
Fグループ
本意匠 関連意匠

F0
F1
F2 F2-01 Ｈ２５年度 1519261 指サック F2-01 1519603 指サック

F2-1120 Ｈ２６年度 1520295 ボールペン F2-1120 1521092 ボールペン
F2-11930 Ｈ２３年度 1458223 マーキングペン用ペン先 F2-11930 1458501 マーキングペン用ペン先
F2-11930 Ｈ２４年度 1471044 マーキングペン用ペン先 F2-11930 1471206 マーキングペン用ペン先
F2-2210    Ｈ１９年度 1352451 印判 F2-2210    1352634 印判
F2-22900 Ｈ２７年度 1549533 スタンプ作成機用印材ホルダー F2-22900 1550079 スタンプ作成機用印材ホルダー
F2-623 Ｈ２４年度 1469579 ファイル用綴じ具 F2-623 1469831 ファイル用綴じ具
F2-632     Ｈ２０年度 1381611 事務用クリップ F2-632     1382035 事務用クリップ
F2-81410 Ｈ２７年度 1539145 テープカッター F2-81410 1552071 テープカッター

F3 F3-211 Ｈ２２年度 1402135 ノート F3-211 1415498 ノート
F3-211 Ｈ２６年度 1541648 手帳 F3-211 1542015 手帳
F3-310 Ｈ２７年度 1569886 書籍 F3-310 1570107 書籍

F4 F4-100 Ｈ２６年度 1513380 包装用紙 F4-100 1513492 包装用紙
F4-200     Ｈ２０年度 1355278 ラベル F4-200     1355634 ラベル
F4-200     Ｈ２０年度 1355278 ラベル F4-200     1387573 製剤容器用ラベル
F4-300 Ｈ２４年度 1487924 包装用台紙 F4-300 1488533 包装用台紙
F4-300 Ｈ２６年度 1516450 包装用台紙 F4-300 1516720 包装用台紙
F4-31 Ｈ２６年度 1526017 包装用台紙 F4-31 1526707 包装用台紙
F4-32 Ｈ２１年度 1402329 包装用容器 F4-32      1402574 包装用容器
F4-32 Ｈ２８年度 1566188 包装用容器 F4-32 1566335 包装用容器
F4-400 Ｈ２１年度 1383863 包装用袋 F4-400     1384055 包装用袋
F4-400 Ｈ２１年度 1396725 包装用袋 F4-400     1397026 包装用袋
F4-400 Ｈ２１年度 1396725 包装用袋 F4-400     1397027 包装用袋
F4-401     Ｈ２０年度 1375265 包装用袋 F4-401     1375520 包装用袋
F4-401 Ｈ２３年度 1450020 包装用袋 F4-401 1450308 包装用袋
F4-401 Ｈ２８年度 1572951 包装用袋 F4-401 1579997 包装用袋
F4-43 Ｈ２１年度 1390879 包装用袋 F4-43      1402127 包装用袋
F4-43 Ｈ２７年度 1546348 包装用袋 F4-43 1559268 包装用袋
F4-710 Ｈ２３年度 1448539 包装用容器 F4-710 1448771 包装用容器
F4-710 Ｈ２５年度 1484971 包装用容器 F4-710 1492186 包装用容器
F4-711     Ｈ１９年度 1339302 包装用箱 F4-711     1339567 包装用箱
F4-711     Ｈ１９年度 1339302 包装用箱 F4-711     1339568 包装用箱



