形器, 魚肉練り製

品加工用成形器, かまぼこ成型

機用金型 

 K4－91 
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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 

K5－0 その他の繊維機械及びミシン   K5－0 

K5－10 繊維機械   K5－10 

K5－11 紡績機械 ····································································   開繊機, 打綿機, 梳綿機, 練篠

機, 粗紡機, 精紡機, 合撚糸機, 

撚糸機, 洗毛機, 乾毛機, 羊毛

洗浄機 

 K5－11 

K5－119 紡績機械用部品及び付属品 ·······························   紡績機械用リング, 紡績機械用ト

ラベラー, 紡績機械用ボビン, 紡

績機械用スピンドル 

 K5 － 190 一部 , 

K5－191～192 

K5－12 製織準備機械 ····························································   繰り返し機, 整経機, のり付け機, 

巻き返し機 

 K5－12 

K5－1300 織機 ···············································································   力織機, 手織り機, 綿織機, 絹

織機, 人絹織機, 毛織機, 麻織

機, タペット織機, ドビー織機, ジ

ャガード織機, タオル織機, 帆布

織機, カーペット織機 

 K5－130～132 

K5－139 織機用部品及び付属品 ········································   織機用シャトル, 織機用おさ, 織

機用綜絖枠 

 K5 － 190 一部 , 

K5－193～194 

K5－1500 染色機械等 ································································   バラ毛染機, チーズ染機, 反染

機, な染機, 幅出し機, 起毛機, 

あざみ起毛機, 針金起毛機 

 K5－150～152 

K5－1600 編み機 ··········································································   編み機, 手編み機, 横編み機, 

縦編み機, 丸編み機, ゴム編み

機, 靴下編み機, トリコット機, 魚

網編み機 

 K5－160, K5－14 

K5－16900 編み機用部品及び付属品 ···································   編み機用編針, 編み機用目移し

針, 手編み機用キャリッジ, 手編

み機用おもり, 手編み機用つま

み 

 K5－1690～1692 

K5－17 蚕糸機械 ····································································   糸車  K5－17 

K5－1900 繊維機械部品及び付属品 ···································   繊維用ガイド  K5－190 

K5－20 繊維製品二次加工用機械器具 ··························   刺しゅう機, 布裁断機, ホック取

付け機, 芯地接着機, 自動ボタ

ン付け機, カーペット用縁かがり

機, シャツ仕上折畳み機, ズボン

仕上用整形機 

 K5－20 

K5－21 繊維製品加工用型枠 ·············································   手袋仕上用型板, 靴下仕上用型

枠, 立体プレス用人体型 

 K5－21 

K5－22 繊維製品加工用作業台 ········································   布裁断台, 捺染台  K5－22 



Ｋ５ 繊維機械及びミシン 
 
 

－273－ 

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 

K5－2300 ミシン ·············································································   ミシン, ミシン本体  K5－230～230A 

  K5－2300A 操作ボタン配列型      

  K5－2300B 操作つまみ付型      

K5－2301 工業用ミシン ······························································   オーバーロックミシン, カーペット

用縁かがりミシン, 袋口縫いミシ

ン, 刺しゅう縫いミシン, ボタンつ

け用ミシン, ボタン穴かがり用ミシ

ン, ボタン穴ミシン, キルティング

ミシン 

 K5－230B 

K5－231 ハンドミシン ································································   ハンドミシン  K5－231 

K5－2390 ミシン部品及び付属品 ···········································   ミシン用糸立て台, ミシン用足踏

み板, ミシン用糸切り具, ミシン用

刺繍機 

 K5－2390 

K5－2391 ミシン針 ········································································   ミシン針, 刺しゅう用ミシン針  K5－2391 

K5－2392 ミシン用押え ·······························································   ミシン用押え  K5－2392 

K5－2393 ミシン用目盛板及びミシン用つまみ ··················   ミシン用調節目盛板, ミシン用模

様選択ダイヤル 

 K5－2393 

K5－2394 ミシン用テーブル及びミシン用キャビネット ····   ミシン用テーブル, ミシン用キャビ

ネット 

 K5－2394 

K5－2395 ミシン用ケース ··························································   ミシン用ケース  K5－2395 

