
Ｃグループ
本意匠 関連意匠

C0 C0-110 Ｈ２６年度 1516825 小物収納ケース C0-110 1517250 小物収納ケース
C1 C1-1100 Ｈ２７年度 1556921 枕用芯材 C1-1100 1557020 枕用芯材
C2
C3 C3-2200 Ｈ２３年度 1444241 紐付きスポンジたわし C3-2200 1444431 紐付きスポンジたわし

C3-221 Ｈ２５年度 1505236 柄付きスポンジたわし C3-221 1505477 柄付きスポンジたわし
C3-29 Ｈ１９年度 1316441 清掃用ブラシ入れ C3-29 1316544 清掃用ブラシ入れ
C3-3700 Ｈ２４年度 1478282 ごみ箱 C3-3700 1479169 ごみ箱
C3-4100 Ｈ２１年度 1401044 電気掃除機本体 C3-4100    1401518 電気掃除機本体
C3-4100 Ｈ２１年度 1401044 電気掃除機本体 C3-4100 1401519 電気掃除機本体
C3-4100 Ｈ２８年度 1593418 電気掃除機本体 C3-4100 1593502 電気掃除機本体
C3-4190 Ｈ２４年度 1474165 電気掃除機用ブラシ C3-4190 1474337 電気掃除機用ブラシ
C3-4191 Ｈ２４年度 1494131 電気掃除機用吸込み口 C3-4191 1494566 電気掃除機用吸込み口
C3-4191 Ｈ２５年度 1493877 電気掃除機用吸口 C3-4191 1501210 電気掃除機用吸口
C3-521     Ｈ１９年度 1345467 洗濯機 C3-521     1345725 洗濯機
C3-521     Ｈ２０年度 1366922 電気洗濯乾燥機 C3-521     1368083 電気洗濯乾燥機
C3-631 Ｈ２４年度 1473295 衣類乾燥機 C3-631 1473478 衣類乾燥機
C3-722 Ｈ２５年度 1504678 物干し具 C3-722 1504907 物干し具
C3-810 Ｈ２６年度 1536012 アイロン C3-810 1536324 アイロン

C4 C4-000 Ｈ２７年度 1568173 スキンケア用美容器具 C4-000 1568344 スキンケア用美容器具
C4-03      Ｈ１９年度 1322675 衛生マスク C4-03      1322994 衛生マスク
C4-03 Ｈ２８年度 1564319 マスク用の係止具 C4-03 1564508 マスク用の係止具
C4-04 Ｈ２７年度 1546995 医療用貼付シート C4-04 1547296 医療用貼付シート
C4-1400 Ｈ２６年度 1517171 口腔内清掃具 C4-1400 1517336 口腔内清掃具
C4-1420 Ｈ２４年度 1476246 歯ブラシ C4-1420 1476381 歯ブラシ
C4-1420 Ｈ２７年度 1559028 歯ブラシ C4-1420 1559266 歯ブラシ
C4-145 Ｈ２５年度 1492452 歯間ブラシ C4-145 1492783 歯間ブラシ
C4-26 Ｈ２６年度 1530156 電気歯ブラシ用充電台 C4-26 1530409 電気歯ブラシ用充電台
C4-3100    Ｈ１９年度 1336405 芳香消臭剤用容器 C4-3100    1336802 芳香消臭剤用容器
C4-3100    Ｈ１９年度 1336405 芳香消臭剤用容器 C4-3100    1336803 芳香消臭剤用容器
C4-3100 Ｈ２２年度 1399527 防虫剤容器 C4-3100 1405948 防虫剤容器
C4-3100 Ｈ２２年度 1399527 防虫剤容器 C4-3100 1405949 防虫剤容器
C4-3100 Ｈ２５年度 1506988 薬剤容器 C4-3100 1507373 薬剤容器
C4-319 Ｈ２８年度 1575524 香料カートリッジカプセル C4-319 1575956 香料カートリッジカプセル

C5 C5-2310 Ｈ２６年度 1512315 飲料容器 C5-230 1520612 飲料容器



C5-233 Ｈ２６年度 1542122 盃 C5-233 1542504 盃
C5-319 Ｈ１９年度 1326772 飲料容器用中栓 C5-319 1327361 飲料容器用中栓
C5-3290 Ｈ２３年度 1432977 保冷箱用保冷剤収納用具 C5-3290 1433322 保冷箱用保冷剤収納用具
C5-3291 Ｈ２２年度 1410154 弁当箱用蓋 C5-3291 1410460 弁当箱用蓋
C5-3291 Ｈ２２年度 1410154 弁当箱用蓋 C5-3291 1410461 弁当箱用蓋
C5-41211   Ｈ２０年度 1374670 炊飯器 C5-41211   1375018 炊飯器
C5-41211   Ｈ２０年度 1374670 炊飯器 C5-41211   1375019 炊飯器
C5-41211   Ｈ２０年度 1374670 炊飯器 C5-41211   1375023 炊飯器
C5-41211 Ｈ２１年度 1387083 炊飯器 C5-41211   1387558 炊飯器
C5-41211 Ｈ２１年度 1387083 炊飯器 C5-41211   1387559 炊飯器
C5-4190 Ｈ２４年度 1460957 飲食容器用密封具 C5-4190 1461140 飲食容器用密封具
C5-4192 Ｈ２４年度 1505192 なべ用柄 C5-4192 1505472 なべ用柄

C6 C6-1120 Ｈ２４年度 1460476 スプーン C6-1120 1460682 スプーン
C6-1130 Ｈ１９年度 1327562 飲食用フォーク C6-1120 1328020 飲食用スプーン
C6-13 Ｈ２３年度 1448413 飲料用ストロー C6-13 1448761 飲料用ストロー
C6-211 Ｈ２５年度 1491783 調理用ディッシャー C6-211 1492147 調理用ディッシャー
C6-3110 Ｈ２２年度 1421862 包丁 C6-3110 1422081 包丁
C6-313 Ｈ２７年度 1546188 皮むき器 C6-313 1546885 皮むき器
C6-322 Ｈ２８年度 1601489 調理用切削器 C6-322 1602233 調理用切削器
C6-349 Ｈ２６年度 1545611 ブレンダー本体 C6-349 1545897 ブレンダー本体
C6-4420 Ｈ２１年度 1401645 電磁誘導加熱調理器 C6-4420    1402048 電磁誘導加熱調理器
C6-4420 Ｈ２１年度 1401645 電磁誘導加熱調理器 C6-4420    1402049 電磁誘導加熱調理器
C6-4420 Ｈ２１年度 1401645 電磁誘導加熱調理器 C6-4420    1402050 電磁誘導加熱調理器
C6-4420 Ｈ２８年度 1569860 埋込型コンロ C6-4420 1570100 埋込型コンロ
C6-4510 Ｈ２５年度 1493313 ガスコンロ C6-4510 1493498 ガスコンロ
C6-4510 Ｈ２７年度 1538162 ガスこんろ C6-4510 1538277 ガスこんろ
C6-51340   Ｈ２０年度 1392768 冷蔵庫 C6-51340   1392949 冷蔵庫
C6-52 Ｈ２７年度 1552818 製氷機 C6-52 1552936 製氷機
C6-710 Ｈ２１年度 1387291 食器洗浄乾燥機 C6-710     1387594 食器洗浄乾燥機

