
Ｌグループ 建築物及び土木建築用品 
 

 

建築物及び建築物を構成する部材、金具類を分類する。 

建設機械（Ｋ３）及び工具（Ｋ１）を除く。 

 

 

グループの概要 

Ｌ０ Ｌ１～Ｌ７に属さないその他の建築物及び土木建築用品 

Ｌ１ 仮設工事用品 

Ｌ２ 土木構造物及び土木用品 

Ｌ３ 建物、屋外装備品等 

Ｌ４ 建築用構成品 

Ｌ６ 建築用内外装材 

Ｌ７ 建物用構造材、枠材等 

 





Ｌ０ Ｌ１～Ｌ７に属さないその他の建築物及び土木建築用品 
 
 

－287－ 

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 

L0－0 Ｌ1～Ｌ7 に属さないその他の建築物及び土

木建築用品雑 ···························································   

モニュメント, 碑  L0－0 

 

 

 



Ｌ１ 仮設工事用品 
 
 

－288－ 

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 

L1－0 その他の仮設工事用品   L1－0 

L1－100 足場 ···············································································   足場, 枠組み足場, つり足場  L1－10 一部,  

L1－110～112 

L1－13 足場用枠，手すり ·····················································   足場用建枠, 足場板用枠, 足場

用持送り枠, 足場用水平枠, 足

場用筋交い, 足場用ブラケット, 

足場用手すり 

 L1－115～116, 

L1－129 一部 

L1－14 足場用支柱 ································································   足場用支柱 , 足場用手すり柱 , 

足場用親綱支柱 

 L1－113～114 

L1－15 足場板 ··········································································   足場板, 足場板材  L1－120～121, 

L1－119 一部 

L1－1900 足場部品及び付属品     L1－129～ 

190 一部 

・・－・・・・ 足場昇降用ステップ（※D0－29）      

・・－・・・・ 仮設足場用階段（※L4－340）      

L1－20 仮設用支保工   L1－20 

L1－2100 端太 ···············································································   端太, 端太材, コラムクランプ  L1－210～210A, 

L1－223 

L1－2200 仮設用支柱，梁 ························································   仮設用支柱, 仮設用支柱材, パ

イプサポート, 仮設用三角支柱, 

支保工用調整梁 

 L1－220～2212, 

L1－222 

L1－23 土留め用支保工 ·······················································   土留め用支保工, 土留用切梁, 

腹起し 

 L2－2120 

L1－24 矢板 ···············································································   矢板 , 矢板材 , 土留めパネル , 

シートパイル 

 L2－2121～

2121A 

L1－290 仮設用支保工部品及び付属品   L1－2190 一部, 

L1－2219 一部, 

L1－29 一部,  

L2－2129 一部 

L1－300 コンクリート型枠 ························································   コンクリート型枠, コンクリート型枠

材, 入隅用コンクリート型枠, 入

隅用コンクリート型枠材, 出隅用

コンクリート型枠, 出隅用コンクリ

ート型枠材 

 L1－30～3131A 

  L1－300A 平板型 *1     

  L1－300B 入隅出隅形成用 *1     

  L1－300C 開口部及び中空部

形成用 

*1     

L1－34 面木等 ··········································································   面木, 面木材  L1－42 



Ｌ１ 仮設工事用品 
 
 

－289－ 

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 

L1－39 コンクリート型枠部品及び付属品   L1－319 一部 

L1－400 仮設工事付帯用品 ··················································   養生カバー  L1－40 一部 

L1－41 工事材料保管具等 ··················································   パイプ整理枠, 資材載置板  L1－41 

L1－44 仮設用さく，仮設用門扉等 ···································   仮設用さく, 仮設用さく板  L1－40 一部 

L1－49 仮設工事付帯用品部品及び付属品 ················   仮設用さく支柱  L1－40 一部 

L1－50 仮設用固着具等·······················································   コンクリート型枠連結具, 矢板継

ぎ手, パイプサポート用差し込み

ピン 

 L1－117 一部,  

L1－119 一部,  

L1－129～ 

190 一部,  

L1－2190 一部, 

L1－2219 一部, 

L1－29 一部,  

L1－319 一部,  

L2－2129 一部 

L1－51 仮設用つり具 ·····························································   足場用つり金具  L1－191, L1－29

一部, L2－2129

一部 

L1－52 仮設用支持具 ···························································   仮設用根太受け金具, 仮設用大

引き受け金具, 足場用ベース金

具, コンクリート型枠根巻き金具, 

コンクリート型枠ベース金具, 支

保工用ジャッキ 

 L1－118,  

L1－2192,  

L1－29 一部,  

L1－319 一部,  

L1－330 一部,  

L1－332 一部,  

L2－2129 一部 

L1－53 仮設用クランプ ··························································   仮設用クランプ, 足場クランプ, 

足場用壁つなぎ 

 L1－117 一部,  

L1－192 

L1－54 端太止め具 ································································   端太止め具  L1－2191 

L1－550 コンクリート型枠緊結具 ·········································   コンクリート型枠締付け金物, コン

クリート型枠締付け金物用間隔保

持具, コンクリート型枠締付け用

連結杆, セパレーター 

 L1－320～322, 

L1－3232～

3232A,  

L1－330 一部,  

L1－331,  

L1－332 一部 

L1－551 コンクリート型枠締付け用金具 ···························   コンクリート型枠締付け用当て金, 

コンクリート型枠締付け用座金 

 L1－3230～3231, 

L1－3233～3235, 

L1－3239 

L1－552 コンクリート型枠締付け用くさび ·························   コンクリート型枠締付け用くさび  L1－3236 

L1－553 コンクリート型枠締付け用コーン ························   コンクリート型枠締付け用コーン  L1－3237 

L1－56 仮設さく用固着具   L1－40 一部 

 



Ｌ２ 土木構造物及び土木用品 
 
 

－290－ 

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 

L2－000 その他の土木構造物及び土木用品 ·················   土木用構造材  L2－00 一部,  

L2－02～10 

・・－・・・ 高架タンク（※L3－100）    

・・－・・・ 鉄塔，電柱（※L3－140）    

L2－010 その他の土木構築用ブロック ······························   構築用ブロック  L2－01～01B 

L2－09 コンクリート製品用金具 ·········································   コンクリート用つり下げ埋込み具, 

コンクリート連結具 

 L2－00 一部,  

G1－05 一部 

L2－20 基礎工事用品及び土木工事用品 ·····················   地盤改良剤用注入管, 砂利代替

用擬石 

 L2－20 

L2－2100 基礎工事用品 ····························································   アンカーボルト保持具  L2－210,  

L2－213 

L2－21100 基礎くい等 ···································································   基礎くい, ケーソン, 鋼管杭, 境

界杭 

 L2－2110～2111 

L2－214 構造物用基礎ブロック ············································   構造物用基礎ブロック, 建築用

基礎ブロック, 標識用基礎ブロッ

ク 

 L2－214 

L2－219 基礎工事用品部品及び付属品 ··························   基礎くい先端具, 基礎くい用くつ

金物, 基礎くい接続具, 基礎くい

用継ぎ手 

 L2－21190～

21191,  

L2－2112 

L2－2200 法面保護用品 ····························································   法面保護用枠 , 法面形成用型