K5－2396 ミシン用ボビン及びミシン用ボビンケース ······   ミシン用ボビン, ミシン用ボビンケ

ース 

 K5－2396 



Ｋ６ 化学機械器具 
 
 

－274－ 

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 

K6－00 その他の化学機械器具 ·········································   揚水筒, 溶媒回収機, 電極棒, 

ドライアイス製造機, 粉粒体撹拌

付きサイロ, 造粒機 , 冷媒充填

機, フロンガス回収機, 蒸留機, 

水質検査機, 活水器, 中間原材

料の貯蔵タンク, 洗濯機の中に

入れる水質改良ボール, クリーン

ルーム用エアー吹き出しガイド板 

 K6－0 

K6－01 磁気活水器 ································································   磁気活水器, 流体物磁気処理機  K6－0, K6－40 

K6－10 分離機，ろ過機及び集じん機 ······························   配管用気水分離器, 沈殿槽, 浄

化槽, 血しょう分離器, 冷媒回収

機, 水面浮遊掻き寄せ板, フロ

ート吸い込み口 

 K6－10 

K6－11 遠心分離機 ································································   遠心分離機, 遠心脱水機, 遠心

分離機用バケット 

 K6－11 

K6－1200 ろ過機 ···········································································   化学工業用ろ過機, 汚水処理用

ろ過機, 上水道ろ過機, 産業用

廃棄物ろ過機 

 K6－120 

K6－1210 飲料水用ろ過機························································   家庭用浄水器  K6－121～121A 

  K6－1210A 小型      

K6－129 ろ過機部品及び付属品 ·········································   ろ過機用フィルター  K6－129 

K6－13 集じん機·······································································   集じん機, 脱硫集じん機, バック

フィルター, オイルミスト処理機, 

クリーンルーム用エアーフィルタ

ー 

 K6－13 

K6－20 混合機又はかくはん機 ··········································   混合機, かくはん機, ねっか機, 

乳化機 

 K6－20 

K6－29 混合機又はかくはん機部品及び付属品 ·········   混合機用翼, かくはん機用翼, ミ

キシング板 

 K6－29 

K6－3 反応機，発生炉及び電解槽 ································   硝化機, 発酵機, 分解機, オート

クレーブ, ガス発生炉, 水性ガス

発生炉 , 石炭ガス炉 , コークス

炉, 水電解槽, 食塩電解槽, 酸

素発生器, 窒素発生器 

 K6－3 

K6－400 吸収機又は吸着機及びイオン交換機器·········   純水製造機, 硬水軟化機, イオ

ン交換機, イオン製造機, 電解

水生成機, ミネラル水製造機, 水

質改善装置用電極, 整水機, オ

ゾン水生成機, イオン発生素子 

 K6－40, K6－120

～121A 



Ｋ６ 化学機械器具 
 
 

－275－ 

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 

K6 一 410 気液接触用充てん物··············································   気液接触用充てん物, ガス洗浄

用垂架体 

 K6－41～41B 

  K6－410AA 円筒型 *1     

  K6－410AB 板型 *1     

K6－500 熱交換器等 ································································   熱交換器, 加熱器, 冷却器, 凝

縮器, 内燃機関用ラジエーター 

 K6－50～50B, 

D5－3391 一部, 

D5－591 

  K6－500AA 板・管結合型      

  K6－500AB 投げ込み型      

K6－590 熱交換器等部品及び付属品 ·······························   放熱管保持具, 放熱管用スペー

サー, 熱交換管用キャップ 

 K6－590 

K6－5910 熱交換管 ·····································································   熱交換管  K6－591～591A 

  K6－5910A 扁平管型      

K6－5920 熱交換器用フィン ·····················································   熱交換器用フィン, 冷暖房機用