C7 C7-00 Ｈ２５年度 1514053 鏡餅用屏風飾り C7-00 1514420 鏡餅用屏風飾り



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1516825 

日本意匠分類 C0-110 ： 

意匠に係る物品 小物収納ケース ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を
白色で、その他の部分をピンク色で示している。 

意匠の説明 ： 
部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を
白色で、その他の部分をピンク色で示している。 

国際意匠分類 03-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 C0-110 ： 

意匠に係る物品 小物収納ケース ： 

国際意匠分類 03-01 ： 

1517250 

C1 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 

【参考展開図】 【背面図】 【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【参考展開図】 【背面図】 【底面図】 

【左側面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1556921 

日本意匠分類 C1-1100 ： 

意匠に係る物品 枕用芯材 ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を
受けようとする部分である。一点鎖線は、部分意
匠として意匠登録を受けようとする部分とその他
の部分との境界のみを示す線である。（後略） 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を
受けようとする部分である。一点鎖線は、部分意
匠として意匠登録を受けようとする部分とその他
の部分との境界のみを示す線である。（後略） 

国際意匠分類 06-09 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 C1-1100 ： 

意匠に係る物品 枕用芯材 ： 

国際意匠分類 06-09 ： 

1557020 

C1 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 

【各部名称を示す陰影を施した 

参考後方斜視図】 【背面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【前方斜視図】 【後方斜視図】 【前方斜視図】 【平面図】 

【右側面図】 【正面図】 
【左側面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【各部名称を示す陰影を施した 

参考後方斜視図】 



本意匠 関連意匠 

C1 

意匠登録第     号  1444241 

日本意匠分類  C3-2200 

意匠に係る物品  紐付きスポンジたわし 

： 

： 

意匠登録第     号   1444431 

日本意匠分類  C3-2200 

意匠に係る物品  紐付きスポンジたわし 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【拡大参考斜視図 】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【拡大参考

左側面図 】 

【拡大斜視図】 

【背面図】 

【正面図】 

【拡大参考斜視図 】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【拡大斜視図】 

【背面図】 

【拡大参考

左側面図 】 

意匠の説明 ： 
参考各図以外の各図において、黄土色で着色した

部分以外が、部分意匠として意匠登録を受けよう

とする部分である。 

意匠の説明 ： 
参考各図以外の各図において、黄土色で着色した

部分以外が、部分意匠として意匠登録を受けよう

とする部分である。 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1505236 

日本意匠分類  C3-221 ： 

意匠に係る物品  柄付きスポンジたわし ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録
を受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録
を受けようとする部分である。 

国際意匠分類  04-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  C3-221 ： 

意匠に係る物品  柄付きスポンジたわし ： 

国際意匠分類  04-01 ： 

 1505477 

C1 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 



本意匠 関連意匠 

C1 

意匠登録第     号  1316441 

日本意匠分類  C3-29   

意匠に係る物品  清掃用ブラシ入れ 

： 

： 

意匠登録第     号  1316544 

日本意匠分類  C3-29   

意匠に係る物品  清掃用ブラシ入れ 

： 

： 

本意匠 関連意匠 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 【Ｂ－Ｂ断面図】 【Ｃ－Ｃ断面図】 

【左側面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【背面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 【Ｂ－Ｂ断面図】 【Ｃ－Ｃ断面図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録
を受けようとする部分である。（後略） 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録
を受けようとする部分である。（後略） 



本意匠 関連意匠 

C1 

意匠登録第     号  1478282 

日本意匠分類  C3-3700 

意匠に係る物品  ごみ箱 

： 

： 

意匠登録第     号   1479169 

日本意匠分類  C3-3700 

意匠に係る物品  ごみ箱 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【Ａ－Ｂ部Ｃ－Ｃ

線拡大端面図】 

【背面図】 【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【Ａ－Ｂ部Ｃ－Ｃ

線拡大端面図】 

【背面図】 

【斜視図】 【斜視図】 

意匠の説明 ： 
薄墨を塗った部分以外の部分が部分意匠として意
匠登録を受けようとする部分である。なお、Ａ－
Ｂ部Ｃ－Ｃ線拡大端面図においては、実線部分が
部分意匠として意匠登録を受けようとする部分で
あり、Ａ－Ｂ部Ｃ－Ｃ線拡大端面図を含めて部分
意匠として意匠登録を受けようとする部分を特定
している。右側面図は左側面図と対称に表れる。 

意匠の説明 ： 
薄墨を塗った部分以外の部分が部分意匠として意
匠登録を受けようとする部分である。なお、Ａ－
Ｂ部Ｃ－Ｃ線拡大端面図においては、実線部分が
部分意匠として意匠登録を受けようとする部分で
あり、Ａ－Ｂ部Ｃ－Ｃ線拡大端面図を含めて部分
意匠として意匠登録を受けようとする部分を特定
している。右側面図は左側面図と対称に表れる。 



本意匠 関連意匠 

C1 

意匠登録第     号  1401044 

日本意匠分類  C3-4100 

意匠に係る物品  電気掃除機本体 

： 

： 

意匠登録第 1401518  号  

日本意匠分類    C3-4100   

意匠に係る物品  電気掃除機本体 

： 

： 

【正面図】 【背面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 【底面図】 

【正面図】 【背面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 【底面図】 

H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録

を受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録

を受けようとする部分である。 



本意匠 関連意匠 

C2 

意匠登録第     号  1401044 

日本意匠分類  C3-4100   

意匠に係る物品  電気掃除機本体 

： 

： 

意匠登録第 1401519 号  

日本意匠分類  C3-4100 

意匠に係る物品 電気掃除機本体 

： 

： 

【正面図】 【背面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 【底面図】 

【正面図】 【背面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 【底面図】 

H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録

を受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録

を受けようとする部分である。 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1593418 

日本意匠分類 C3-4100 ： 

意匠に係る物品 電気掃除機本体 ： 

H28年度出願の部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）赤色で着色された部分以外の部分が、意
匠登録を受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
（前略）赤色で着色された部分以外の部分が、意
匠登録を受けようとする部分である。 

国際意匠分類 15-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 C3-4100 ： 

意匠に係る物品 電気掃除機本体 ： 

国際意匠分類 15-05 ： 

1593502 

C1 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 【底面図】 

【左側面図】 

【斜視図１】 【平面図】 

【右側面図】 【正面図】 【左側面図】 

【底面図】 【背面図】 

【斜視図２】 【斜視図１】 
【斜視図２】 



 

 

 

本意匠 関連意匠 

C2 

意匠登録第     号  1474165 

日本意匠分類  C3-4190 

意匠に係る物品  電気掃除機用ブラシ 

： 

： 

意匠登録第     号   1474337 

日本意匠分類  C3-4190 

意匠に係る物品  電気掃除機用ブラシ 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【各部の名称を

示す参考図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【右側面図】 【Ａ－Ａ断面図】 

【使用状態を示

す参考図１】 

【使用状態を示す

参考図２】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【各部の名称を

示す参考図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【右側面図】 【Ａ－Ａ断面図】 

【使用状態を示

す参考図１】 

【使用状態を示す

参考図２】 

意匠の説明 ： 
（前略）部分意匠として意匠登録を受
けようとする部分を実線で、それ以外
の部分を破線で表している。一点鎖線
は、部分意匠として登録を受けようと
する部分とそれ以外の部分の境界を表
している。 