枠, 法面用支圧板, 法面保護用

網, 落石防止用ネット, 植生用ネ

ット, 擁壁用さく 

 L2－220 一部,  

L2－221,  

L2－223 一部 

L2－2220 法面用くい ···································································   法面用くい, 法面保護用くい, 落

石防止網用アンカー, 土留め用

くい 

 L2－2122,  

L2－222 

L2－22400 法面保護用ブロック·················································   護岸用ブロック, 擁壁用ブロック, 

法面保護用ブロック, 根固めブロ

ック, 法張りブロック, 土留めブロ

ック 

 L2－223 一部,  

L2－2240～

2240B,  

L2－2241 一部, 

L2－2242～

2244D 

  L2－22400A 控え部有り（AA 除く） *1     

  L2－22400AA Ｌ型及び逆Ｔ型 *1     

  L2－22400B 板型 *1     

  L2－22400CA 枝状突出有り *2     

  L2－22400C 棒状構成型（CA 除く） *2     

  L2－22400D 植生容体部有り      

  L2－22400E 模様有り      



Ｌ２ 土木構造物及び土木用品 
 
 

－291－ 

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 

L2－229 法面保護用品部品及び付属品   L2－220 一部 

L2－300 農業土木用品   L2－30 一部 

L2－3100 畦畔用品 ·····································································   組立て畦畔, 畦畔用板, 畦畔用

板材, 畦畔被覆材 

 L2－310～310A 

L2－311 畦畔用ブロック ··························································   畦畔用ブロック , 畦畔ブロック , 

畦ブロック用支持ブロック, 畦畔

用ブロック用支柱 

 L2－311 

L2－320 農業用水口せき及び農業用せき板 ··················   農業用せき, 農業用せき板, 農

業用せき柱 , 農業用せき板材 , 

農業用せき柱材, 農業用水位調

整器, 水田用排水せき 

 L2－32～32A 

L2－330 農業用境界用品·······················································   植栽用仕切板, 緑化設備用仕切

板, 花壇用パネル, 田畑区画用

仕切板 

 L2－30 一部 

L2－331 農業・園芸用境界ブロック ····································   花壇用ブロック, 園芸用ブロック  L2－30 一部 

L2－390 農業土木用品部品及び付属品   L2－39,  

L2－30 一部 

L2－40 上下水路用品 ···························································   貯水槽, 地下貯水槽, 処理槽用

ふた, 地下埋設タンク 

 L2－40 

・・－・・ 下水用会所枡（M2－43）    

L2－4100 水路用管，水路用溝等 ··········································   排水管, 下水管 , 暗渠集水管, 

排水溝, 地中埋設用ケーブル保

護管 

 L2－410～ 

412D 一部,  

L2－421～ 

421B 一部 



Ｌ２ 土木構造物及び土木用品 
 
 

－292－ 

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 

L2－4110 水路用管ブロック及び水路用溝ブロック ·········   暗渠ブロック , 側溝管ブロック , 

側溝用ブロック , 水路ブロック , 

水路用側板ブロック, 水路用底

板ブロック, 水路構成用ブロック, 

水路用支柱 

 L2－410～ 

412D 一部,  

L2－413～413B, 

L2－421～ 

421B 一部 

  L2－4110AA 断面○型 *1     

  L2－4110AB 断面□型 *1     

  L2－4110AC 断面ｎ型 *1     

  L2－4110AD 断面Ｕ型 *1     

  L2－4110AE 断面Ｌ型及び逆Ｔ型 *1     

  L2－4110AF 板型 *1     

  L2－4110B 控え部有り      

  L2－4110C 曲がり部有り *2     

  L2－4110D 複数流路有り *2     

  L2－4110E 蓋有り      

  L2－4110F 縁石・擁壁有り      

  L2－4110G 凹凸有り      

  L2－4110H 孔有り      

L2－4120 溝ぶた ··········································································   溝ぶた, 側溝用ふた  L2－442 

  L2－4120A グレーチング型      

L2－4121 溝ぶた構成材 ····························································   溝ぶた用格子材  L6－141 一部,  

L2－440 一部,  

L2－449 一部 

L2－41900 水路用管，水路用溝等部品及び付属品 ········   水路用かさ上げ枠, 側溝用ごみ

除去さく, 下水用管土留め 

 L2－4190,  

L2－420 一部 

L2－4191 側溝用ふた受け枠 ···················································   側溝用ふた受け枠  L2－4191 

L2－4192 水路支持ブロック ·····················································   水路用まくらブロック  L2－420 一部 

L2－4300 マンホール等 ·····························································   マンホール, マンホール用側壁, 

マンホール側塊, 上水道用弁室, 

制水弁用弁箱, 散水栓保護箱, 

消火栓保護箱, 量水器用保護箱 

 L2－430～ 

431B 一部,  

L2－432～433 

L2－4340 マンホールふた ·························································   マンホールふた , 汚水弁ふた , 

雨水弁ふた, 消火栓ふた, 制御

弁ふた 

 L2－441～ 

441B 一部 

  L2－4340AA 円形 *1     

  L2－4340AB 角形 *1     

  L2－4340B 具象模様付き      



Ｌ２ 土木構造物及び土木用品 
 
 

－293－ 

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 

L2－43900 マンホール等部品及び付属品 ···························   マンホール用転落防止梯子, マ

ンホール壁体用緊結具, マンホ

ール用調節具, マンホール用融

雪防止具, インバートブロック, マ

ンホール用底板 

 L2－4390 一部 

L2－4392 マンホール用ふた受け枠 ······································   マンホール用ふた受け枠  L2－440～ 

441B 一部 

L2－4393 マンホールふた部品及び付属品 ·······················   マンホールふた用ちょうつがい, 

マンホールふた用取手 

 L2－440 一部,  

L2－449 一部 

L2－500 道路構造物及び道路用品 ···································   スノーシェード  L2－50,  

L2－540～ 

541 一部 

L2－5010 橋りょう ·········································································   組立て橋りょう, 組立て橋りょう用

トラス, 橋りょう 

 L2－110 

L2－5019 橋りょう部品及び付属品 ·······································   ステーケーブル係留用金具  L2－119 

L2－5020 トンネル ········································································   組立てトンネル，トンネル  L2－120 

L2－50290 トンネル部品及び付属品 ······································   トンネル用支保工, ロックボルト  L2－122,  

L2－12190,  

L2－12192 

L2－50291 トンネル用セグメント ···············································   トンネル用セグメント  L2－1210 

L2－50292 トンネル用セグメントの継ぎ手 ····························   トンネル用セグメントの継ぎ手  L2－12191 

L2－51 道路構造物 ································································   組立て道路  L2－51 

L2－5200 道路用ブロック，板等 ·············································   消雪用ブロック  L2－520, L2－

541 一部 

L2－52100 縁石ブロック等 ··························································   道路用ブロック , 縁石ブロック , 