放熱板, 自動車用オイルクーラ

ー用放熱板 

 K6－592～592A 

  K6－5920A 長尺板型      

K6－6 冷凍機 ··········································································   冷凍機, 冷凍車用室外機  K6－6 

K6－70 化学実験用機械器具 ·············································   化学実験用るつぼ, デシケータ

ー, 化学実験用恒温器, 化学実

験用恒湿器, 殺菌器, 滅菌器 

 K6－70 

K6－71 化学実験用容器·······················································   ビーカー, フラスコ, シャーレ  K6－71 

K6－72 化学実験用採取器 ··················································   ビュレット, ピペット, スポイト, 化

学実験用分注器, ピンセット 

 K6－72 

K6－73 化学実験用保持具 ··················································   試験管立て, 貯尿架台  K6－73 

K6－74 化学実験用設備器具 ·············································   ドラフトチャンバー  K6－74 

K6－79 化学実験用機械器具及び付属品 ·····················   フローセル  K6－79 

 
 



Ｋ７ 金属加工機械、木材加工機械等 
 
 

－276－ 

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 

K7－00 その他の加工機械等 ·············································   材料反転機, 加工材送り機, 巻

き線機 

 K7－0～10 一部, 

K7－130,  

K7－1920 一部, 

K7－20 一部,  

K7－29 一部 

K7－100 工作機械等 ································································   旋盤, ならい旋盤, タレット旋盤, 

卓上旋盤, マシニングセンター, 

数値制御複合工作機, フライス

盤, ベット形フライス盤, ひざ形フ

ライス盤, 放電加工機, レーザー

加工機, 超音波加工機, ブロー

チ盤, ホーニング盤, ラップ盤, 

ホブ盤, 歯切り盤, かさ歯車歯切

り盤, ラック歯切り盤, 歯車研削

盤, 歯車形削り盤, 歯車仕上盤, 

ねじ加工機械, ねじ切り盤, ねじ

立て盤, ねじ転造盤, パイプねじ

切り機 , 鍵切削機 , 鍵加工盤 , 

合鍵複製機, 指輪彫刻機, 文字

彫刻機, 材料歪矯正機, 木工旋

盤, 木工フライス盤, 普通旋盤 

 K7－10 一部,  

K7－1100～1102, 

K7－1104～111, 

K7－114,  

K7－117,  

K7－118 一部, 

K7－20 一部 

K7－101 切断機械等 ································································   金切り帯のこ盤, 金切り弓のこ盤, 

パイプ切り機, 金属用切断機, 棒

鋼切断機, 板金用波板切断機, 

レール切断機, 剪断機, 木工帯

のこ盤 

 K7－11030 一部, 

K7－132,  

K1－3152 一部, 

K7－118 一部, 

K7－21 一部 

K7－1011 卓上回転切断機械 ··················································   卓上回転金属切断機, 卓上用電

気丸のこ, 卓上金切り丸のこ盤, 

木工丸のこ盤, 金切り丸のこ盤 

 K1－3152 一部, 

K7－11030 一部, 

K7－11031,  

K7－21 一部 

K7－1012 卓上動力糸のこ ························································   卓上用電気糸のこ, 電動体取付

け用携帯卓上糸のこ, 卓上のこ

ぎり盤 

 K1－3152 

K7－102 穿孔機械等 ································································   多軸ボール盤, ラジアルボール

盤, 直立ボール盤, 卓上ボール

盤, 中ぐり盤, 木工用穿孔盤, 
のみ盤, ほぞ取り盤, 木工ボール

盤, 石材用穿孔機, 位置決め穿

孔機 

 K7－112～113, 

K7－23,  

K7－30 一部 

K7－1030 研削機械，研磨機械等 ··········································   平削り盤, 形削り盤, 立て削り盤, 

円筒研削盤, 内面研削盤, 平面

研削盤, 工具研削盤, バリ取り研

磨機, 自動かんな盤, 手押しか

んな盤 

 K7－115～1160, 

K7－22,  

K7－20 一部,  

K7－30 一部 



Ｋ７ 金属加工機械、木材加工機械等 
 
 