F4-711 Ｈ２１年度 1384427 包装用箱 F4-711     1384651 包装用箱
F4-711 Ｈ２１年度 1384427 包装用箱 F4-711     1384652 包装用箱
F4-711 Ｈ２１年度 1384427 包装用箱 F4-711     1384653 包装用箱
F4-711 Ｈ２２年度 1430938 包装用箱 F4-711 1431243 包装用箱
F4-711 Ｈ２３年度 1445339 包装用缶 F4-711 1450349 包装用缶
F4-711 Ｈ２３年度 1445339 包装用缶 F4-711 1450351 包装用缶
F4-711 Ｈ２５年度 1483181 包装用箱 F4-711 1483494 包装用箱
F4-711 Ｈ２７年度 1564609 包装用箱 F4-711 1564906 包装用箱
F4-712     Ｈ２０年度 1366837 包装用缶 F4-712     1367120 包装用缶
F4-712 Ｈ２５年度 1488213 包装用缶 F4-712 1488523 包装用缶
F4-712 Ｈ２７年度 1549303 包装容器 F4-712 1550106 包装容器
F4-713     Ｈ１９年度 1321615 包装用容器 F4-713     1322330 包装用容器
F4-713 Ｈ２７年度 1553286 包装用容器 F4-713 1553385 包装用容器
F4-7140    Ｈ２０年度 1356840 包装用容器 F4-7140    1357130 包装用容器
F4-7140    Ｈ２０年度 1356840 包装用容器 F4-7140    1357131 包装用容器
F4-7140    Ｈ２０年度 1356840 包装用容器 F4-7140    1357132 包装用容器
F4-7140 Ｈ２２年度 1415314 包装用容器 F4-7140 1415575 包装用容器
F4-715 Ｈ２８年度 1566518 包装用容器 F4-715 1566731 包装用容器
F4-72 Ｈ２６年度 1512413 包装用箱 F4-72 1512596 包装用箱
F4-730 Ｈ２３年度 1459517 包装用容器 F4-730 1460009 包装用容器
F4-730 Ｈ２３年度 1459519 包装用容器 F4-730 1460010 包装用容器
F4-730 Ｈ２３年度 1459520 包装用容器 F4-730 1460011 包装用容器
F4-730 Ｈ２６年度 1517867 包装用容器 F4-730 1518571 包装用容器
F4-731     Ｈ２０年度 1384332 包装用容器 F4-731     1384641 包装用容器
F4-731 Ｈ２２年度 1446506 包装用容器 F4-731 1446983 包装用容器
F4-731 Ｈ２２年度 1446506 包装用容器 F4-731 1446984 包装用容器
F4-731 Ｈ２５年度 1497195 包装用容器 F4-731 1497623 包装用容器
F4-731 Ｈ２７年度 1553732 包装用容器 F4-731 1553894 包装用容器
F4-731 Ｈ２７年度 1555504 包装用容器 F4-731 1556501 包装用容器
F4-731 Ｈ２８年度 1573627 包装用容器 F4-731 1573865 包装用容器
F4-740 Ｈ２６年度 1518857 包装用容器 F4-740 1519061 包装用容器
F4-750 Ｈ２３年度 1437929 塗布具付き化粧料用容器 F4-750 1438169 塗布具付き化粧料用容器
F4-770 Ｈ２６年度 1516884 包装用容器 F4-770 1517253 包装用容器
F4-91200   Ｈ１９年度 1354070 包装用容器の蓋 F4-91200   1354228 包装用容器の蓋
F4-91200   Ｈ２０年度 1383074 包装用容器のふた F4-91200   1383441 包装用容器のふた
F4-91200 Ｈ２３年度 1435247 包装用容器の蓋 F4-91200 1435385 包装用容器の蓋



F4-91200 Ｈ２３年度 1435247 包装用容器の蓋 F4-91200 1435386 包装用容器の蓋
F4-91200 Ｈ２６年度 1524457 包装用容器の蓋 F4-91200 1524624 包装用容器の蓋
F4-923 Ｈ２２年度 1426780 包装用提げ手 F4-923 1426977 包装用提げ手
F4-924 Ｈ２８年度 1590029 陳列用吊下げ具 F4-924 1590266 陳列用吊下げ具

F5 F5-210 Ｈ２６年度 1536843 商品陳列用ユニットケース F5-210 1551190 商品陳列用ユニットケース
F5-2101 Ｈ２４年度 1460420 商品陳列台 F5-2101 1474342 商品陳列台
F5-2102 Ｈ２７年度 1562482 カタログケース F5-2102 1562721 カタログケース
F5-2121 Ｈ２３年度 1411999 マネキン人形 F5-2121 1433805 マネキン人形
F5-2312 Ｈ２４年度 1471500 冷蔵冷凍ショーケース F5-2312 1471780 冷蔵冷凍ショーケース



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1519261 

日本意匠分類  F2-01 ： 

意匠に係る物品  指サック ： 

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
う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  02-06 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  F2-01 ： 

意匠に係る物品  指サック ： 

国際意匠分類  02-06 ： 

 1519603 

F1 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【斜視図】 

 

【左側面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1520295 

日本意匠分類 F2-1120 ： 

意匠に係る物品 ボールペン ： 

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。（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。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 19-06 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 F2-1120 ： 

意匠に係る物品 ボールペン ： 

国際意匠分類 19-06 ： 

1521092 

F1 

【平面図】 

【正面図】 

 

【斜視図】 

【背面図】 

【底面図】 

【先軸部の参考部分拡大斜視図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【斜視図】 

【背面図】 

【底面図】 

【先軸部の参考部分拡大斜視図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【内部機構を省略した 

Ａ－Ａ拡大端面図】 



本意匠 関連意匠 

F1 

意匠登録第     号  1458223 

日本意匠分類  F2-11930 ： 

意匠に係る物品  マーキングペン用ペン先 ： 

意匠登録第     号  1458501 

日本意匠分類  F2-11930 ： 

意匠に係る物品  マーキングペン用ペン先 ： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【使用状態を示す参考平面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【使用状態を示す参考平面図】 

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。（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

部分の境界のみを示す線である。（後略） 



  
 

本意匠 関連意匠 

F1 

意匠登録第     号  1471044 

日本意匠分類  F2-11930 ： 

意匠に係る物品  マーキングペン用ペン先 ： 

日本意匠分類  F2-11930 ： 

意匠に係る物品  マーキングペン用ペン先 ： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ端面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【底面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ端面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【底面図】 

意匠登録第     号  1471206 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。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。（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。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。（後略） 



本意匠 関連意匠 

F1 

意匠登録第     号  1352451 

日本意匠分類  F2-2210  

意匠に係る物品  印判 

： 

： 

意匠登録第     号  1352634 

日本意匠分類  F2-2210  

意匠に係る物品  印判 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【Ｂ－Ｂ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 1549533 