歩車道境界ブロック, 道路用集

水ブロック 

 L2－5210 一部, 

L2－5211～－

5212,  

L2－522 一部 

  L2－52100AA 断面四角型 *1     

  L2－52100AB 断面Ｌ型 *1     

  L2－52100AC 断面逆Ｔ型 *1     

  L2－52100AD 断面三角型 *1     

  L2－52100B 孔有り      

L2－52101 車輪止めブロック ·····················································   車輪止めブロック  L2－5210 一部 



Ｌ２ 土木構造物及び土木用品 
 
 

－294－ 

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 

L2－5220 敷板，舗装用ブロック等·········································   舗装用ブロック, 歩道用コンクリ

ート平板, 道路用誘導ブロック, 

道路用敷板, ノンスリップブロック, 

ノンスリップ板, 仮設道路用板 , 

覆工板, 歩み板 

 L6－1420～1422, 

C1－391 一部,  

L6－140～ 

140C 一部,  

L2－522 一部 

  L2－5220A 平面形状非矩形型      

  L2－5220B 多孔，格子型      

  L2－5220C 繰り返し突起模様型      

L2－523 道路用継ぎ目材 ·······················································   道路用継ぎ目材, 道路用伸縮継

ぎ手 

 L2－523 

L2－5400 道路付帯用品 ····························································   防霧さく  L2－540～542 一

部 

L2－5420 防風，防雪さく及び雪崩予防さく ························   防雪さく, 雪崩予防さく  L2－542 一部 

L2－54290 防風，防雪さく及び雪崩予防さく部品及び

付属品 

  L2－542 一部 

L2－54291 防風，防雪さく用板 ··················································   防風, 防雪さく用板, 防風, 防雪

さく用羽根板 

 L6－1320 一部 

L2－5430 道路用防音壁 ····························································   道路用防音壁  L2－543 一部 

L2－54390 道路用防音壁部品及び付属品 ··························   防音壁構成材  L2－543 一部 

L2－54391 道路用防音壁板 ·······················································   道路用防音壁板  L6－131～131A

一部 

L2－550 道路植栽用品 ····························································   植物用柵, 植生用柵  L2－550 

L2－5510 木の根元覆い ····························································   木の根元覆い, 樹根カバー, 樹

木用保護器 

 L2－5510 

L2－5511 木の根元覆い用ブロック ·······································   木の根元覆い用ブロック  L2－5511 

L2－590 道路構造物及び道路用品部品及び付属品   L2－529 

L2－600 河川，海洋，港湾関連構造物及び関連用

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

浮きプラットホーム, 浮桟橋, 浮

防波堤, 堤防用防波堤, 水底軟

弱地盤用作業台 , 流木防止用

柵, ダム, 砂防ダム, 堤防 

 L2－60,  

L2－14 一部,  

L2－62 一部,  

L2－630～ 

640 一部 

L2－601 水門，ダムゲート等 ·················································   水門, ダム用開閉扉, 水門扉  L2－13 一部 

L2－602 蛇籠等 ··········································································   蛇籠, 沈床, 床固め, 根固め  L2－61 一部 

L2－603 消波，水流制御ブロック等 ····································   消波ブロック, 消波用ブロック  L2－2241 一部 

L2－604 漁礁，漁礁ブロック ··················································   漁礁, 漁礁ブロック, 人工魚礁, 

人工魚礁用ブロック 

 L2－640 一部, L2

－641～642 



Ｌ２ 土木構造物及び土木用品 
 
 

－295－ 

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 

L2－609 河川，海洋，港湾関連構造物部品及び付

属品，並びに関連用品部品及び付属品 

  L2－13～14 一

部, L2－61～640

一部 

・・－・・・ 護岸用ブロック（※L2－22400）      

 
 



Ｌ３ 建物、屋外装備品等 
 
 

－296－ 

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 

L3－0 その他の建物，屋外装備品等   L3－0 

・・－・ ビニールハウス（K3－1280）      

L3－100 施設物 ··········································································   展望塔, 観測塔, 高架タンク, ガ

スタンク , 煙突 , 危険物の貯蔵

場，屠畜場，火葬場，汚物処理

場，灯台 

 L3－10 一部,  

L2－15, L2－17 

L3－101 屋外用ごみ収納庫 ··················································   屋外用ごみ収納庫, 廃棄物用置

台 

 L3－10 一部 

L3－11 環境施設物 ································································    シェルター, 組立て日よけ, 休憩

小屋, 組立て便所, 屋根付きベ

ンチ , 演壇 , 避雷小屋 , 藤棚 , 

パーゴラ 

 L3－11 

L3－12 情報施設物 ································································   電話ボックス, 郵便ポスト, 時計

塔 

 L3－12 

L3－130 交通施設物 ································································   停留所, 待合所, 改札ボックス，

旅客搭乗橋 

 L3－13 一部 

L3－1310 車庫及び二輪車収納庫 ········································   自転車用載置台, 組立て車庫, 

二輪車収納庫，立体駐車場，車

庫 

 L3－13 一部,  

L3－230～231 

  L3－1310A 車庫型 *1     

  L3－1310B 上屋型 *1     

  L3－1310C 駐車機型      

L3－1319 車庫構成品及び二輪車収納庫構成品············   組立て車庫枠体  L3－232 

L3－140 送電通信施設物 ·······················································   鉄塔, テレビアンテナ用鉄塔, 送

電塔, 電柱, 電波塔 

 L2－160～162 

L3－149 送電通信施設物部品及び付属品 ·····················   電柱用バンド, 電柱用支線カバ

ー, 電柱用防護板 

 L2－169 一部 

L3－2000 建物 ···············································································   建物，ビルディング，オフィスビ

ル，商業ビル，超高層マンション，

タワーマンション，興行場，学校，

体育館，病院，劇場，観覧場，集

会場，展示場，百貨店，市場，ダ

ンスホール，遊技場，公衆浴場，

旅館，工場，ホテル，物流倉庫，

トレーラーハウス 

 L3－200, L3－25 

L3－2010 屋内設置室 ································································   組立て学習室, 組立て防音室, 

組立て暗室 

 L3－201,  

L3－45 一部 

L3－2020 住宅衛生設備室 ·······················································   浴室, シャワー室, サウナ室, 洗

面室, トイレ, 衛生設備室, 便所

付き浴室 

 D5－60 



Ｌ３ 建物、屋外装備品等 
 
 

－297－ 

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 

L3－2029 住宅衛生設備室構成体 ········································   衛生設備室用天井, 衛生設備室

用床, 衛生設備室用壁, 浴室用

洗い場, 洗い場付き浴槽載置台, 

浴室用シャワー, 浴室用手すり, 

トイレ用手すり, 洗面台用手すり 

 D5－69,  

D5－30 一部 

L3－21 住宅 ···············································································   組立て家屋，住宅，マンション，

共同住宅，寄宿舎，下宿 

 L3－21 

  L3－21A ろく屋根型      

  L3－21B 集合住宅型      

L3－2200 物置 ···············································································   組立て物置，収納庫，倉庫，物置  L3－220～220B 

  L3－2200A 上屋型      

L3－221 物置用構成品 ···························································   組立て物置用換気パネル  L3－221 

L3－24 店舗 ···············································································   組立て売店, 組立て店舗, 自動

販売機用小屋，店舗 

 L3－24 

L3－260 テント等 ········································································   日よけテント, 天幕  L3－260 