意匠の説明 ： 
（前略）部分意匠として意匠登録を受
けようとする部分を実線で、それ以外
の部分を破線で表している。一点鎖線
は、部分意匠として登録を受けようと
する部分とそれ以外の部分の境界を表
している。  



 

本意匠 関連意匠 

C3 

意匠登録第     号  1494131 

日本意匠分類  C3-4191 

意匠に係る物品  電気掃除機用吸込み口 

： 

： 

意匠登録第     号   1494566 

日本意匠分類  C3-4191 

意匠に係る物品   電気掃除機用吸込み口 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【斜視図】 【斜視図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

意匠の説明： 
実線で表された部分が、部分意匠と
して意匠登録を受けようとする部分
である。底面図を除く各図に表され
た緩やかな曲線状の平行細線を施し
た部分は透明である。（後略） 

意匠の説明： 
実線で表された部分が、部分意匠と
して意匠登録を受けようとする部分
である。底面図を除く各図に表され
た緩やかな曲線状の平行細線を施し
た部分は透明である。（後略） 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1493877 

日本意匠分類  C3-4191 ： 

意匠に係る物品  電気掃除機用吸口 ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登
録を受けようとする部分である。斜視図中、他
の六面図に表れていない線は、いずれも立体表
面の形状を特定するためのものである。透光部
を示す参考図において斜線で示したパワーモニ
ター部は透光性素材である。 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登
録を受けようとする部分である。斜視図中、他
の六面図に表れていない線は、いずれも立体表
面の形状を特定するためのものである。各部の
名称を示す参考図中、斜線で示した部分は透光
性素材である。 

国際意匠分類  15-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  C3-4191 ： 

意匠に係る物品  電気掃除機用吸口 ： 

国際意匠分類  15-05 ： 

1501210 

C2 

【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

 

【平面図】 【斜視図】 

【内部機構省略の

Ａ－Ａ断面図】 

【透光部を示す参考図】 

【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 【斜視図】 

【内部機構省略の

Ａ－Ａ断面図】 

【各部の名称を示す参考図】 



本意匠 関連意匠 

C2 

意匠登録第     号  1345467 

日本意匠分類  C3-521  

意匠に係る物品  洗濯機 

： 

： 

意匠登録第     号  1345725 

日本意匠分類  C3-521  

意匠に係る物品  洗濯機 

： 

： 

本意匠 関連意匠 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【内部機構を省略

したＡ－Ａ拡大断

面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 【背面図】 

【斜視図】 

【内部機構を省略

したＡ－Ａ拡大断

面図】 

【Ｂ－Ｂで示した部分の拡大図】 

【開扉状態を示す右側面図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表された部分が、部分意匠として

意匠登録を受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録

を受けようとする部分である。（後略） 



本意匠 関連意匠 

C1 

意匠登録第     号  1366922 

日本意匠分類  C3-521   

意匠に係る物品  電気洗濯乾燥機 

： 

： 

意匠登録第     号  1368083 

日本意匠分類  C3-521   

意匠に係る物品  電気洗濯乾燥機 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 

【右側面図】 【背面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【底面図】 

【内部機構省

略のＡ－Ａ線

断面図】 

【開扉状態を示す右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 【背面図】 

【斜視図】 【開扉状態を示す右側面図】 

【内部機構省

略のＡ－Ａ線

断面図】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分である。斜視図中、

他の六面図に表されていない線は、立体表面

の形状を特定するためのものである。（後

略） 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分である。斜視図中、

他の六面図に表されていない線は、立体表面

の形状を特定するためのものである。（後

略） 



 

本意匠 関連意匠 

C4 

意匠登録第     号  1473295 

日本意匠分類  C3-631 

意匠に係る物品  衣類乾燥機 

： 

： 

意匠登録第     号   1473478 

日本意匠分類  C3-631 

意匠に係る物品   衣類乾燥機 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【正面・平面・右側

面側からの斜視図】 

【背面図】 

【扉を開いた状態を示す

正面・平面・右側面側か

らの斜視図】 

【扉を開いた状態を示す

正面・平面・右側面側か

らの斜視図】 

【正面・平面・右側

面側からの斜視図】 

【右側面図】 【右側面図】 

意匠の説明： 
部分意匠として登録を受けようとする部分を実線
で、それ以外の部分を破線で表している。図面中
に表れる一点鎖線は、部分意匠として登録を受け
ようとする部分とそれ以外の部分の境界を表して
いる。扉を開いた状態を示す正面・平面・右側面
側からの斜視図に表れる途切れた線は、立体表面
の形状を表すためのものである。 

意匠の説明： 
部分意匠として登録を受けようとする部分を実線
で、それ以外の部分を破線で表している。図面中
に表れる一点鎖線は、部分意匠として登録を受け
ようとする部分とそれ以外の部分の境界を表して
いる。正面・平面・右側面側からの斜視図に表れ
る途切れた線は、立体表面の形状を表すためのも
のである。 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1504678 

日本意匠分類  C3-722 ： 

意匠に係る物品  物干し具 ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録
を受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録
を受けようとする部分である。 

国際意匠分類  07-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  C3-722 ： 

意匠に係る物品  物干し具 ： 

国際意匠分類  07-05 ： 

1504907 

C3 

【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

 

【平面図】 【斜視図１】 

【使用状態参考図】 

【左側面図】 

【斜視図２】 

【ハンガー掛け部を収納

した状態の斜視図】 
【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 【斜視図１】 

【左側面図】 

【斜視図２】 

【使用状態参考図】 

【ハンガー掛け部を収納

した状態の斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1536012 

日本意匠分類 C3-810 ： 

意匠に係る物品 アイロン ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が部分意匠として意匠登録を受
けようとする部分である。一点鎖線は部分意匠と
して意匠登録を受けようとする部分とその他の部
分の境界のみを示す線である。 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が部分意匠として意匠登録を
受けようとする部分であり、一点鎖線は、部分意
匠として意匠登録を受けようとする部分とその他
の部分との境界線のみを示す線である。 

国際意匠分類 07-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 C3-810 ： 

意匠に係る物品 アイロン ： 

国際意匠分類 07-05 ： 

1536324 

C2 

【平面図】 

【背面図】 

 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1568173 

日本意匠分類 C4-000 ： 

意匠に係る物品 スキンケア用美容器具 ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
意匠登録を受けようとする部分は、実線で描かれ
た部分である。一点鎖線は、部分意匠として意匠
登録を受けようとする部分とその他の部分との境
界のみを示す線である。 

意匠の説明 ： 
意匠登録を受けようとする部分は、実線で描かれ
た部分である。一点鎖線は、部分意匠として意匠
登録を受けようとする部分とその他の部分との境
界のみを示す線である。 

国際意匠分類 28-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 C4-000 ： 

意匠に係る物品 スキンケア用美容器具 ： 

国際意匠分類 28-03 ： 

1568344 

C2 

【平面図】 

【背面図】 
【Ａ－Ａ端面図のＢ－Ｂ間 

の拡大図】 

 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【斜視図】 【内部機構を省略した 

Ａ－Ａ端面図】 

【Ａ－Ａ端面図のＢ－Ｂ間 

の拡大図】 

【斜視図】 
【内部機構を省略した 

Ａ－Ａ端面図】 



本意匠 関連意匠 

C3 

意匠登録第     号  1322675 

日本意匠分類  C4-03  

意匠に係る物品  衛生マスク 

： 

： 

意匠登録第     号  1322994 

日本意匠分類  C4-03  

意匠に係る物品  衛生マスク 

： 

： 

本意匠 関連意匠 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表わした部分が、部分意匠として意匠登録