－277－ 

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 

K7－1031 グラインダー ·······························································   卓上電気グラインダー  K7－1161～

1161E 

K7－1032 バレル研磨機及び研掃機等 ·······························   振動バレル研磨機, 研掃機, ショ

ットブラスト, サンドブラスト 

 K7－1162,  

K7－50 一部 

K7－15 金属一次製品製造機械及び精製仕上機械 ···   分塊圧延機, 板材圧延機, 線材

圧延機, 穿孔製管機, 引き抜き

製管機, 条材引き抜き機, 金属

精製用酸洗機, 脱磁機 

 K7－120 

K7－16 プレス機及び鍛造機 ···············································   機械プレス, 液圧プレス, パンチ

プレス, 鍛造機 

 K7－20 一部,  

K7－131 

K7－17 折り曲げ機械等 ························································   板金用ベンディングロール, 丸棒

用ベンディングマシン, 定置型金

属折り曲げ機 

 K7－133 

K7－1900 工作機械部品及び付属品 ···································   金属工作機械用ハンドル, ローレ

ット切り工具, ダイセット, ダイス, 

パンチ用リテーナ, ガイドポスト, 

圧延用ロールカセット, 圧延用ロ

ール, 圧延機用出口ガイド 

 K7－10 一部,  

K7－119,  

K7－129,  

K7－139,  

K7－190,  

K7－195,  

K7－39 一部,  

K7－29 一部,  

K7－59 一部,  

K7－90 一部 

K7－19100 工具保持具等 ···························································   切削用工具保持具, バイトホルダ

ー, フライスチャック, ミーリング

用可変加工工具取付け保持具, 

コレットホルダー, コレットチャッ

ク, コレット 

 K7－1910～1913 

K7－19200 工作物固定具等·······················································   工作機械用工作物固定具, 切削

機械用切削物固定具, 位置決め

テーブル, 産業ロボット用チャッ

ク, 回転センター, 半導体製造用

静電チャック, 射出成形機用永

電磁チャック, 連動チャック 

 K7－1920 一部, 

K7－1921～1923 

K7－193 加工機械用芯出し具 ··············································   スライス盤用芯出し棒, スライス盤

用芯出し棒ホルダー 

 K7－193 

K7－194 作業用定盤 ································································   けがき用定盤, 板金用定盤  K7－194 

K7－40 可塑物成形機 ···························································   射出成形機 , 押し出し成形機 , 

圧縮成形機 

 K7－40 

K7－49 可塑物成形機部品及び付属品 ··························    射出成形機用射出孔, ノズル先

端部用アダプター 

 K7－49 



Ｋ７ 金属加工機械、木材加工機械等 
 
 

－278－ 

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 

K7－500 鋳造機械 ····································································   鋳造機, 遠心鋳造機, 鋳造用研

掃機 

 K7－50 

K7－590 鋳造機械部品及び付属品 ···································   研掃材投射用回転羽根, 鋳造機

用杓子, とりべ, 鋳造用るつぼ 

 K7－59 

K7－60 溶接機及び溶断機 ··················································   電気溶接機, ガス溶接機, ガス

溶断機, テルミット溶接機, 超音

波溶接機, 溶接機用電源機 

 K7－140 

K7－610 溶接用関連物品 ·······················································   自動溶接機走行板用取外し金

具, 溶接機用ガス混合機, 配管

溶接用クランプ, 溶接用ワイヤー

供給機, 溶接ヒューム回収機, 溶

接用保持具, 溶接用補助環 

 K7－1410 

K7－611 溶接用裏当て材 ·······················································   溶接用裏当て材, 溶接用エンドタ

ブ 

 K7－1411 

K7－612 溶接用トーチ ······························································   溶接用トーチ, ガス圧接用バー