L3－261 テント ·············································································   テント  L3－261 

L3－269 テント部品及び付属品 ···········································   テント柱, テント用枠, テント柱キ

ャップ, テント用くい 

 L3－269 

L3－300 温室 ···············································································   組立て温室，温室  L3－30 一部 

L3－3900 温室部品及び付属品   L3－390～ 

392 一部 

L3－400 ベランダ，バルコニー等 ·········································   バルコニー, ベランダ, サンルー

ム, ポーチ, ポーチ用屋根, 濡

れ縁, 花台, フラワーバルコニー, 

窓用さく, 窓手すり 

 L3－41～42,  

L3－430 一部 

  L3－400A 床構成型 *1     

  L3－400B 屋根構成型 *1     

  L3－400C 床，屋根構成型 *1     

  L3－400D 密閉室型 *1     

L3－490 ベランダ，バルコニー等部品及び付属品   L4－029 一部 

L3－500 門，塀，さく等 ·····························································   鳥居, 塀, 門  L3－50 一部,  

L3－530 一部 

L3－501 一組の門柱，門扉及びフェンスセット ···············   一組の門柱, 門扉及びフェンス

セット 

 L3－50 一部 

L3－502 門（扉無し） ·································································   門  L3－50 一部 

L3－503 伸縮門扉付き門 ·······················································   伸縮門扉付き門, 伸縮門扉  L3－50 一部,  

L3－511 



Ｌ３ 建物、屋外装備品等 
 
 

－298－ 

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 

  L3－503A 扉のみ型      

L3－504 門（扉付き） ·································································   門  L3－50～ 

510 一部 

  L3－504AA 扉縦桟構成型      

  L3－504AB 扉横桟構成型      

  L3－504AC 扉格子構成型      

  L3－504AD 扉鋼線構成型      

  L3－504AE 扉ガラリ構成型      

  L3－504BA 扉古典的装飾模様

有り 

     

  L3－504BB 扉具象模様有り      

  L3－504CA 引扉型 *1     

  L3－504CB 折扉型 *1     

  L3－504CC 跳ね上げ扉型 *1     

L3－5100 門扉 ···············································································   門扉  L3－510 一部,  

L3－510A～510D 

  L3－5100AA 縦桟構成型      

  L3－5100AB 横桟構成型      

  L3－5100AC 格子構成型      

  L3－5100AD 鋼線構成型      

  L3－5100AE ガラリ構成型      

  L3－5100BA 古典的装飾模様有

り 

     

  L3－5100BB 具象模様有り      

L3－5200 門柱 ···············································································   門柱, 門扉用支柱  L3－510 一部,  

L3－520,  

L3－5410～ 

5411 一部 

  L3－5200A 簡易型      



Ｌ３ 建物、屋外装備品等 
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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 

L3－5300 塀，さく及び手すり ···················································   塀, さく, 高欄, 道路用安全さく, 

ベランダ用さく, 階段手すり, 窓

用さく 

 L3－430～ 

L3－431 一部,  

L3－50 一部,  

L3－530 一部,  

L3－530A～530F 

  L3－5300AA 縦桟構成型 *1     

  L3－5300AB 横桟構成型 *2     

  L3－5300AC 格子構成型 *3     

  L3－5300AD 鋼線構成型 *4     

  L3－5300ADA 鋼線平面構成型 *4     

  L3－5300ADB 鋼線胴縁有り型 *4     

  L3－5300AE ガラリ構成型 *5     

  L3－5300AF パイプ構成型 *6     

  L3－5300BA 古典的装飾模様有

り 

*7     

  L3－5300BB 具象模様有り *8     

  L3－5300C さく体混合型 *1～*8    

  L3－5300D 支柱無し      

L3－531 ガーデンフェンス ······················································   ガーデンフェンス  L3－531 

L3－532 道路用移動さく ··························································   道路用移動さく, 道路用安全さく  L3－532 

L3－533 壁取付け用手すり ···················································   壁面取付け用手すり  L3－530 一部 

L3－590 門，塀，さく等部品及び付属品 ···························   塀板, 塀板材, ガードレール用

板, ガードレール用板材 

 L3－549 一部,  

L3－5190 一部, 

L3－529 一部,  

L3－5390 一部, 

L3－540 一部,  

L3－5470 一部, 

L6－1320 一部 

L3－591 塀用ブロック ·······························································   塀用ブロック , 建築用ブロック , 

門柱用ブロック, 塀用コンクリート

ブロック, 建築用コンクリートブロ

ック 

 L6－1321～

1321B 

  L3－591A 空胴型      

  L3－591B 笠木型      



Ｌ３ 建物、屋外装備品等 
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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 

L3－592 塀，さく等支柱 ···························································   手すり用支柱, 手すり用支柱材, 

ベランダ手すり用支柱, ベランダ

手すり用支柱材, 階段手すり用

支柱, 階段手すり用支柱材, 防

雪さく用支柱, 門扉用支柱材, 道

路用さく親柱, 車止め用ポール, 

防音壁用支柱, 道路用さく支柱 

 L3－5410～5411

一部, L3－5471

～5472 

  L3－592A 支柱材（端部加工無し） *1     

  L3－592B 地中収納型 *1     

  L3－592C 道路用さく親柱型 *1     

  L3－592D パイプレール支持型 *1     

L3－593 塀，さく，手すり等笠木 ···········································   手すり用笠木, 手すり用笠木材, 

階段手すり用笠木材, 道路さく用

笠木, 道路さく用笠木材, 塀用笠

木, 塀用笠木材 

 L3－5420～5421, 

L3－5470 一部 

  L3－593A 端部加工無し      

L3－594 塀，さく，手すり等笠木受け ··································   手すり用笠木受け, 手すり用笠木

受け材, 階段手すり用笠木受け, 

階段手すり用笠木受け材, 道路

さく用笠木受け, 道路さく用笠木

受け材, 塀用笠木受け, 塀用笠

木受け材, ベランダ手すり用笠木

受け, ベランダ手すり用笠木受け

材 

 L3－5430～5431 

  L3－594A 端部加工無し      

L3－5950 門，塀，さく等枠 ························································   門扉用枠体, さく用枠体, 塀用枠

体 

 L3－544 

L3－5951 門，塀，さく等枠材等 ···············································   門扉用枠材, 塀用枠材, 窓用さく

横桟, 窓用さく横桟材, 階段手す

り用横桟, 階段手すり用横桟材, 

窓用さく取付け桟, 窓用さく取付

け桟材, ベランダ手すり用下枠, 

ベランダ手すり用下枠材, 階段手

すり用下枠, 階段手すり用下枠

材 , さく用立子 , さく用立子材 , 

階段手すり用立子, 階段手すり

用立子材, 手すり用立子, 手すり

用立子材, 窓用面格子材, 防音

壁用枠材 

 L3－540 一部,  

L3－5450～546, 

L2－542～ 

543 一部 

  L3－5951A 端部加工無し      

  L3－5951BA 板型 *1     

  L3－5951BB ロの字型（BA 除く） *1     

  L3－5951C 装飾有り      



Ｌ３ 建物、屋外装備品等 
 
 