を受けようとする部分である。一点鎖線は部分意

匠として意匠登録を受けようとする部分とその他

の部分との境界を示す線である。 

意匠の説明 ： 
実線で表わした部分が、部分意匠として意匠登録

を受けようとする部分である。一点鎖線は部分意

匠として意匠登録を受けようとする部分とその他

の部分との境界を示す線である。 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1564319 

日本意匠分類 C4-03 ： 

意匠に係る物品 マスク用の係止具 ： 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を
受けようとする部分である。一点鎖線は、部分意
匠として意匠登録を受けようとする部分とその他
の部分との境界のみを示す線である。Ａ－Ａ線断
面図を含めて部分意匠として意匠登録を受けよう
とする部分を特定している。 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を
受けようとする部分である。一点鎖線は、部分意
匠として意匠登録を受けようとする部分とその他
の部分との境界のみを示す線である。Ａ－Ａ線断
面図を含めて部分意匠として意匠登録を受けよう
とする部分を特定している。 

国際意匠分類 29-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 C4-03 ： 

意匠に係る物品 マスク用の係止具 ： 

国際意匠分類 29-02 ： 

1564508 

C2 

【平面図】 

【背面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

 

【正面図】 

【右側面図】 

【左側面図】 

【底面図】 

【平面図】 

【背面図】 【正面図】 

【右側面図】 

【左側面図】 

【底面図】 【参考斜視図】 【着用状態を示す参考図】 【参考斜視図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【着用状態を示す参考図】 

H28年度出願の部分意匠の関連意匠登録事例集 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1546995 

日本意匠分類 C4-04 ： 

意匠に係る物品 医療用貼付シート ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を
受けようとする部分であり、断面図を含めて意匠
登録を受けようとする部分を特定している。(後
略)  

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を
受けようとする部分であり、断面図を含めて意匠
登録を受けようとする部分を特定している。(後
略)  

国際意匠分類 24-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 C4-04 ： 

意匠に係る物品 医療用貼付シート ： 

国際意匠分類 24-04 ： 

1547296 

C3 

 

【底面図】 

【正面図】 

【Ａ－Ａ’線拡大断面図】 

 

【平面図】 

【左側面図】 

【参考図】 

【底面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【参考図】 
【Ａ－Ａ’線拡大断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1517171 

日本意匠分類 C4-1400 ： 

意匠に係る物品 口腔内清掃具 ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
正面図、背面図、左側面図、平面図、底面図、参
考斜視図、拡大参考斜視図において、赤色で示さ
れた部分以外の部分が部分意匠として意匠登録を
受けようとする部分である。（後略） 

意匠の説明 ： 
正面図、背面図、左側面図、平面図、底面図、参
考斜視図、拡大参考斜視図において、赤色で示さ
れた部分以外の部分が部分意匠として意匠登録を
受けようとする部分である。（後略） 

国際意匠分類 04-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 C4-1400 ： 

意匠に係る物品 口腔内清掃具 ： 

国際意匠分類 04-02 ： 

1517336 

C3 

 

【背面図】 

【底面図】 

【正面図】 

【拡大参考斜視図】 

 

【平面図】 

【左側面図】 

【参考斜視図】 

【背面図】 

【底面図】 

【正面図】 

【拡大参考斜視図】 【平面図】 

【左側面図】 

【参考斜視図】 



本意匠 関連意匠 

C5 

意匠登録第     号  1476246 

日本意匠分類  C4-1420 

意匠に係る物品  歯ブラシ 

： 

： 

意匠登録第     号   1476381 

日本意匠分類  C4-1420 

意匠に係る物品  歯ブラシ 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【右側面図】 

【平面図】 【斜視図】 

【右側面図】 【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 

意匠の説明： 
薄墨を施した部分以外の部分が、部分意匠として
意匠登録を受けようとする部分である。底面図は
平面図と対称に表れるので省略する。 

意匠の説明： 
薄墨を施した部分以外の部分が、部分意匠として
意匠登録を受けようとする部分である。底面図は
平面図と対称に表れるので省略する。 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1559028 

日本意匠分類 C4-1420 ： 

意匠に係る物品 歯ブラシ ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が部分意匠として意匠登録を
受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が部分意匠として意匠登録を
受けようとする部分である。 

国際意匠分類 04-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 C4-1420 ： 

意匠に係る物品 歯ブラシ ： 

国際意匠分類 04-02 ： 

1559266 

C4 

【底面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【斜視図】 

【背面図】 

【底面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【斜視図】 

【背面図】 

【Ａ－Ａ線部拡大正面図】 

【Ｂ－Ｂ線部拡大端面図】 【Ｃ－Ｃ線部拡大端面図】 【Ｃ－Ｃ線部拡大端面図】 【Ｂ－Ｂ線部拡大端面図】 

【Ａ－Ａ線部拡大正面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1492452 

日本意匠分類  C4-145 ： 

意匠に係る物品 歯間ブラシ ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受け
ようとする部分である。一点鎖線は、部分意匠として意
匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界の
みを示す線である。縮小斜視図、Ａ－Ａ’端面図、Ｂ－
Ｂ’部分拡大図および意匠登録を受けようとする部分の
拡大斜視図を含めて部分意匠として意匠登録を受けよう
とする部分を特定している。 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受け
ようとする部分である。一点鎖線は、部分意匠として意
匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界の
みを示す線である。縮小斜視図、Ａ－Ａ’端面図、Ｂ－
Ｂ’部分拡大図および意匠登録を受けようとする部分の
拡大斜視図を含めて部分意匠として意匠登録を受けよう
とする部分を特定している。 

国際意匠分類  04-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  C4-145 ： 

意匠に係る物品  歯間ブラシ ： 

国際意匠分類  04-02 ： 

1492783 

C4 

【背面図】 【底面図】 

【右側面図】 

 

【平面図】 【縮小斜視図】 【Ｂ－Ｂ’部分拡大図】 

【正面図】 

【Ａ－Ａ’部分拡大図】 

【左側面図】 

【背面図】 【底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 【縮小斜視図】 【Ｂ－Ｂ’部分拡大図】 

【正面図】 

【Ａ－Ａ’部分拡大図】 

【左側面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1530156 

日本意匠分類 C4-26 ： 

意匠に係る物品 電気歯ブラシ用充電台 ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を
受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を
受けようとする部分である。 

国際意匠分類 07-99 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 C4-26 ： 

意匠に係る物品 電気歯ブラシ用充電台 ： 

国際意匠分類 07-99 ： 

1530409 

C4 

【底面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【Ｂ－Ｃ部分における 

Ａ－Ａ線拡大断面図】 

【斜視図】 

【背面図】 【底面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【Ｂ－Ｃ部分における 

Ａ－Ａ線拡大断面図】 

【斜視図】 

【背面図】 



本意匠 関連意匠 

C4 

意匠登録第     号  1336405 

日本意匠分類  C4-3100  

意匠に係る物品  芳香消臭剤用容器 

： 

： 

意匠登録第     号  1336802 

日本意匠分類  C4-3100  

意匠に係る物品  芳香消臭剤用容器 

： 

： 

本意匠 関連意匠 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【参考斜視図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【参考斜視図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分であり、（中略）