ナー, ウェルダーガン 

 K7－1491 

K7－69 溶接機及び溶断機部品及び付属品·················   溶接機用コントローラー, 溶接用

電極, 溶接用超音波ホーン, 溶

接棒, 溶接用ノズル, 溶接用トー

チ用チップ, 溶接用トーチ用キャ

ップ, 溶接用消耗ノズル, 溶接用

ワイヤー用巻取ドラム, 溶接用ワ

イヤー収納容器, 溶接ヒューム吸

込み口 , 溶接用膵吸引フード , 

溶接溶剤回収用吸引口金 

 K7－1412～1490, 

K7－1492 

K7－70 めっき機 ·······································································   めっき機  K7－1210 

K7－79 めっき機部品及び付属品 ····································   被めっき物掛け具, めっき液保温

用加熱機 

 K7－12190～

12191 

K7－900 加工機械部品及び付属品 ···································   工作機械用カバー, 加工機用防

音カバー 

 K7－90, K7－29, 

K7－39 

K7－91 加工機械用集じん機等 ··········································   工具研磨機用集じん機  K7－91 

 



Ｋ８ 動力機械器具、ポンプ、圧縮機、送風機等 
 
 

－279－ 

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 

K8－0 その他の動力機械器具，ポンプ，圧縮機，

送風機等 

  K8－0 

K8－10 動力機械器具 ···························································   蒸気機関, 蒸気タービン, 原子

炉, 風車, 水力タービン 

 K8－10 

K8－19 動力機械器具部品及び付属品 ··························   復水器, 風車用翼  K8－19 

K8－200 内燃機関 ·····································································   ジェットエンジン, ガスタービン, 

自動車用内燃機関, 自動二輪車

用内燃機関, 農業機械用内燃機

関, 建設機械用エンジン, 刈払

い機用エンジン, 模型エンジン 

 K8－20～21A 

  K8－200A 刈払い機用エンジン      

K8－290 内燃機関部品及び付属品 ···································   エンジンガード, エンジン用カバ

ー 

 K8－290 

K8－291 内燃機関用シリンダー部品 ·································   内燃機関用シリンダー, 内燃機

関用ピストン, 内燃機関用ピスト

ンリング, 内燃機関用クランクシャ

フト, 内燃機関用連接棒, 内燃

機関用バルブ 

 K8－291 

K8－292 内燃機関用点火器部品 ········································   内燃機関用点火プラグ, 内燃機

関用プラグチャンバー, 内燃機関

用点火コイル, 内燃機関用点火

時期調整器 

 K8－292 

K8－293 内燃機関用始動器部品 ········································   内燃機関用スターター, 内燃機

関用始動プーリー 

 K8－293 

K8－294 内燃機関用燃料供給部品 ···································   内燃機関用燃料タンク, 内燃機

関用気化器, 内燃機関用ベンチ

ュリー管, 内燃機関用燃料コック, 

内燃機関用燃料噴射ポンプ 

 K8－294 

・・－・・・ 内燃機関用油フィルター（※K9－23）    

K8－295 内燃機関用給排気部品 ········································   内燃機関用排気管, 内燃機関用

マニホールド, 内燃機関用消音

器, 内燃機関用過給器, 内燃機

関用排気ガス浄化触媒 

 K8－295 

・・－・・・ 内燃機関用エアーフィルター（※K9－23）    

K8－296 内燃機関用冷却部品及び内燃機関用潤滑

部品 ···············································································   

内燃機関用冷却ファン, 内燃機

関用放熱器, 内燃機関用潤滑油

ポンプ, 内燃機関用ドレン栓 

 K8－296 

・・－・・・ 内燃機関用潤滑油のフィルター（※K9－23）    

・・－・・・ 内燃機関用ラジエーター（※K6－500）    



Ｋ８ 動力機械器具、ポンプ、圧縮機、送風機等 
 
 