－301－ 

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 

L3－596 門，塀，さく用装飾体 ··············································   さく用装飾板, さく用飾り金具  L3－529 一部,  

L3－5391 

L3－5970 門，塀，さく等金具金物 ··········································    門扉用接続具  L3－5190 一部,  

L3－529 一部,  

L3－5390 一部, 

L3－549 一部,  

L2－542～ 

543 一部 

  L3－5970A 基本形状平板型 *1     

  L3－5970B 基本形状立体折れ

曲がり型（コの字，Ｌ

字，Ｔ字型） 

*1     

L3－5971 門，さく，手すり用ブラケット ·································   手すり用ブラケット  L3－549 一部 

L3－5972 門，さく，手すり用継ぎ手 ·······································   さく用継ぎ手  L3－549 一部 

L3－5973 門扉，塀，さく等キャップ ········································   さく支柱用キャップ  L3－5390 一部 

・・－・・・ 門扉用開閉金物（※M3－2）      

L3－60 屋外設備具及び屋外造作物 ·······························   噴水  L3－60 

L3－610 太陽熱利用温水器 ··················································   太陽熱利用温水器  L3－610 

L3－619 太陽熱利用温水器部品及び付属品 ················   太陽熱利用温水器用給水管, 太

陽熱利用温水器用置台, 太陽熱

利用温水器用集熱板, 太陽熱利

用温水器用反射鏡, 太陽熱利用

温水器用給水タンク 

 L3－619 

L3－620 高置水槽等 ································································   高置水槽, 貯水タンク, 組立て水

槽, 設置用水槽, 燃焼器具用燃

料タンク 

 L3－620 

  L3－620AA 直方体型 *1     

  L3－620AB 円筒型 *1     

  L3－620B パネル集合体型      

L3－6290 高置水槽等部品及び付属品 ·······························   高置水槽用置台, 高置水槽用ふ

た, 高置水槽用取付け支持具, 

水槽用接続固定具, 水槽用補強

具 

 L3－6290 

L3－6291 高置水槽用パネル ··················································   高置水槽用パネル, 高置水槽用

屋根板, 高置水槽用コーナーパ

ネル, 高置水槽用底板 

 L3－6291 

  L3－6291AA 正方形 *1     

  L3－6291AB 長方形 *1     

  L3－6291B 点検口付き      



Ｌ３ 建物、屋外装備品等 
 
 

－302－ 

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 

L3－630 設置池及び設置プール ·········································   設置池, 設置プール  L3－630 

L3－639 設置池及び設置プール部品及び付属品 ········   プール用セグメント, プール用ス

タートグリップ, 組立てプール用

側壁パネル, プール用床, プー

ル用コースロープフック, プール

用スタート台 

 L3－639 

L3－70 内装 ···············································································   病室の内装，空港ターミナルロビ

ーの内装，ホテルの客室の内装 

  

L3－71 事務所又は教育施設の内装 ·······························   オフィスの執務室の内装，教室の

内装，図書室の内装 

  

L3－72 住宅の内装 ································································   住宅用リビングの内装，住宅用キ

ッチンの内装，住宅用寝室の内

装 

  

L3－73 店舗の内装 ································································   レストランの内装，書店の内装，

食料品店の内装，衣料品店の内

装，ドラッグストアの内装 

  

 
 
 



Ｌ４ 建築用構成品 
 
 

－303－ 

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 

L4－000 その他の建築用構成品 ········································   天袋, ダストシュート投げ入れ口, 

建物取付け清掃口 

 L4－00, L3－40 

L4－20 屋根，庇，樋等     L4－20 

L4－210 屋根 ···············································································   屋根  L4－210 

L4－2200 庇及び建物用日除け ·············································   庇, 建物用日よけ, 庇材, 建物

用日よけ材 

 L4－220～221 

L4－2300 樋等 ···············································································   樋受け石 , 樋用雨水飛散防止

板, 樋飾り 

 L4－230,  

L4－2390 一部 

L4－2310 樋及び樋継ぎ手 ·······················································   樋, 樋材, 軒樋, 軒樋材, 谷樋, 

谷樋材, たて樋, たて樋材, 這

樋, 這樋材, 化粧板付き樋, 化

粧板付き樋材, 鎖樋, たて樋用

鎖 , 樋継ぎ手 , たて樋継ぎ手 , 

樋曲り, 樋エルボ, 樋チーズ 

 L4－231～231E, 

L4－2322～

2322E 

  L4－2310AA 溝型 *1     

  L4－2310AB 管型 *1     

  L4－2310AC 鎖型 *1     

  L4－2310B 断面形状連続型      

  L4－2310C 曲がり型      

L4－2320 樋構成部材      L4－2320 

L4－2321 樋集水器 ·····································································   樋用集水器, 樋用寄せ升, 樋用

飾り升, 樋あんこう, 樋用落とし

口, 呼び樋, 樋じょうご 

 L4－2321 

L4－2323 樋止め ··········································································   樋止め  L4－2323 

L4－30 天井，壁，床等 ··························································   氷床  L4－30 

L4－3100 天井 ···············································································   天井, 枠付き天井, 天井用装飾

盤 

 L4－310～310A 

L4－3200 壁 ···················································································   壁体, カーテンウォール  L4－320～3210, 

L4－3211 一部 

L4－330 床 ···················································································   床  L4－330,  

L3－45 一部 

L4－340 階段 ···············································································   階段, 階段室, 仮設足場用階段, 

折り畳み式補助階段 

 L3－44 

L4－3410 階段用構成部材·······················································   階段用側板, 階段用側板材  L4－030,  

L4－039 

L4－3411 階段用踏み板及び階段用け込み板 ················   階段用踏み板 , 階段用踏み板

材, 階段用け込み板, 階段用け

込み板材 

 L4－031 



Ｌ４ 建築用構成品 
 
 

－304－ 

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 

L4－50 建物用固着具等     L4－390 一部,  

L4－391,  

L4－490 一部 

L4－510 建物構造材用金具 ··················································   鉄骨構造用桁止め金具, 梁受け

金物, 建物用柱固定金具 

 L4－190 一部,  

L4－191～191C 

  L4－510A 基本形状平板型 *1     

  L4－510B 基本形状立体折れ

曲がり型（コの字，Ｌ

字，Ｔ字型） 

*1     

  L4－510C ピン状型 *1     

L4－511 鉄筋固定具 ································································   鉄筋固定金具, 鉄筋保持具, ス

ペーサー, 鉄筋間隔保持具 

 L1－430～433 

L4－512 羽子板ボルト ·····························································   羽子板ボルト, 筋交い用ボルト  L4－193 

L4－513 建物構造材用カバー，キャップ ···························   建物構造材用カバー, 建物構造

材用キャップ 

 L4－190 一部 

L4－520 屋根用金具等 ····························································   パラペット取付け具, 鼻隠し取付

け具, 屋根用水切り板取付け具, 

パラペット継ぎ手, 破風用飾り金

具, たる木鼻, たる木飾り金具 

 L4－029 一部,  

L4－2190 一部, 

L4－2193,  

L4－29 一部 

L4－521 かわら止め具及び屋根板止め具 ······················   かわら止め具, かわら継ぎ手, 波

形屋根板取付け金具, つり子 

 L4－2191,  

L6－119 一部 

L4－522 雪止め ··········································································   雪止め, 雪止め用取付け具  L4－2192 