一点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受

けようとする部分とその他の部分との境界

のみを示す線である。 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分であり、（中略）

一点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受

けようとする部分とその他の部分との境界

のみを示す線である。 



本意匠 関連意匠 

C5 

意匠登録第     号  1336405 

日本意匠分類  C4-3100  

意匠に係る物品  芳香消臭剤用容器 

： 

： 

意匠登録第     号  1336803 

日本意匠分類  C4-3100 

意匠に係る物品  芳香消臭剤用容器 

： 

： 

本意匠 関連意匠 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 【右側面図】 【左側面図】 【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【参考斜視図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【参考斜視図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分であり、（中略）

一点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受

けようとする部分とその他の部分との境界

のみを示す線である。 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分であり、（中略）

一点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受

けようとする部分とその他の部分との境界

のみを示す線である。 



本意匠 関連意匠 

C1 

意匠登録第     号  1399527 

日本意匠分類  C4-3100 

意匠に係る物品  防虫剤容器 

： 

： 

意匠登録第     号  1405948 

日本意匠分類  C4-3100 

意匠に係る物品  防虫剤容器 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【カバー部のみの斜視図】 

【A-A’線断面図】 

【顔部分のみを拡大した 

    参考正面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【A-A’線断面図】 

【顔部分のみを拡大した 

    参考正面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【A-A’線断面図】 

【顔部分のみを拡大した 

    参考左側面図】 
【カバー部のみの斜視図】 

H22年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表したカバー部の顔部分が、部分意匠とし

て意匠登録を受けようとする部分であり、Ａ－

Ａ’線断面図を含めて意匠登録を受けようとする

部分を特定している。（後略） 

意匠の説明 ： 
実線で表したカバー部の顔部分が、部分意匠とし

て意匠登録を受けようとする部分であり、Ａ－

Ａ’線断面図を含めて意匠登録を受けようとする

部分を特定している。（後略） 



本意匠 関連意匠 

C2 

意匠登録第     号  1399527 

日本意匠分類  C4-3100 

意匠に係る物品  防虫剤容器 

： 

： 

意匠登録第     号  1405949 

日本意匠分類  C4-3100 

意匠に係る物品  防虫剤容器 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【A-A’線断面図】 

【顔部分のみを拡大した 

    参考正面図】 
【カバー部のみの斜視図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【A-A’線断面図】 

【顔部分のみを拡大した 

    参考右側面図】 
【カバー部のみの斜視図】 

H22年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表したカバー部の顔部分が、部分意匠とし

て意匠登録を受けようとする部分であり、Ａ－

Ａ’線断面図を含めて意匠登録を受けようとする

部分を特定している。（後略） 

意匠の説明 ： 
実線で表したカバー部の顔部分が、部分意匠とし

て意匠登録を受けようとする部分であり、Ａ－

Ａ’線断面図を含めて意匠登録を受けようとする

部分を特定している。（後略） 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1506988 

日本意匠分類  C4-3100 ： 

意匠に係る物品 薬剤容器 ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を
受けようとする部分である。（後略） 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を
受けようとする部分である。（後略） 

国際意匠分類  07-99 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  C4-3100 ： 

意匠に係る物品  薬剤容器 ： 

国際意匠分類  07-99 ： 

1507373 

C5 

【底面図】 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【背面図】 【使用状態を示す参考図】 

【正面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【背面図】 【使用状態を示す参考図】 

【正面図】 【左側面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1575524 

日本意匠分類 C4-319 ： 

意匠に係る物品 香料カートリッジカプセル ： 

意匠の説明 ： 
実線と一点鎖線で囲んだ部分が、部分意匠として
意匠登録を受けようとする部分である。（中略）
一点鎖線は、意匠登録を受けようとする部分とそ
れ以外の部分の境界のみを示している。 

意匠の説明 ： 
実線と一点鎖線で囲んだ部分が、部分意匠として
意匠登録を受けようとする部分である。（中略）
一点鎖線は、意匠登録を受けようとする部分とそ
れ以外の部分の境界のみを示している。 

国際意匠分類 23-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 C4-319 ： 

意匠に係る物品 香料カートリッジカプセル ： 

国際意匠分類 23-04 ： 

1575956 

C3 

【底面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【斜視図】 

【背面図】 【底面図】 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【斜視図】 

【背面図】 【装着時の参考図】 【装着時の参考図】 

【透光性を有する部分を示す参考図】 

H28年度出願の部分意匠の関連意匠登録事例集 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1512315 

日本意匠分類 C5-2310 ： 

意匠に係る物品 飲料容器 ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
薄墨を塗った部分以外の部分が部分意匠として意
匠登録を受けようとする部分である。なお、Ａ－
Ａ線拡大断面図及びＢ－Ｂ線拡大断面図において
は、実線部分が部分意匠として意匠登録を受けよ
うとする部分であり、Ａ－Ａ線拡大断面図及び
Ｂ－Ｂ線拡大断面図を含めて部分意匠として意匠
登録を受けようとする部分を特定している。 

意匠の説明 ： 
薄墨を塗った部分以外の部分が部分意匠として意
匠登録を受けようとする部分である。なお、Ａ－
Ａ線拡大断面図及びＢ－Ｂ線拡大断面図において
は、実線部分が部分意匠として意匠登録を受けよ
うとする部分であり、Ａ－Ａ線拡大断面図及び
Ｂ－Ｂ線拡大断面図を含めて部分意匠として意匠
登録を受けようとする部分を特定している。 

国際意匠分類 07-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 C5-230 ： 

意匠に係る物品 飲料容器 ： 

国際意匠分類 07-01 ： 

1520612 

C5 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【背面図】 

【Ａ－Ａ線拡大断面図】 【Ｂ－Ｂ線拡大断面図】 

【蓋部の底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【背面図】 

【Ａ－Ａ線拡大断面図】 【Ｂ－Ｂ線拡大断面図】 

【蓋部の底面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1542122 

日本意匠分類 C5-233 ： 

意匠に係る物品 盃 ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線であらわした部分が、部分意匠として意匠登
録を受けようとする部分である。 Ａ－Ａ’線断
面図を含めて部分意匠として意匠登録を受けよう
とする部分を特定している。（後略） 

意匠の説明 ： 
実線であらわした部分が、部分意匠として意匠
登録を受けようとする部分である。 Ａ－Ａ’
線断面図を含めて部分意匠として意匠登録を受
けようとする部分を特定している。（後略） 

国際意匠分類 07-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 C5-233 ： 

意匠に係る物品 盃 ： 

国際意匠分類 07-01 ： 

1542504 

C6 

【底面図】 

 