日本意匠分類 F2-22900 ： 

意匠に係る物品 スタンプ作成機用印材ホルダー ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分は、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
の部分との境界のみを示す線である。 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分は、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
の部分との境界のみを示す線である。 

国際意匠分類 19-99 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 F2-22900 ： 

意匠に係る物品 スタンプ作成機用印材ホルダー ： 

国際意匠分類 19-99 ： 

1550079 

F1 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【右側面斜視図】 

【底面図】 【背面図】 
【使用状態を示す

参考図】 

【左側面斜視図】 

【Ａ－Ａ 

断面図】 

【左側面斜視図】 【平面図】 【右側面斜視図】 

【Ａ－Ａ 

断面図】 
【左側面図】 【正面図】 【右側面図】 

【使用状態を示す

参考図】 【底面図】 【背面図】 



  
 

 

本意匠 関連意匠 

F2 

意匠登録第     号  1469579 

日本意匠分類  F2-623 

意匠に係る物品  ファイル用綴じ具 

： 

： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  F2-623 

意匠に係る物品  ファイル用綴じ具 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【使用状態を示

す参考図】 

【底面図】 

【左側面図】 【背面図】 

【綴じ部材を開いた状

態を示す参考斜視図】 

 1469831 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【使用状態を示

す参考図】 

【底面図】 

【左側面図】 【背面図】 

【綴じ部材を開いた状

態を示す参考斜視図】 

意匠の説明 ： 
本物品は、図面中実線であらわされた部分

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。図面中１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

それ以外の部分との境界を示す。 

意匠の説明 ： 
本物品は、図面中実線であらわされた部分

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。図面中１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

それ以外の部分との境界を示す。 



本意匠 関連意匠 

F1 

意匠登録第     号  1381611 

日本意匠分類  F2-632 

意匠に係る物品  事務用クリップ 

： 

： 

意匠登録第     号  1382035 

日本意匠分類  F2-632 

意匠に係る物品  事務用クリップ 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【紙に挟んだときの参考図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【紙に挟んだときの参考図】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）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。 

意匠の説明 ： 
（前略）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。 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1539145 

日本意匠分類 F2-81410 ： 

意匠に係る物品 テープカッター ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
薄赤色で塗りつぶ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。 

意匠の説明 ： 
薄赤色で塗りつぶ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。 国際意匠分類 19-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 F2-81410 ： 

意匠に係る物品 テープカッター ： 

国際意匠分類 19-02 ： 

1552071 

F2 

【平面図】 

【正面図】 

 

【右側面斜視図】 

【背面図】 【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【右側面斜視図】 【平面図】 

【左側面図】 【正面図】 【右側面図】 

【底面図】 【背面図】 



本意匠 関連意匠 

F1 

意匠登録第     号  1402135 

日本意匠分類  F3-211 

意匠に係る物品  ノート 

： 

： 

意匠登録第     号  1415498 

日本意匠分類  F3-211 

意匠に係る物品  ノート 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【C-C部におけるA-A
拡大端面図】 【D-D部拡大図】 

【C-C部におけるB-B
拡大端面図】 

【裏表紙を開いた状

態の背面図】 
【各部の名称を示すD

-D部参考拡大図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【C-C部におけるA-A
拡大端面図】 【D-D部拡大図】 

【C-C部におけるB-B
拡大端面図】 

【裏表紙を開いた状

態の背面図】 

【各部の名称を示すD
-D部参考拡大図】 

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。端面図及び拡大

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。端面図及び拡大

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 1541648 

日本意匠分類 F3-211 ： 

意匠に係る物品 手帳 ： 

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。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。 

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。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。 

国際意匠分類 03-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 F3-211 ： 

意匠に係る物品 手帳 ： 

国際意匠分類 03-01 ： 

1542015 

F2 

【平面図】 

【正面図】 

 

【参考斜視図】 

【背面図】 

【底面図】 

【綴じ紐を取り付ける前 

の状態を示す参考正面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【Ａ－Ａ切断部端面図】 

【Ｂ－Ｂ切断部

拡大端面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【綴じ紐を取り付ける前 

の状態を示す参考正面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【Ａ－Ａ切断部端面図】 

【Ｂ－Ｂ切断部

拡大端面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1569886 

日本意匠分類 F3-310 ： 

意匠に係る物品 書籍 ： 

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。「意匠登録を受けよ
うとする部分を表した参考正面図」及び「意匠登
録を受けようとする部分を表した参考斜視図」に
おいて黄色で着色した部分が、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。「意匠登録を受けよ
うとする部分を表した参考正面図」及び「意匠登
録を受けようとする部分を表した参考斜視図」に
おいて黄色で着色した部分が、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 19-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 F3-310 ： 

意匠に係る物品 書籍 ： 

国際意匠分類 19-04 ： 

1570107 

F3 

【平面図】 

【正面図】 

 