L4－53 庇及び建物用日よけ金具 ·····································   庇取付け具, 建物用日よけ取付

け具 

 L4－229,  

L4－29 一部 

L4－54 樋用金具 ·····································································   樋受け, 樋取付け金物  L4－2390 一部, 

L4－2391 

L4－55 天井用つり具 ·····························································   天井野縁受けつり具, 天井つり木

受け, さお縁つり具, 天井板固定

金具 

 L4－3190～3192 

L4－56 壁板取付け具 ····························································   壁取付け具 , 壁板結合用クリッ

プ, ラス連結用クリップ, 壁間隔

保持具, 建物用目地取付け具 

 L4－3212 一部, 

L4－329,  

L4－390 一部,  

L4－490 一部 

L4－57 床用支持具 ································································   根太受け, 大引き受け, 床板取

付け金具 

 L4－029 一部,  

L4－3390～3391 

L4－580 インサート ····································································   インサート  L4－3920～

3920E 

  L4－580A 箱型 *1     

  L4－580B 筒型 *1     

  L4－580C ボルト型 *1     



Ｌ４ 建築用構成品 
 
 

－305－ 

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 

L4－589 インサート部品及び付属品 ··································   インサート閉塞栓, インサート用

台座 

 L4－3929 

L4－60 建具等 ··········································································   戸袋, 戸袋用鏡板, 戸袋用鏡板

材, 建物用非難口 

 L5－00 一部,  

L5－20 一部,  

L5－220,  

L5－23～ 

23A 一部,  

L5－40 一部 

L4－610 間仕切り，欄間等     L5－00 一部 

L4－611 建物用間仕切り ························································   建物用間仕切り, アコーディオン

ドア, スライディングドア, スライデ

ィングドア用パネル, ホールディ

ングドア用パネル 

 L5－010,  

L5－0122 

L4－612 欄間 ···············································································   欄間  L5－02 

L4－620 建物用戸及び建物用窓 ········································   回転扉  L5－100, L5－

110, L5－1200 一

部 

L4－6210 建物用戸及び枠付き戸 ·········································   建物用戸, 建物用枠付き戸, 枠

付きドア, ガラス戸, ドア, エレベ

ーター用戸, 金庫室扉 

 L5－111 一部, L5

－12100 一部, L5

－12101 

  L4－6210A 枠付き      

  L4－6210B 複数パネル構成型      

  L4－6210C 格子，網戸及び雨

戸付き 

     

L4－6211 折戸 ···············································································   建物用折戸  L5－1220,  

L5－1222,  

D2－59 一部 

L4－6212 幼児用室内扉     L5－111 一部,  

L5－12100 一部 

L4－6220 窓及び枠付き窓 ·······················································   窓, 採光用天窓  L5－112,  

L5－1260 

  L4－6220A ルーバー構成型      

  L4－6220B 天窓，採光窓      

  L4－6220C 格子，網戸及び雨

戸付き 

     

L4－6221 出窓 ···············································································   出窓  L5－1261 

  L4－6221A 格子，網戸及び雨

戸付き 

     

L4－623 網戸 ···············································································   網戸  L5－1250 



Ｌ４ 建築用構成品 
 
 

－306－ 

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 

L4－6240 格子，よろい戸及び雨戸 ·······································   雨戸, よろい戸, 窓用面格子  L5－1230,  

L5－20 一部,  

L5－210,  

L5－23～ 

23A 一部 

  L4－6240A ルーバー構成型      

L4－6249 格子，よろい戸及び雨戸部品及び付属品 ·····   よろい戸用羽板, よろい戸用羽板

材, 雨戸用板, 格子窓 

 L3－431 一部,  

L5－1232,  

L5－23～ 

23A 一部 

L4－625 ふすま及び障子 ························································   ふすま, 障子  L5－1240 

L4－6260 建物用シャッター ······················································   建物用シャッター, 雨戸  L5－30 

  L4－6260A スラット可動型      

L4－62690 建物用シャッター部品及び付属品 ····················   建物用シャッターのケース, 建物

用シャッター連結具, 建物用シャ

ッター開閉機 

 L5－310,  

L5－322,  

L5－39 

L4－62691 建物用シャッタースラット ·······································   建物用シャッタースラット  L5－311 

L4－63 建物用戸枠及び窓枠 ·············································   建物用戸枠, 窓枠, 引戸用枠, 

ドア用枠, 引窓用枠, 回転窓枠, 

引違い窓枠, はめ殺し窓枠 

 L5－130～132 

L4－640 建物用通風口，建物用点検口等   L5－40 一部 

L4－641 建物用通風口 ····························································   建物用通風口, 建物用換気口パ

ネル 

 L5－41 

L4－642 建物用点検口 ····························································   建物用点検口, 建物用点検口の

枠 

 L5－420 

L4－650 カーテンレール ··························································   カーテンレール  L5－50 一部 

L4－6590 カーテンレール部品及び付属品 ························   カーテンレール用ジョイント, カー

テンボックス 

 L5－590 

L4－6591 カーテンランナー ······················································   カーテンランナー  L5－512 

L4－6592 カーテンつり金具 ······················································   カーテンつり金具, カーテンレー

ル用フック 

 L5－513 

L4－6593 カーテン房掛け具 ····················································   カーテン房掛け具  L5－514 

L4－6594 カーテンレール用ブラケット ··································   カーテンレール用ブラケット  L5－591 

L4－6595 カーテンストッパー ···················································   カーテンストッパー  L5－592 

L4－690 建具等部品及び付属品   L5－019 一部,  

L5－60, L5－90 



Ｌ４ 建築用構成品 
 
 

－307－ 

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 

L4－691 建具用コーナー継ぎ手 ··········································   建具用コーナー継ぎ手, 窓枠用

コーナー具, 建物用間仕切りコー

ナー具 

 L5－91,  

L5－019 一部 

L4－692 建具用接続具 ···························································   建具用接続具, 建具用桟取付け

具, 窓枠固定具, 窓枠用ブラケッ

ト, 建物用間仕切り固定具 

 L5－92,  

L5－019 一部 

L4－693 建具用摺動具 ···························································   建具用摺動具, 建具用振れ止め

具, 建具用はずれ止め具, 建具

用案内具, 戸滑り具 

 L5－93 

L4－694 建具用気密具 ···························································   建具用気密具, 建具用小口閉塞

具 

 L5－94 

L4－695 建具用戸当り具 ························································   建具用戸当り具 , 開扉停止具 , 

引戸用ストッパー, 建具用係止具 

 L5－95 

L4－696 建具用戸車及びつり戸車 ·····································   建具用戸車, つり戸車, 引戸ロ

ーラー 

 L5－62 

L4－697 ノッカー ·········································································   ノッカー  L5－65 

L4－698 ドアスコープ ·······························································   ドアスコープ  L5－66 

・・－・・・ 門扉用開閉金物（※M3－2）      

 



Ｌ６ 建築用内外装材 
 
 