【正面図】 

【参考斜視図】 【参考拡大図】 

【右側面図】 【Ａ－Ａ’線断面図】 

【平面図】 

【各部説明参考図】 
【底面図】 

【正面図】 

【参考斜視図】 【参考拡大図】 

【右側面図】 【Ａ－Ａ’線断面図】 

【平面図】 

【各部説明参考図】 



本意匠 関連意匠 

C6 

意匠登録第     号  1326772 

日本意匠分類  C5-319  

意匠に係る物品  飲料容器用中栓 

： 

： 

意匠登録第     号  1327361 

日本意匠分類  C5-319  

意匠に係る物品  飲料容器用中栓 

： 

： 

本意匠 関連意匠 

【正面図】 【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【参考斜視図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【参考斜視図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠

登録を受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠

登録を受けようとする部分である。 



本意匠 関連意匠 

C2 

意匠登録第     号  1432977 

日本意匠分類  C5-3290 ： 

意匠に係る物品  保冷箱用保冷剤収納用具 ： 

意匠登録第     号   1433322 

日本意匠分類  C5-3290 ： 

意匠に係る物品  保冷箱用保冷剤収納用具 ： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【使用状態参考図１】 

【斜視図１】 【ポケット部を開い

た状態の斜視図 】 

【背面図】 

【斜視図２】 

【使用状態参考図２】 

【正面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【使用状態参考図１】 

【斜視図１】 【ポケット部を開い

た状態の斜視図 】 

【背面図】 

【斜視図２】 

【使用状態参考図２】 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表された部分が部分意

匠として意匠登録を受けようとする部

分である。（中略）一点鎖線は、部分

意匠として意匠登録を受けようとする

部分とその他の部分との境界のみを示

す線である。 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表された部分が部分意匠

として意匠登録を受けようとする部分で

ある。（中略）一点鎖線は、部分意匠と

して意匠登録を受けようとする部分とそ

の他の部分との境界のみを示す線であ

る。 



本意匠 関連意匠 

C3 

意匠登録第     号  1410154 

日本意匠分類  C5-3291 

意匠に係る物品  弁当箱用蓋 

： 

： 

意匠登録第     号  1410460 

日本意匠分類  C5-3291 

意匠に係る物品  弁当箱用蓋 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【参考斜視図】 

【使用状態参考断面図１】 

【使用状態参考断面図２】 

【A-A線断面図】 

【B-B線断面拡大図】 

【使用状態参考断面図３】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【参考斜視図】 

【使用状態参考断面図１】 

【使用状態参考断面図２】 

【A-A線断面図】 

【B-B線断面拡大図】 

【使用状態参考断面図３】 

H22年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が部分意匠として意匠登録を受

けようとする部分である。（後略） 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が部分意匠として意匠登録を受

けようとする部分である。（後略） 



本意匠 関連意匠 

C4 

意匠登録第     号  1410154 

日本意匠分類  C5-3291 

意匠に係る物品  弁当箱用蓋 

： 

： 

意匠登録第     号  1410461 

日本意匠分類  C5-3291 

意匠に係る物品  弁当箱用蓋 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【参考斜視図】 

【使用状態参考断面図１】 

【使用状態参考断面図２】 

【A-A線断面図】 

【B-B線断面拡大図】 

【使用状態参考断面図３】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【参考斜視図】 

【使用状態参考断面図１】 

【使用状態参考断面図２】 

【A-A線断面図】 

【B-B線断面拡大図】 

【使用状態参考断面図３】 

H22年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が部分意匠として意匠登録を受

けようとする部分である。（後略） 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が部分意匠として意匠登録を受

けようとする部分である。（後略） 



本意匠 関連意匠 

C2 

意匠登録第     号  1374670 

日本意匠分類  C5-41211   

意匠に係る物品  炊飯器 

： 

： 

意匠登録第     号  1375018 

日本意匠分類  C5-41211   

意匠に係る物品  炊飯器 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 
【右側面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【底面図】 

【内部機構を省略し

たＡ－Ａ’端面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【斜視図】 

【内部機構を省略し

たＡ－Ａ’端面図】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
端面図を含め実線で表された部分が、部分意匠と

して意匠登録を受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
端面図を含め実線で表された部分が、部分意匠と

して意匠登録を受けようとする部分である。 



本意匠 関連意匠 

C3 

意匠登録第     号  1374670 

日本意匠分類  C5-41211   

意匠に係る物品  炊飯器 

： 

： 

意匠登録第     号  1375019 

日本意匠分類  C5-41211   

意匠に係る物品  炊飯器 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 
【右側面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【底面図】 

【内部機構を省略し

たＡ－Ａ’端面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【内部機構を省略し

たＡ－Ａ’端面図】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
端面図を含め実線で表された部分が、部分意匠と

して意匠登録を受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
端面図を含め実線で表された部分が、部分意匠と

して意匠登録を受けようとする部分である。 



本意匠 関連意匠 

C4 

意匠登録第     号  1374670 

日本意匠分類  C5-41211   

意匠に係る物品  炊飯器 

： 

： 

意匠登録第     号  1375023 

日本意匠分類  C5-41211   

意匠に係る物品  炊飯器 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 
【右側面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【底面図】 

【内部機構を省略し

たＡ－Ａ’端面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【斜視図】 

【内部機構を省略し

たＡ－Ａ’端面図】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
端面図を含め実線で表された部分が、部分意匠と

して意匠登録を受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
端面図を含め実線で表された部分が、部分意匠と

して意匠登録を受けようとする部分である。 



本意匠 関連意匠 

C3 

意匠登録第     号  1387083 

日本意匠分類  C5-41211 

意匠に係る物品  炊飯器 

： 

： 

意匠登録第     号  1387558 

日本意匠分類  C5-41211 

意匠に係る物品  炊飯器 

： 

： 

【斜視図】 

【左側面図】 

【内部機構を省略した 

A-A’端面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【内部機構を省略した 

A-A’端面図】 

H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
端面図を含め、実線で表された部分が部分意匠と

して意匠登録を受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
端面図を含め、実線で表された部分が部分意匠と

して意匠登録を受けようとする部分である。 



本意匠 関連意匠 

C4 

意匠登録第     号  1387083 

日本意匠分類  C5-41211 

意匠に係る物品  炊飯器 

： 

： 

意匠登録第     号  1387559 

日本意匠分類  C5-41211 

意匠に係る物品  炊飯器 

： 

： 

【斜視図】 

【左側面図】 【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【内部機構を省略した 

A-A’端面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【内部機構を省略した 

A-A’端面図】 

H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
端面図を含め、実線で表された部分が部分意匠と

して意匠登録を受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
端面図を含め、実線で表された部分が部分意匠と

して意匠登録を受けようとする部分である。 



 

本意匠 関連意匠 

C6 

意匠登録第     号  1460957 

日本意匠分類  C5-4190 

意匠に係る物品  飲食容器用密封具 

： 

： 

意匠登録第     号   1461140 

日本意匠分類  C5-4190 

意匠に係る物品  飲食容器用密封具 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【使用状態参考図１】 

【斜視図】 【形状を示す参考斜視図】 

【背面図】 【使用状態参考図２】 【Ｂ－Ｂ断面図】 

【正面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【使用状態参考図１】 

【斜視図】 

【背面図】 【使用状態参考図２】 【Ｂ－Ｂ断面図】 

【形状を示す参考斜視図】 

意匠の説明： 
（前略）実線で表された部分が、部分意
匠として意匠登録を受けようとする部分
である。（中略）一点鎖線は、部分意匠
として意匠登録を受けようとする部分と
その他の部分との境界のみを示す線であ
る。（後略）  