【閉じた状態で脚部を 

曲げて立てた時の斜視図】 

【底面図】 

【開いた状態で脚部を 

曲げて立てた時の斜視図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【意匠登録を受けようとする

部分を表した参考正面図】 

【意匠登録を受けようとする 

部分を表した参考斜視図】 

【閉じた状態で脚部を 

曲げて立てた時の斜視図】 【平面図】 

【開いた状態で脚部を 

曲げて立てた時の斜視図】 

【左側面図】 【正面図】 【右側面図】 

【意匠登録を受けようとする

部分を表した参考正面図】 【底面図】 
【意匠登録を受けようとする 

部分を表した参考斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1513380 

日本意匠分類 F4-100 ： 

意匠に係る物品 包装用紙 ： 

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 05-06 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 F4-100 ： 

意匠に係る物品 包装用紙 ： 

国際意匠分類 05-06 ： 

1513492 

F3 

【平面図】 

【正面図】 

 

【使用状態を示す参考図１】 

【底面図】 

【使用状態を示す参考図２】 

【左側面図】 【表示部を示す参考正面図】 

【表示部を示す参考背面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【使用状態を示す参考図１】 

【底面図】 

【使用状態を示す参考図２】 

【左側面図】 【表示部を示す参考正面図】 

【表示部を示す参考背面図】 



本意匠 関連意匠 

F2 

意匠登録第     号  1355278 

日本意匠分類  F4-200 

意匠に係る物品  ラベル 

： 

： 

意匠登録第     号  1355634 

日本意匠分類  F4-200 

意匠に係る物品  ラベル 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【参考正面透視図】 【各部の名称を示す参考正面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【各部の名称を示す参考正面図】 【参考正面透視図】 

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。正面図及び背面図

における１点鎖線は、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。

（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。正面図における１

点鎖線は、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。（後略） 



本意匠 関連意匠 

F3 

意匠登録第     号  1355278 

日本意匠分類  F4-200 

意匠に係る物品  ラベル 

： 

： 

意匠登録第     号  1387573 

日本意匠分類  F4-200 

意匠に係る物品  製剤容器用ラベル 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【参考正面透視図】 【各部の名称を示す参考正面図】 

【表面図】 

【裏面図】 

【使用状態を示す参考図】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表された３つの副片（剥離部）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。正面図及び背面図

における１点鎖線は、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。

（後略） 



本意匠 関連意匠 

F3 

意匠登録第     号  1487924 

日本意匠分類  F4-300 

意匠に係る物品  包装用台紙 

： 

： 

意匠登録第     号  1488533 

日本意匠分類  F4-300 

意匠に係る物品  包装用台紙 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【使用状態を

示す参考図】 

【背面図】 

【底面図】 

【使用状態を示す

参考縮小展開図】 
【展開した状態の

縮小背面図】 

【展開した状態の

縮小正面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【使用状態を

示す参考図】 

【背面図】 

【底面図】 

【使用状態を示す

参考縮小展開図】 
【展開した状態の

縮小背面図】 

【展開した状態の

縮小正面図】 

意匠の説明 ： 
実線で囲まれた部分（その内側の模様部分を含

む）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。色彩を表さない部分は白色である。 

意匠の説明 ： 
実線で囲まれた部分（その内側の模様部分を含

む）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。色彩を表さない部分は白色である。 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1516450 

日本意匠分類 F4-300 ： 

意匠に係る物品 包装用台紙 ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分（一点鎖線で囲まれた部分）
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。（後略） 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分（一点鎖線で囲まれた部分）
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。（後略） 

国際意匠分類 09-99 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 F4-300 ： 

意匠に係る物品 包装用台紙 ： 

国際意匠分類 09-99 ： 

1516720 

F4 

【表面図】 

 

【表面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1526017 

日本意匠分類 F4-31 ： 

意匠に係る物品 包装用台紙 ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
写真において赤色で塗りつぶ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。 

意匠の説明 ： 
写真において赤色で塗りつぶ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。 国際意匠分類 09-99 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 F4-31 ： 

意匠に係る物品 包装用台紙 ： 

国際意匠分類 09-99 ： 

1526707 

F5 

【表面図】 

【裏面図】 

 

【表面図】 

【裏面図】 



本意匠 関連意匠 

F1 

意匠登録第     号  1402329 

日本意匠分類  F4-32 

意匠に係る物品  包装用容器 

： 

： 

意匠登録第     号  1402574 
 

日本意匠分類   F4-32       

意匠に係る物品  包装用容器 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 
【正面・平面・右側面 

   側からの斜視図】 

【ａ－ａ’，ｂ－ｂ’ 

     部分拡大図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【ｃ－ｃ’，ｄ 

  －ｄ’部分に 

  おけるＡ－Ａ 

   拡大断面図】 

【ｃ－ｃ’，ｄ－ｄ’ 

  部分におけるＢ－ 

    Ｂ拡大断面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【ａ－ａ’，ｂ－ｂ’ 

     部分拡大図】 

【ｃ－ｃ’，ｄ－ｄ’ 

  部分におけるＢ－ 

    Ｂ拡大断面図】 

【正面・平面・右側面 

   側からの斜視図】 

H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【ｃ－ｃ’，ｄ 

  －ｄ’部分に 

  おけるＡ－Ａ 

   拡大断面図】 

意匠の説明 ： 
（前略）各断面図を除く図面において、部分意匠

として意匠登録を受けようとする部分以外の部分

には薄赤色を施した。各断面図において、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。 

意匠の説明 ： 
（前略）各断面図を除く図面において、部分意匠

として意匠登録を受けようとする部分以外の部分

には薄赤色を施した。各断面図において、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。 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1566188 