－280－ 

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 

K8－300 ボイラー及び湯沸し器等 ·······································   発電用ボイラー , 船舶用ボイラ

ー, 蒸気機関用ボイラー, 貯湯

式ボイラー, 製茶用ボイラー, 暖

房用温水ボイラー , 蒸気ボイラ

ー, ふろがま, 湯沸し器, 取付け

湯沸し器, 給湯器 

 K8－30～31,  

D5－331 一部, 

D5－50～51 

K8－390 ボイラー及び湯沸し器等部品及び付属品 ····   ボイラー用格納庫, ボイラー用消

音器, ボイラー用温水タンク, 湯

沸し器用遮熱板, 湯沸し器用取

付け枠, 湯沸し器用水槽, 湯沸

し器用吸水管, 湯沸し器用給湯

管, 取付け湯沸し器用熱交換器 

 K8－39, D5－590 

K8－400 バーナー ······································································   パイロットバーナー, 重油バーナ

ー, 灯油バーナー, 熱風発生機

用バーナー, 携帯用バーナー 

 K8－40～41,  

K8－43～44,  

K1－01 

K8－42 ガスバーナー ·····························································   ガスバーナー  K8－42 

K8－49 バーナー部品及び付属品 ···································   バーナー点火具, バーナー用ガ

スレギュレーター, バーナー用燃

焼筒 

 K8－49 

K8－500 ポンプ············································································   真空ポンプ, 噴射ポンプ, 拡散ポ

ンプ, ジェットポンプ, 電磁ポン

プ, 摩擦ポンプ, 気泡ポンプ, 粘

性ポンプ, 水撃ポンプ, 渦巻きポ

ンプ, 往復ポンプ, 回転ポンプ, 

軸流ポンプ, 斜流ポンプ 

 K8－50～522 

  K8－500A 携帯用灯油補給ポ

ンプ型 

     

K8－590 ポンプ部品及び付属品 ··········································   ポンプ用チューブ, ポンプ用吸込

口 

 K8－590 

K8－591 ポンプ用羽根車 ························································   ポンプ用羽根車, 遠心ポンプ用

エンペラー 

 K8－591 

K8－592 ポンプ用ケーシング·················································   ポンプ用ケーシング, ポンプ用タ

ーミナルヘッド, ポンプ用ガスケッ

ト 

 K8－592 



Ｋ８ 動力機械器具、ポンプ、圧縮機、送風機等 
 
 

－281－ 

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 

K8－600 圧縮機 ··········································································   圧縮機, 定容量式圧縮機, ター

ボ式圧縮機, ガス充填機, 供給

機, エアーコンプレッサー, 冷蔵

庫用エアーコンディショナー用コ

ンプレッサー, スクリュー圧縮機, 

往復圧縮機, 圧縮空気充填用圧

縮機, カークーラー用往復圧縮

機, 自転車用手動ポンプ, 軸流

圧縮機, ガスタービン用軸流圧

縮機, ラジアル圧縮機, 回転圧

縮機 

 K8－60～62 

  K8－600A 空気入れ型      

K8－690 圧縮機部品及び付属品 ········································   圧縮機用ケーシング, 圧縮機用

防音箱, 往復圧縮機用プランジ

ャー, 圧縮機用ピストン, 圧縮機

用シュー, 圧縮機用乾燥機, カ

ークーラー用コンプレッサー支持

金具 

 K8－690 

K8－691 圧縮機用羽根車·······················································   圧縮機用羽根車, 圧縮機用エン

ペラー, 遠心圧縮機用羽根車 

 K8－691 

K8－700 送風機 ··········································································   送風機, 遠心送風機, 多翼式送

風機, ターボ形送風機, ターボブ

ロワ, ラジアル送風機, 軸流送風

機, プロペラ送風機, 電子計算

機用送風機 , 携帯用電気送風

機, 携帯用集じん機付き電気ブ

ロワ 

 K8－70～711 

  K8－700A 枠付き薄型 *1     

  K8－700B 携帯用ブロワ型 *1     

K8－790 送風機部品及び付属品 ········································   送風機用ケーシング, 軸流送風

機用保護枠 

 K8－790 

K8－791 送風機用羽根車·······················································   遠心送風機用シロッコファン, タ

ーボブロア用羽根車, 軸流送風

機用羽根車 

 K8－791 

 