意匠の説明： 
（前略）実線で表された部分が、部分意
匠として意匠登録を受けようとする部分
である。（中略）一点鎖線は、部分意匠
として意匠登録を受けようとする部分と
その他の部分との境界のみを示す線であ
る。（後略）  



本意匠 関連意匠 

C7 

意匠登録第     号  1505192 

日本意匠分類  C5-4192 

意匠に係る物品  なべ用柄 

： 

： 

意匠登録第     号   1505472 

日本意匠分類  C5-4192 

意匠に係る物品  なべ用柄 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 【斜視図】 

【右側面図】 【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 【斜視図】 

【右側面図】 

【背面図】 

意匠の説明： 
実線で表された部分が、 
部分意匠として意匠登録を受けようとする部分であ
る。青色で着色を施した部分以外の部分が、部分意
匠として意匠登録を受けようとする部分である。各
図の表面に表された濃淡は、いずれも立体表面の形
状を特定するためのものである。「背面図」は「正
面図」と同一に表れるため省略する。「左側面図」
は「右側面図」と同一に表れるため省略する。 

意匠の説明： 
実線で表された部分が、 
部分意匠として意匠登録を受けようとする部分であ
る。青色で着色を施した部分以外の部分が、部分意
匠として意匠登録を受けようとする部分である。各
図の表面に表された濃淡は、いずれも立体表面の形
状を特定するためのものである。「左側面図」は
「右側面図」と対称に表れるため省略する。 



 

 本意匠 関連意匠 

C8 

意匠登録第     号  1460476 

日本意匠分類  C6-1120 

意匠に係る物品  スプーン 

： 

： 

意匠登録第     号   1460682 

日本意匠分類  C6-1120 

意匠に係る物品  スプーン 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【Ａ－Ａ線拡大断面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【連結状態を示す     

参考斜視図】 

【斜視図１】 【斜視図２】 

【背面図】 

【連結状態を示す 

参考正面図】 

【Ｂ－Ｂ線断面図】 

【Ｃ－Ｃ線拡大断面図】 

【正面図】 

【Ａ－Ａ線拡大断面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【連結状態を示す     

参考斜視図】 

【斜視図１】 【斜視図２】 

【背面図】 

【連結状態を示す 

参考正面図】 

【Ｂ－Ｂ線断面図】 

【Ｃ－Ｃ線拡大断面図】 

意匠の説明： 
図面中、実線で表した部分が、部分意匠として
意匠登録を受けようとする部分である。 

意匠の説明： 
図面中、実線で表した部分が、部分意匠として
意匠登録を受けようとする部分である。 



本意匠 関連意匠 

C7 

意匠登録第     号  1327562 

日本意匠分類  C6-1130  

意匠に係る物品  飲食用フォーク 

： 

： 

意匠登録第     号  1328020 

日本意匠分類  C6-1120  

意匠に係る物品  飲食用スプーン 

： 

： 

本意匠 関連意匠 

【右側面図】 【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ拡大断面図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表された部分が部分意匠と

して意匠登録を受けようとする部分であ

る。一点鎖線は、部分意匠として意匠登録

を受けようとする部分とその他の部分との

境界のみを示す線である。 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表された部分が部分意匠と

して意匠登録を受けようとする部分であ

る。一点鎖線は、部分意匠として意匠登録

を受けようとする部分とその他の部分との

境界のみを示す線である。 



本意匠 関連意匠 

C3 

意匠登録第     号  1448413 

日本意匠分類  C6-13 

意匠に係る物品  飲料用ストロー 

： 

： 

意匠登録第     号   1448761 

日本意匠分類  C6-13 

意匠に係る物品  飲料用ストロー 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

意匠の説明 ： 
実線で現した部分が意匠登録を受けようとする意

匠部分である。（後略） 

意匠の説明 ： 
実線で現した部分が意匠登録を受けようとする意

匠部分である。（後略） 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1491783 

日本意匠分類  C6-211 ： 

意匠に係る物品 調理用ディッシャー ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が部分意匠として意匠登
録を受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が部分意匠として意匠登
録を受けようとする部分である。 

国際意匠分類  07-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  C6-211 ： 

意匠に係る物品  調理用ディッシャー ： 

国際意匠分類  07-02 ： 

1492147 

C6 

【底面図】 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 



本意匠 関連意匠 

C5 

意匠登録第     号  1421862 

日本意匠分類  C6-3110 

意匠に係る物品  包丁 

： 

： 

意匠登録第     号  1422081 

日本意匠分類  C6-3110 

意匠に係る物品  包丁 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

H22年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表された部分が部分意匠として意

匠登録を受けようとする部分である。 一点鎖線

は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部

分とその他の部分との境界のみを示す線である。 

意匠の説明 ： 
（後略）実線で表された部分が部分意匠として意

匠登録を受けようとする部分である。 一点鎖線

は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部

分とその他の部分との境界のみを示す線である。 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1546188 

日本意匠分類 C6-313 ： 

意匠に係る物品 皮むき器 ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が部分意匠として意匠登録を
受けようとする部分である。一点鎖線は、部分意
匠として意匠登録を受けようとする部分とその他
の部分の境界のみを示す線である。 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が部分意匠として意匠登録を
受けようとする部分である。一点鎖線は、部分意
匠として意匠登録を受けようとする部分とその他
の部分の境界のみを示す線である。 国際意匠分類 07-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 C6-313 ： 

意匠に係る物品 皮むき器 ： 

国際意匠分類 07-04 ： 

1546885 

C5 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【Ａ－Ａ切断部の刃 

及びガイド端面図】 

【Ｂ－Ｂ切断部の刃 

及びガイド端面図】 

【参考底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【Ａ－Ａ切断部の刃 

及びガイド端面図】 
【Ｂ－Ｂ切断部の刃 

及びガイド端面図】 

【参考底面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1601489 

日本意匠分類 C6-322 ： 

意匠に係る物品 調理用切削器 ： 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が部分意匠として意匠登録を
受けようとする部分である。（後略） 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が部分意匠として意匠登録を
受けようとする部分である。（後略） 

国際意匠分類 07-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 C6-322 ： 

意匠に係る物品 調理用切削器 ： 

国際意匠分類 07-04 ： 

1602233 

C4 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【底面図】 

【参考図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【底面図】 

【参考図】 【斜視図】 【斜視図】 

H28年度出願の部分意匠の関連意匠登録事例集 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1545611 

日本意匠分類 C6-349 ： 

意匠に係る物品 ブレンダー本体 ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を
実線で、それ以外の部分を破線で表した。意匠登
録を受けようとする部分を示す参考斜視図におい
て、薄墨を施した部分が部分意匠として登録を受
けようとする部分である。（後略） 

意匠の説明 ： 
部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を
実線で、それ以外の部分を破線で表した。意匠登
録を受けようとする部分を示す参考斜視図におい
て、薄墨を施した部分が部分意匠として登録を受
けようとする部分である。（後略） 