日本意匠分類 F4-32 ： 

意匠に係る物品 包装用容器 ： 

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。一点鎖線は、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。（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。一点鎖線は、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。（後略） 

国際意匠分類 09-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 F4-32 ： 

意匠に係る物品 包装用容器 ： 

国際意匠分類 09-05 ： 

1566335 

F1 

 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 【背面図】 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 【背面図】 

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 

F2 

意匠登録第     号  1383863 

日本意匠分類  F4-400 

意匠に係る物品  包装用袋 

： 

： 

意匠登録第     号  1384055 

日本意匠分類  F4-400      

意匠に係る物品  包装用袋 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【稜線を表わした 

    参考斜視図】 

【マチ部を広げて液体を 

  収容した参考斜視図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 

【Ｃ－Ｃ断面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 

【Ｃ－Ｃ断面図】 

【マチ部を広げて液体を 

  収容した参考斜視図】 【稜線を表わした 

    参考斜視図】 

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 

F3 

意匠登録第     号  1396725 

日本意匠分類   F4-400 

意匠に係る物品  包装用袋 

： 

： 

意匠登録第     号  1397026 

日本意匠分類  F4-400  

意匠に係る物品  包装用袋 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【Ａ－Ｂ部分拡大図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【Ａ－Ｂ部分拡大図】 

H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）正面図に示されるように、一点鎖線で囲ま

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。さらに、正面図に示される一点鎖線

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）正面図に示されるように、一点鎖線で囲ま

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。さらに、正面図に示される一点鎖線

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 

F4 

意匠登録第     号  1396725 

日本意匠分類  F4-400 

意匠に係る物品  包装用袋 

： 

： 

意匠登録第     号  1397027 

日本意匠分類  F4-400  

意匠に係る物品  包装用袋 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【Ａ－Ｂ部分拡大図】 【Ａ－Ｂ部分拡大図】 

H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）正面図に示されるように、一点鎖線で囲ま

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。さらに、正面図に示される一点鎖線

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）正面図に示されるように、一点鎖線で囲ま

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。さらに、正面図に示される一点鎖線

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 

F4 

意匠登録第     号  1375265 

日本意匠分類  F4-401 

意匠に係る物品  包装用袋 

： 

： 

意匠登録第     号  1375520 

日本意匠分類  F4-401 

意匠に係る物品  包装用袋 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ拡大断面図】 

【参考正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 【参考正面図】 

【Ａ－Ａ拡大断面図】 

【斜視図】 

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） 



【右側面図】 

本意匠 関連意匠 

F2 

意匠登録第     号  1450020 

日本意匠分類  F4-401 

意匠に係る物品  包装用袋 

： 

： 

意匠登録第     号  1450308 

日本意匠分類  F4-401 

意匠に係る物品  包装用袋 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【正面図中央 

縦断面図】 【背面図】 

【底面図】 

【要部の名称を示した参

考正面図中央横断面図】 

【表側シール層のシール

部分を示した参考図】 

【正面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【正面図中央 

縦断面図】 【背面図】 

【底面図】 

【要部の名称を示した参

考正面図中央横断面図】 

【表側シール層のシール

部分を示した参考図】 

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。本物品は全体が透

明である。  

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。本物品は全体が透

明である。  



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1572951 

日本意匠分類 F4-401 ： 

意匠に係る物品 包装用袋 ： 

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。一点鎖線で囲まれた
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。（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。一点鎖線で囲まれた
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。（後略） 

国際意匠分類 09-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 F4-401 ： 

意匠に係る物品 包装用袋 ： 

国際意匠分類 09-05 ： 

1579997 

F2 

【平面図】 

【正面図】 

 

【斜視図】 
【背面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【使用状態を示す

参考図】 

【Ｃ－Ｃ部分拡大図】 【平面図】 

【正面図】 

【斜視図】 
【背面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【使用状態を示す

参考図】 

【Ｃ－Ｃ部分拡大図】 

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 

F5 

意匠登録第     号  1390879 

日本意匠分類  F4-43 

意匠に係る物品  包装用袋 

： 

： 

意匠登録第     号  1402127 

日本意匠分類  F4-43       

意匠に係る物品  包装用袋 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【使用状態を示す参考斜視図】 

【使用状態を示す参考斜視図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【使用状態を示す参考斜視図】 

【使用状態を示す参考斜視図】 

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。（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 意匠登録第     号 1546348 

日本意匠分類 F4-43 ： 

意匠に係る物品 包装用袋 ： 

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。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。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。 

国際意匠分類 09-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 F4-43 ： 

意匠に係る物品 包装用袋 ： 

国際意匠分類 09-05 ： 

1559268 

F4 

【平面図】 

 