－308－ 

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 

L6－00 その他の建築用内外装材     L6－00 

L6－02 建築用ガラスブロック ·············································  建築用ガラスブロック  L6－02 

L6－03 壁面，天井面構成用ルーバー ····························  壁面構成用ルーバー材, 建物用

目隠しルーバー材 

 L6－10 一部 

L6－04 建築用装飾体 ····························································  建築用装飾体, 建具用装飾体  L6－20 一部,  

L5－96 

・・－・・ 建築用ブロック（※L3－591）      

L6－100 建築用板 ·····································································  建築用板, 建築用板材, 天井板, 

天井板材, 壁板, 壁板材, 床板, 

床板材 

 D5－34 一部,  

L4－3211 一部, 

L5－1212,  

L6－01～01A,  

L6－01B 一部,  

L6－10 一部,  

L6－10A,  

L6－10B 一部,  

L6－130～ 

130C 一部,  

L6－140～ 

140C 一部,  

L6－21 一部,  

L6－21J 一部 

  L6－100A 折板型      

  L6－100B 連結用端部加工無し      

  L6－100C 太陽光発電パネル

付き 

     

  L6－100DA 孔板型 *1     

  L6－100DB 格子板型 *1     

  L6－100E 装飾有り      



Ｌ６ 建築用内外装材 
 
 

－309－ 

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 

L6－101 建築用装飾板 ···························································   建築用装飾板 , 建築用装飾板

材, 建具用装飾板 

 L4－410 一部,  

L4－4120～

4120A 一部,  

L4－491 一部,  

L6－01B 一部,  

L6－10B 一部,  

L6－130～ 

130C 一部,  

L6－140～ 

140C 一部,  

L6－20～ 

21 一部,  

L6－21A～21HB, 

L6－21J 一部,  

L6－21K～21LA 

  L6－101A 断面 L 字型      

  L6－101B 連結用端部加工無し      

  L6－101DA 孔板型 *1     

  L6－101DB 格子板型 *1     

  L6－101EA 石，煉瓦模様 *2     

  L6－101EB 塗り仕上げ模様 *2     

  L6－101EC 木目調模様 *2     

L6－102 建築用断熱板 ···························································   建築用断熱板, 建築用断熱板材  L6－10B 一部,  

L6－10C,  

L6－130 一部,  

L6－130B 一部 

  L6－102A 折板型      

  L6－102B 連結用端部加工無し      

  L6－102E 装飾有り      

L6－103 建物用吸音板及び防音板 ···································   建築用吸音板, 建築用防音板  L6－131～ 

131A 一部,  

L6－140～ 

141 一部 

L6－104 配線，配管用板 ························································   配線用床板, 二重床用板, 床暖

房用パネル 

 L6－143 一部 

  L6－104A 溝付き      

L6－1100 屋根板等   L4－2110 一部 



Ｌ６ 建築用内外装材 
 
 

－310－ 

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 

L6－116 屋根板及びかわら ···················································  屋根板 , 屋根板材 , 桟がわら , 

平がわら, スレートがわら, 金属

がわら, 軒がわら, 袖がわら, 棟

がわら, 鬼がわら 

 L4－2110～ 

2111 一部,  

L6－110～113, 

L6－115,  

L6－120～120B 

  L6－116AA 折板型 *1     

  L6－116AB 平板型 *1     

  L6－116AC かわら型 *1     

  L6－116BA 棟，谷に使うもの      

  L6－116BB けらば，軒先に使う

もの 

     

  L6－116C 太陽光発電パネル

付き 

     

L6－1170 屋根用縁等 ································································  屋根用水切り材, 面戸板, 屋根

用小口ふさぎ, 雨押さえ, けらば

包み, 屋根用充填材, 屋根板支

持材, 屋根板下地材, かわら棒

キャップ, 面戸がわら 

 L4－2110～ 

2111 一部,  

L4－2113 一部, 

L4－2114,  

L4－2190 一部, 

L6－114,  

L6－119 一部 

  L6－1170AA 平板型 *1     

  L6－1170AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 *1     

  L6－1170AC 断面コの字・Ｕ字型 *1     

  L6－1170C ロールフォーミング型      

  L6－1170E 装飾有り      

  L6－1170F 水切り・換気機能有り      

L6－1171 鼻隠し及び破風板 ···················································  破風板, 鼻隠し, 樋カバー  L4－2113 一部 

L6－1172 パラペット用笠木 ······················································  パラペット用笠木, パラペット用笠

木材 

 L4－2113 一部 

L6－1210 屋根，かわら下地板 ················································  屋根下地板, 屋根下地板材  L6－119 一部,  

L6－121 

L6－133 壁下地板 ·····································································  壁下地用板, 壁下地板材, ラス  L6－1330～1331 

L6－1430 床下地板 ·····································································  床下地板, 床下地板材  L6－143 一部 

L6－300 モザイクタイル及びタイル     L6－30 一部 

L6－310 モザイクタイル ···························································  モザイクタイル  L6－31 一部 



Ｌ６ 建築用内外装材 
 
 

－311－ 

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 

L6－320 タイル及び陶板 ·························································   タイル, 陶板  L6－30 一部,  

L6－31 一部,  

L6－32～32BA 

  L6－320AA 断面 L 字型 *1     

  L6－320AB 非矩形 *1     

  L6－320B 表面凹凸有り      

  L6－320C 裏面凹凸有り      

  L6－320D 具象模様有り      

L6－39 モザイクタイル及びタイル部品及び付属品 ···   モザイクタイル用台紙  L6－39 

L6－400 ふすま紙，障子紙及び壁紙 ·································   ふすま紙, 障子紙  L6－40～42 

・・－・・・ 壁紙（※M1－20）      

L6－50 建物用縁等 ································································   建物用縁, 建物用縁材, , 天井

回り縁, 天井回り縁材, 天井見切

り縁材, 外壁見切り縁材, 内壁見

切り縁材, 幅木, 幅木材, 壁用

入隅材, 壁用出隅材, カーペット

押え材, 天井回り縁用コーナー

具, 幅木用コーナー具, モルタ

ル定規材 

 L4－331 一部,  

L4－40～ 

410 一部,  

L4－4120～

4120A 一部,  

L4－4121～4122, 

L4－413～414, 

L4－431,  

L4－491 一部 

  L6－50AA 平板型 *1     

  L6－50AB 断面 L 字・Ｔ字型 *1     

  L6－50AC 断面コの字・Ｕ字型 *1     

  L6－50AD 断面三角型 *1     

  L6－50AE 断面蒲鉾型 *1     

  L6－50C ロールフォーミング型      

  L6－50E 装飾有り      

  L6－50F 水切り，換気機能有り      

L6－51 建物用目板 ································································   壁用目板, 壁用目板材  L4－40 一部,  

L4－411 

L6－52 建物用目地 ································································   コンクリート目地, コンクリート目地

材, 建物用目地, 建物用目地材, 

モルタル定規, モルタル定規材 

 L4－40 一部,  

L4－430 

L6－53 建物用充填材，気密材等 ·····································   建物用充填材, 建物用緩衝材, 

建物用気密材, 冷蔵室用気密材 

 L4－40 一部,  

L4－432 



Ｌ６ 建築用内外装材 
 
 