国際意匠分類 31-00 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 C6-349 ： 

意匠に係る物品 ブレンダー本体 ： 

国際意匠分類 31-00 ： 

1545897 

C7 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 
【底面図】 

【斜視図】 
【意匠登録を受けようとする 

部分を示す参考斜視図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 
【底面図】 

【斜視図】 
【意匠登録を受けようとする 

部分を示す参考斜視図】 



本意匠 関連意匠 

C5 

意匠登録第     号  1401645 

日本意匠分類  C6-4420 

意匠に係る物品  電磁誘導加熱調理器 

： 

： 

意匠登録第     号  1402048 

日本意匠分類  C6-4420 

意匠に係る物品  電磁誘導加熱調理器 

： 

： 

【左側面図】 

【ガラス部を示す 

参考図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 【斜視図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【ガラス部を示す 

参考図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 【斜視図】 

【右側面図】 

【背面図】 

H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受

けようとする部分である。ガラス部を示す参考図にお

いて斜線を施した部分はガラス部である。  

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受

けようとする部分である。ガラス部を示す参考図にお

いて斜線を施した部分はガラス部である。 



本意匠 関連意匠 

C6 

意匠登録第     号  1401645 

日本意匠分類  C6-4420 

意匠に係る物品  電磁誘導加熱調理器 

： 

： 

意匠登録第     号  1402049 

日本意匠分類  C6-4420 

意匠に係る物品  電磁誘導加熱調理器 

： 

： 

【左側面図】 

【ガラス部を示す 

参考図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 【斜視図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【ガラス部を示す 

参考図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 【斜視図】 

【右側面図】 

【背面図】 

H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受

けようとする部分である。ガラス部を示す参考図にお

いて斜線を施した部分はガラス部である。 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受

けようとする部分である。ガラス部を示す参考図にお

いて斜線を施した部分はガラス部である。  



本意匠 関連意匠 

C7 

意匠登録第     号  1401645 

日本意匠分類  C6-4420 

意匠に係る物品  電磁誘導加熱調理器 

： 

： 

意匠登録第     号  1402050 

日本意匠分類  C6-4420 

意匠に係る物品  電磁誘導加熱調理器 

： 

： 

【左側面図】 

【ガラス部を示す 

参考図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 【斜視図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【ガラス部を示す 

参考図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 【斜視図】 

【右側面図】 

【背面図】 

H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受

けようとする部分である。ガラス部を示す参考図にお

いて斜線を施した部分はガラス部である。 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受

けようとする部分である。ガラス部を示す参考図にお

いて斜線を施した部分はガラス部である。  



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1569860 

日本意匠分類 C6-4420 ： 

意匠に係る物品 埋込型コンロ ： 

意匠の説明 ： 
部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を
実線で、それ以外の部分を破線で表わした。（後
略） 

意匠の説明 ： 
部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を
実線で、それ以外の部分を破線で表わした。（後
略） 国際意匠分類 07-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 C6-4420 ： 

意匠に係る物品 埋込型コンロ ： 

国際意匠分類 07-02 ： 

1570100 

C5 

【底面図】 

 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【縮小斜視図】 

【平面図】 【ａ－ａ’部分における 

部分拡大図】 

【各部の名称を示す 

参考縮小平面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【不使用状態を示す 

参考縮小斜視図】 

【底面図】 

【背面図】 

【不使用状態を示す 

参考縮小斜視図】 

【ａ－ａ’、ｂ－ｂ’部

分における部分拡大図】 

【左側面図】 

【背面図】 

【縮小斜視図】 

【各部の名称を示す 

参考縮小平面図】 

H28年度出願の部分意匠の関連意匠登録事例集 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1493313 

日本意匠分類  C6-4510 ： 

意匠に係る物品 ガスコンロ ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受け
ようとする部分である。（後略） 

意匠の説明 ： 
色彩を付して表した部分が、部分意匠として意匠登録
を受けようとする部分である。（後略） 

国際意匠分類  07-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  C6-4510 ： 

意匠に係る物品  ガスコンロ ： 

国際意匠分類  07-02 ： 

1493498 

C7 

【底面図】 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【背面図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【背面図】 

【斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1538162 

日本意匠分類 C6-4510 ： 

意匠に係る物品 ガスこんろ ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が部分意匠として意匠登録を
受けようとする部分である。「Ｄ－Ｅ部分におけ
るＣ－Ｃ線拡大断面図」において、実線・破線交
互のハッチングで表される部分は透明である。
（後略） 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が部分意匠として意匠登録を
受けようとする部分である。「Ｄ－Ｅ部分におけ
るＣ－Ｃ線拡大断面図」において、実線・破線交
互のハッチングで表される部分は透明である。
（後略） 

国際意匠分類 07-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 C6-4510 ： 

意匠に係る物品 ガスこんろ ： 

国際意匠分類 07-02 ： 

1538277 

C6 

【底面図】 

 

【正面図】 

【Ｆ－Ｆ部分拡大斜視図】 

【Ａ－Ｂ部分拡大図】 

【右側面図】 

【斜視図】 【平面図】 

【Ｄ－Ｅ部分における 

Ｃ－Ｃ線拡大断面図】 

【斜視図】 【平面図】 【Ａ－Ｂ部分拡大図】 

【Ｄ－Ｅ部分における 

Ｃ－Ｃ線拡大断面図】 【正面図】 【右側面図】 

【Ｆ－Ｆ部分拡大斜視図】 【底面図】 



本意匠 関連意匠 

C5 

意匠登録第     号  1392768 

日本意匠分類  C6-51340   

意匠に係る物品  冷蔵庫 

： 

： 

意匠登録第     号  1392949 

日本意匠分類  C6-51340   

意匠に係る物品  冷蔵庫 

： 

： 

【正面図】 
【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 【斜視図】 

【内部機構を省略し

たＡ－Ａ端面図】 

【通電状態を示

した参考図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 【斜視図】 【背面図】 

【内部機構を省略し

たＡ－Ａ端面図】 

【通電状態を示

した参考図】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を

受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を

受けようとする部分である。 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1552818 

日本意匠分類 C6-52 ： 

意匠に係る物品 製氷機 ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録
を受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録
を受けようとする部分である。 

国際意匠分類 31-00 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 C6-52 ： 

意匠に係る物品 製氷機 ： 

国際意匠分類 31-00 ： 

1552936 

C7 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【縮小斜視図】 

【Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ線 

組合せ断面図】 

【右側面図】 

【背面図】 【底面図】 

【参考正面図】 【縮小斜視図】 【平面図】 【参考正面図】 

【左側面図】 【正面図】 【右側面図】 

【Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ線 

組合せ断面図】 【底面図】 【背面図】 



本意匠 関連意匠 

C8 

意匠登録第     号  1387291 

日本意匠分類  C6-710  

意匠に係る物品  食器洗浄乾燥機 

： 

： 

意匠登録第     号  1387594 

日本意匠分類  C6-710  

意匠に係る物品  食器洗浄乾燥機 

： 

： 

【参考拡大斜視図】 【斜視図】 

【背面図】 【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【参考拡大斜視図】 【斜視図】 

【背面図】 【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を

受けようとする部分である。（後略） 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を

受けようとする部分である。（後略） 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1514053 

日本意匠分類  C7-00 ： 

意匠に係る物品 鏡餅用屏風飾り ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠
登録を受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠
登録を受けようとする部分である。 

国際意匠分類  10-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  C7-00 ： 

意匠に係る物品  鏡餅用屏風飾り ： 

国際意匠分類  10-05 ： 

1514420 

C8 

【底面図】 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【縮小展開図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【縮小展開図】 