【使用状態を示す

参考斜視図】 
【右側面図】 

【底面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【使用状態を示す

参考斜視図】 【正面図】 【右側面図】 

【底面図】 



本意匠 関連意匠 

F3 

意匠登録第     号  1448539 

日本意匠分類  F4-710 

意匠に係る物品  包装用容器 

： 

： 

意匠登録第     号  1448771 

日本意匠分類  F4-710 

意匠に係る物品  包装用容器 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

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。 

意匠の説明 ： 
緑色に着色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。図面の

表面部に表された濃淡は、いずれも立体表面の形

状を表すものである。 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1484971 

日本意匠分類  F4-710 ： 

意匠に係る物品  包装用容器 ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
赤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。図面表面部に
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。 

意匠の説明 ： 
朱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。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。 

国際意匠分類  09-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  F4-710 ： 

意匠に係る物品  包装用容器 ： 

国際意匠分類  09-01 ： 

1492186 

F2 

【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

 

【平面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【右上方斜視図】 

【左側面図】 



本意匠 関連意匠 

F2 

意匠登録第     号  1339302 

日本意匠分類  F4-711 

意匠に係る物品  包装用箱 

： 

： 

意匠登録第     号  1339567 
 

日本意匠分類  F4-711  

意匠に係る物品  包装用箱 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【展開図】 

【斜視図】 【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【展開図】 

【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 ： 
（前略）実線で表わ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、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 ： 
（前略）実線で表わ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、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。 



【展開図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【展開図】 

本意匠 関連意匠 

F3 

意匠登録第     号  1339302 

日本意匠分類  F4-711 

意匠に係る物品  包装用箱 

： 

： 

意匠登録第     号  1339568 
 

日本意匠分類  F4-711  

意匠に係る物品  包装用箱 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【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 ： 
（前略）実線で表わ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、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 ： 
（前略）実線で表わ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、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。 



本意匠 関連意匠 

F6 

意匠登録第     号  1384427 

日本意匠分類  F4-711 

意匠に係る物品  包装用箱 

： 

： 

意匠登録第     号  1384651 

日本意匠分類  F4-711  

意匠に係る物品  包装用箱 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 
【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【フラップを切り離した 

   状態の参考正面図】 

【縮小展開図】 

【正面・平面・右側 

  面側からの斜視図】 

【フラップを切り離した 

   状態の参考正面図】 

【縮小展開図】 

【Ａ－Ａ拡大端面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ拡大端面図】 

【正面・平面・右側 

  面側からの斜視図】 

H21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。各図に

おいて表れる一点鎖線は、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。 

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。各図に

おいて表れる一点鎖線は、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。 



本意匠 関連意匠 

F7 

意匠登録第     号  1384427 

日本意匠分類  F4-711 

意匠に係る物品  包装用箱 

： 

： 

意匠登録第     号  1384652 

日本意匠分類  F4-711      

意匠に係る物品  包装用箱 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 
【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【正面・平面・右側 

  面側からの斜視図】 

【フラップを切り離した 

   状態の参考正面図】 

【縮小展開図】 

【Ａ－Ａ拡大端面図】 

【フラップを切り離した 

   状態の参考正面図】 

【縮小展開図】 

【Ａ－Ａ拡大端面図】 

【正面・平面・右側 

  面側からの斜視図】 

H21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。各図に

おいて表れる一点鎖線は、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。 

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。各図に

おいて表れる一点鎖線は、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。 



本意匠 関連意匠 

F8 

意匠登録第     号  1384427 

日本意匠分類  F4-711 

意匠に係る物品  包装用箱 

： 

： 

意匠登録第     号   1384653      

日本意匠分類   F4-711      

意匠に係る物品  包装用箱 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 
【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【正面・平面・右側 

  面側からの斜視図】 

【フラップを切り離した 

   状態の参考正面図】 

【縮小展開図】 

【Ａ－Ａ拡大端面図】 

【フラップを切り離した 

   状態の参考正面図】 

【縮小展開図】 

【Ａ－Ａ拡大端面図】 

【正面・平面・右側 

  面側からの斜視図】 

H21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。各図に

おいて表れる一点鎖線は、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。 

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。各図に

おいて表れる一点鎖線は、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。 



本意匠 関連意匠 

F2 

意匠登録第     号  1430938 

日本意匠分類  F4-711 

意匠に係る物品  包装用箱 

： 

： 

意匠登録第     号  1431243 

日本意匠分類  F4-711 

意匠に係る物品  包装用箱 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【底面図】 【縮小展開図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【底面図】 【縮小展開図】 

【右側面図】 

H22年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
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 

F4 

意匠登録第     号  1445339 

日本意匠分類  F4-711 

意匠に係る物品  包装用缶 

： 

： 

意匠登録第     号  1450349 

日本意匠分類  F4-711 

意匠に係る物品  包装用缶 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 【Ｂ－Ｂ線断面図】 

【Ｃ－Ｄ部拡大図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 【Ｂ－Ｂ線断面図】 

【Ｃ－Ｄ部拡大図】 

【Ｅ部拡大図】 

意匠の説明 ： 
実線で表わされた部分が、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 ： 
実線で表わされた部分が、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 