－312－ 

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 

L6－54 ノンスリップ ·································································  建物用ノンスリップ, 建物用ノンス

リップ材, 階段用ノンスリップ, 階

段用ノンスリップ材, 階段用ノンス

リップの枠, 階段用ノンスリップの

枠材, 階段用ノンスリップの充て

ん材, 階段用ノンスリップのキャッ

プ 

 L4－420～423 

 

 



Ｌ７ 建物用構造材、枠材等 
 
 

－313－ 

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 

L7－00 その他の建物用構造材，枠材等     L5－00 一部 

L7－01 鉄筋 ···············································································   柱用フープ筋, 鉄筋, つり筋  L4－120～122 

  L7－01A 組立て鉄筋      

L7－10 建築用構造材，枠材···············································   ドア用上枠, ドア用上枠材, ドア

用下枠, ドア用下枠材, ドア用縦

枠, ドア用縦枠材, 引戸用上枠, 

引戸用下枠, 引戸用縦枠, 引違

い窓用上枠, 引違い窓用下枠, 

引違い窓用縦枠 , 回転窓用上

枠, 回転窓用下枠, 回転窓用縦

枠, はめ殺し窓用上枠, はめ殺し

窓用下枠 , はめ殺し窓用縦枠 , 

雨戸用上枠, 雨戸用下枠, 雨戸

用縦枠, 方立て, 方立て材, 無

目, 無目材, はめ殺し窓用無目, 

はめ殺し窓用方立て, 開き窓用

上枠, 滑り出し窓用上枠, 戸袋

用鏡板取付け上枠, 浴室折戸用

上枠, 建物用点検口枠材, 床下

収納庫用枠材, 鴨居材, 敷居材, 

敷居滑り, カーテンウォール用枠

材, 建物用間仕切りパネルの壁

連結材, 壁板用継ぎ手, 屋根板

用継ぎ手, 屋根用ガラス継ぎ手, 

温室用胴縁, 温室用棟木, 窓枠

用額縁, 建物用間仕切り柱, 建

物用点検口の枠 

 L4－010～012, 

L4－10～ 

10A 一部,  

L4－020 一部,  

L4－110～ 

113 一部,  

L4－2110 一部, 

L4－2112,  

L4－411A, L4－

4120A,  

L4－212,  

L5－00 一部,  

L5－0110～

0116A,  

L5－1010～

1010D,  

L5－1020～

1020A,  

L5－103～104, 

L5－106～107, 

L5－1231,  

L5－1254,  

L5－140～174C, 

L5－2210～2211, 

L5－240～244, 

L5－4210,  

L5－4212～430, 

L5－432,  

L5－510 一部 

  L7－10AA 平板型 *1     

  L7－10AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 *1     

  L7－10AC 断面コの字・Ｕ字型 *1     

  L7－10AH ストレート継ぎ手型 *1     

  L7－10AJ コーナー継ぎ手型 *1     

  L7－10AK 多方継ぎ手型 *1     

  L7－10B 引き戸レール型      

  L7－10D 複数部材結合型      

  L7－10E 装飾有り      

  L7－10F 水切り・換気機能有り      



Ｌ７ 建物用構造材、枠材等 
 
 

－314－ 

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 

L7－11 建物用基本構造材 ··················································   床束, 柱, 柱材, 梁, 梁材, 桁, 

桁材 , 方づえ , 根太 , 根太材 , 

大引き, 大引き材, 筋交い, ベラ

ンダ用根太, ベランダ用根太材, 

バルコニー用桁, バルコニー用

桁材, 棟木, たる木, 棟木押え

材, 母屋押え材 

 L4－020 一部,  

L4－10～ 

113 一部,  

L4－192,  

L4－2110 一部 

L7－12 内外装材支持材等 ··················································   さお縁, さお縁材 , 野縁, 野縁

材, 壁間隔保持材 

 L4－3110～

3111B,  

L4－3212 一部, 

L4－331 一部 

L7－20 建具用框材 ································································   ドア用上框, ドア用上框材, ドア

用下框, ドア用下框材, ドア用縦

框, ドア用縦框材, ガラス戸用上

框, ガラス戸用下框, ガラス戸用

縦框, ガラス戸用中桟, ガラス戸

用押し縁, ふすま用框, 網戸用

上框, 網戸用下框, 網戸用縦框, 

網戸用中桟, 網戸用押し縁, 雨

戸用上框, 雨戸用下框, 雨戸用

縦框, 建物用折戸上框, 建物用

折戸下框, 建物用折戸縦框, 建

物用折戸ヒンジ材 , 窓用上框 , 

窓用下框, 窓用縦框, 窓用中桟, 

窓用飾り桟, 窓用換気框, 窓用

隙間防止調整框, 建物用点検口

ふた框, 建物用点検口パネル框, 

床下収納庫用ふた框, 建物用間

仕切りパネル框, アコーディオン

ドア用フレーム, スライディングド

ア用框, ホールディングドア用框 

 L5－0120～

12016,  

L5－1211,  

L5－1221,  

L5－1241,  

L5－1251～1254, 

L5－2110～2112, 

L5－4211,  

L5－431 

  L7－20AA 平板型 *1     

  L7－20AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 *1     

  L7－20AC 断面コの字・Ｕ字型 *1     

  L7－20AE 断面蒲鉾型 *1     

  L7－20AG 断面四角型 *1     

  L7－20AH ストレート継ぎ手型 *1     

  L7－20D 複数部材結合型      

  L7－20E 装飾有り      

L7－30 建具及び開口部用充填材，緩衝材等 ·············   ガラス戸用充てん材, 戸当り緩衝

材, 引戸用緩衝気密材, ドア用

緩衝材, ドア用戸当り 

 L5－1011,  

L5－1021 

  L7－30AC 断面コの字・Ｕ字型 *1     

  L7－30AE 断面蒲鉾型 *1     



Ｌ７ 建物用構造材、枠材等 
 
 

－315－ 

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 

L7－40 建物用シャッター枠構成部材 ······························   建物用シャッター柱, 建物用シャ

ッター柱材, 建物用シャッター中

柱, 建物用シャッター中柱材, 建

物用シャッターのガイドレール , 

建物用シャッターのガイドレール

材 

 L5－320～321 

・・－・・ シャッター巻き袋用構成部材（※L4

－62690） 

     

L7－50 戸車レール材，カーテンレール材等   L5－50 一部 

L7－51 戸車レール材 ····························································   建具用戸車レール, 建具用戸車

レール材 , 網戸用戸車レール , 

網戸用戸車レール材 

 L5－105 

  L7－51AA 平板型 *1     

  L7－51AC 断面コの字・Ｕ字型 *1     

L7－52 カーテンレール材，つり戸車レール材 ·············   カーテンレール, カーテンレール

材, つり戸車レール, つり戸車レ

ール材, アコーディオンドア用レ

ール, アコーディオンドア用レー

ル材, スライディングドア用ハンガ

ーレール 

 L5－50～ 

510 一部,  

L5－511 

  L7－52AA 平板型 *1     

  L7－52AB 断面Ｌ字・Ｔ字型 *1     

  L7－52AC 断面コの字・Ｕ字型 *1     

 

 



 

 

 