Ｋ９ 産業用機械器具汎用部品及び付属品 
 
 

－282－ 

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 

K9－0 その他の産業用機械器具汎用部品及び付

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

機械装置用構造材, 各種機械構

造材, 機械架台の骨組み材, ボ

ギーキャリヤー 

 K9－0 

K9－10 動力伝導用機械器具 ·············································   フライホイール, 揺動アクチュエ

ータ, 揺動モーター, ロータリー

ダンパー, コンバイン用緊張輪, 

オイルダンパー 

 K9－10 

K9－110 軸受 ···············································································   ベアリング, ボールベアリング, ロ

ーラーベアリング, スライダー付き

直線運動用ベアリング 

 K9－110 

K9－1190 軸受部品及び付属品 ·············································   ベアリングホール, ベアリング保

持器, ベアリング用外輪 

 K9－1190 

K9－1191 オイルシール ·····························································   オイルシール  K9－1191 

K9－120 歯車及びプーリー   K9－120 

K9－121 歯車 ···············································································   ウォームギヤ, 歯車, 車両用ドラ

イブプレート, スプロケット 

 K9－121 

K9－122 プーリー ·······································································   プーリー  K9－122 

K9－13 動力伝導用チェーン ················································   動力伝導用チェーン, コンベヤ

ーチェーン, 搬送用チェーン, 飲

食物搬送用チェーン, チェーン

連結用ピン 

 K9－13 

K9－14 動力伝導用ベルト ····················································   動力伝導用ベルト, コンベヤー用

ベルト, ベルトコンベヤー用素子 

 K9－14 

K9－15 動力伝導用継ぎ手 ··················································   ユニバーサルジョイント, 動力伝

導用カップリング, 軸割り継ぎ手 

 K9－15 

K9－16 クラッチ及びブレーキ ··············································   動力伝導用クラッチ, ブレーキ, 

自動車用クラッチディスク, クラッ

チ用ハブ 

 K9－16 

K9－17 直線作動機 ································································   油圧シリンダー, 流体圧シリンダ

ー, エアーシリンダー, アクチュ

エータ, ロッドレスシリンダー 

 K9－17 

K9－18 変速機及び減速機 ··················································   変速機, 減速機, ディファレンシ

ャルギアケース 

 K9－18 

K9－19 動力伝導用機械器具部品及び付属品············   動力伝導用ベルトタイトナー, ガ

イド用ローラー, スライダー支持

型材, シリンダー用バレル, クラッ

チのダンプカバー 

 K9－19 

K9－20 潤滑用具等 ································································   フィルタ付圧力調整器, フィルタ

ー付き減圧弁, ルブリケータ, 空

気圧調整器 

 K9－20 

K9－21 油差し ···········································································   油差し  K9－21 



Ｋ９ 産業用機械器具汎用部品及び付属品 
 
 

－283－ 

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 

K9－22 グリースガン ·······························································   グリースガン, グリースガン圧入器  K9－22 

K9－23 油フィルター等 ··························································   内燃機関用油フィルター, 内燃

機関用エアーフィルター, フィル

ターエレメント, 圧縮機用エアー

フィルター, ポンプ付きオイルクリ

ーナー 

 K9－23 

・・－・・ ろ過機（K6－1200）    

K9－240 給油機械 ·····································································   オイル交換機, 手動給油機, オ

イル貯蔵器 

 K9－240 

K9－241 ガソリン計量機 ··························································   ガソリン給油機, ガソリン給油ホー

ス巻き取り器, ガソリン計量機 

 K9－241 

K9－29 潤滑用具等部品及び付属品 ·······························   オイルキャップ, 油差し用キャッ

プ, 給油用ノズル 

 K9－29 

K9－3 産業用機械器具用防振具又は産業用機械

器具用防振台 ····························································   

エンジン用架台, 圧縮機用防振

台, ポンプ用防振台, 金属加工

機械用防振台, ショックアブソー

バー, インシュレーター 

 K9－3 

 
 
 
 



 

 

 