F5 

意匠登録第     号  1445339 

日本意匠分類  F4-711 

意匠に係る物品  包装用缶 

： 

： 

意匠登録第     号  1450351 

日本意匠分類  F4-711 

意匠に係る物品  包装用缶 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 【Ｂ－Ｂ線断面図】 

【Ｃ－Ｄ部拡大図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 【Ｂ－Ｂ線断面図】 

【Ｃ－Ｄ部拡大図】 

【Ｅ部拡大図】 

意匠の説明 ： 
実線で表わされた部分が、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 ： 
実線で表わされた部分が、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  1483181 

日本意匠分類  F4-711 ： 

意匠に係る物品 包装用箱 ： 

H25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
は、正面図全体に表された模様である。右側面図
は左側面図と、底面図は平面図と同一に表れるた
め省略する。 

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
は、正面図全体に表された模様である。右側面図
は左側面図と、底面図は平面図と同一に表れるた
め省略する。 

国際意匠分類  09-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  F4-711 ： 

意匠に係る物品  包装用箱 ： 

国際意匠分類  09-01 ： 

1483494 

F3 

【背面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【背面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1564609 

日本意匠分類 F4-711 ： 

意匠に係る物品 包装用箱 ： 

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。登録を受けようとする
部分を示す参考縮小展開図において薄墨を施した
部分が、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。登録を受けようとする
部分を示す参考縮小展開図において薄墨を施した
部分が、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 09-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 F4-711 ： 

意匠に係る物品  包装用箱 ： 

国際意匠分類 09-03 ： 

1564906 

F5 

【使用状態を示す 

参考斜視図２】 

 

【平面図】 

【正面図】 

【登録を受けようと 

する部分を示す 

参考縮小展開図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【縮小展開図】 

【底面図】 

【斜視図】 【参考斜視図】 

【使用状態を示す 

参考斜視図２】 

【平面図】 

【正面図】 

【登録を受けようと 

する部分を示す 

参考縮小展開図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【縮小展開図】 

【底面図】 

【斜視図】 【参考斜視図】 



本意匠 関連意匠 

F5 

意匠登録第     号  1366837 

日本意匠分類  F4-712 

意匠に係る物品  包装用缶 

： 

： 

意匠登録第     号  1367120 

日本意匠分類  F4-712 

意匠に係る物品  包装用缶 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【Ａ－Ａ断面図】 

【Ｂ－Ｂ線切断部端面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【Ａ－Ａ断面図】 

【Ｂ－Ｂ線切断部端面図】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）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を示す線である。 

意匠の説明 ： 
（前略）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を示す線である。 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1488213 

日本意匠分類  F4-712 ： 

意匠に係る物品 包装用缶 ： 

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。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。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。 

国際意匠分類  09-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  F4-712 ： 

意匠に係る物品  包装用缶 ： 

国際意匠分類  09-01 ： 

1488523 

F4 

【底面図】 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【Ａ－Ａ線断面図】 

【斜視図】 【底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【Ａ－Ａ線断面図】 

【斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1549303 

日本意匠分類 F4-712 ： 

意匠に係る物品 包装容器 ： 

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 09-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 F4-712 ： 

意匠に係る物品  包装容器 ： 

国際意匠分類 09-01 ： 

1550106 

F6 

【Ａ－Ａ切断部端面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【使用状態を表す参考正面図】 

【底面図】 【Ｂ－Ｂ切断部端面図】 

【Ａ－Ａ切断部端面図】 

【平面図】 

【正面図】 【使用状態を表す参考正面図】 

【底面図】 【Ｂ－Ｂ切断部端面図】 



本意匠 関連意匠 

F4 

意匠登録第     号  1321615 

日本意匠分類  F4-713  

意匠に係る物品  包装用容器 

： 

： 

意匠登録第     号  1322330 

日本意匠分類  F4-713  

意匠に係る物品  包装用容器 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【Ａ－Ａ拡大断面図】 【Ｂ－Ｂ断面図】 

【Ｃ－Ｃ断面図】 

【拡大平面図】 

【正面・平面・右側面 

       側からの斜視図】 

【平面図】 

【底面図】 

【正面図】 【Ａ－Ａ拡大断面図】 【Ｂ－Ｂ断面図】 

【Ｃ－Ｃ断面図】 

【正面・平面・右側面 

       側からの斜視図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
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、意匠登録を受けようとする部分とそれ

以外の部分との境界のみを表すものである。（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ている。一

点鎖線は、意匠登録を受けようとする部分とそれ

以外の部分との境界のみを表すものである。（後

略） 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1553286 

日本意匠分類 F4-713 ： 

意匠に係る物品 包装用容器 ： 

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。破線部分は、部分意匠として意匠登
録を受けようとする部分以外の部分である。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。(中略）なお、(中略)
「参考Ｃ－Ｄ部分拡大図」において、赤色で着色した部分
が意匠登録を受けようとする部分に相当する。 

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。破線部分は、部分意匠として意匠登
録を受けようとする部分以外の部分である。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。（中略)なお、(中略)
「参考Ｃ－Ｄ部分拡大図」において、赤色で着色した部分
が意匠登録を受けようとする部分に相当する。 

国際意匠分類 09-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 F4-713 ： 

意匠に係る物品  包装用容器 ： 

国際意匠分類 09-03 ： 

1553385 

F7 

【Ｂ－Ｂ端面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【Ｃ－Ｄ部分拡大図】 

【底面図】 

【参考Ｃ－Ｄ部分拡大図】 【Ｅ－Ｅ端面図】 

【Ａ－Ａ端面図】 【Ｂ－Ｂ端面図】 【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【Ｃ－Ｄ部分拡大図】 

【底面図】 

【参考Ｃ－Ｄ部分拡大図】 【Ｅ－Ｅ端面図】 

【Ａ－Ａ端面図】 



本意匠 関連意匠 

F6 

意匠登録第     号  1356840 

日本意匠分類  F4-7140 

意匠に係る物品  包装用容器 

： 

： 

意匠登録第     号  1357130 

日本意匠分類  F4-7140 

意匠に係る物品  包装用容器 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【斜視図１】 

【斜視図２】 

【平面図】 

【底面図】 

【正面図】 

【斜視図１】 

【斜視図２】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
各図に表わされた濃淡は、立体表面の形状を表わ

す濃淡である。また、緑色に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。（中略）各図の周辺部に表わされた暗調子部

は、形状を明確にするための背景である。  

意匠の説明 ： 
各図に表わされた濃淡は、立体表面の形状を表わ

す濃淡である。また、緑色に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。（中略）各図の周辺部に表わされた暗調子部

は、形状を明確にするための背景である。  



本意匠 関連意匠 

F7 

意匠登録第     号  1356840 

日本意匠分類  F4-7140 

意匠に係る物品  包装用容器 

： 

： 

意匠登録第     号  1357131 

日本意匠分類  F4-7140 

意匠に係る物品  包装用容器 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【斜視図１】 

【斜視図２】 

【右側面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【正面図】 

【斜視図１】 

【斜視図２】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
各図に表わされた濃淡は、立体表面の形状を表わ

す濃淡である。また、緑色に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。（中略）各図の周辺部に表わされた暗調子部

は、形状を明確にするための背景である。  

意匠の説明 ： 
各図に表わされた濃淡は、立体表面の形状を表わ

す濃淡である。また、緑色に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。（中略）各図の周辺部に表わされた暗調子部

は、形状を明確にするための背景である。  



本意匠 関連意匠 

F8 

意匠登録第     号  1356840 

日本意匠分類  F4-7140 

意匠に係る物品  包装用容器 

： 

： 

意匠登録第     号  1357132 

日本意匠分類  F4-7140 

意匠に係る物品  包装用容器 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【斜視図１】 

【斜視図２】 

【右側面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【正面図】 

【斜視図１】 

【斜視図２】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
各図に表わされた濃淡は、立体表面の形状を表わ

す濃淡である。また、緑色に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。（中略）各図の周辺部に表わされた暗調子部

は、形状を明確にするための背景である。  

意匠の説明 ： 
各図に表わされた濃淡は、立体表面の形状を表わ

す濃淡である。また、緑色に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。（中略）各図の周辺部に表わされた暗調子部

は、形状を明確にするための背景である。  



本意匠 関連意匠 

F3 

意匠登録第     号  1415314 

日本意匠分類  F4-7140 

意匠に係る物品  包装用容器 

： 

： 

意匠登録第     号  1415575 

日本意匠分類  F4-7140 

意匠に係る物品  包装用容器 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【背面図】 

【底面図】 【斜視図】 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【背面図】 

【底面図】 【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 ： 
赤色に着色された部分を除く部分が、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

において表面部全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。

（後略） 

意匠の説明 ： 
赤色に着色された部分を除く部分が、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

において表面部全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。

（後略） 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1566518 

日本意匠分類 F4-715 ： 

意匠に係る物品 包装用容器 ： 

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。 

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 09-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 F4-715 ： 

意匠に係る物品 包装用容器 ： 

国際意匠分類 09-03 ： 

1566731 

F3 

【蓋を閉じた状態を示す参考斜視図】 

 

【左側面図】 

【斜視図】 

【平面図】 

【Ｄ－Ｄ端面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【底面図】 

【蓋を閉じた状態を示す参考斜視図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【斜視図】 

【平面図】 
【使用状態を示す参考図】 

【正面図】 
【右側面図】 

【底面図】 

【背面図】 

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 1512413 

日本意匠分類 F4-72 ： 

意匠に係る物品 包装用箱 ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
六面図において赤色に着色された部分をのぞく部
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 ： 
六面図において赤色に着色された部分をのぞく部
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 09-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 F4-72  ： 

意匠に係る物品  包装用箱 ： 

国際意匠分類 09-03 ： 

1512596 

F6 

【底面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【背面図】 



本意匠 関連意匠 

F6 

意匠登録第     号  1459517 

日本意匠分類  F4-730 

意匠に係る物品  包装用容器 

： 

： 

意匠登録第     号  1460009 

日本意匠分類  F4-730 

意匠に係る物品  包装用容器 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【斜視図１】 【斜視図２】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【斜視図１】 【斜視図２】 

意匠の説明 ： 
赤色に着色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

表面部全面にあらわされた濃淡は、立体表面の形

状を表現するためのものである。 

意匠の説明 ： 
赤色に着色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

表面部全面にあらわされた濃淡は、立体表面の形

状を表現するためのものである。 



本意匠 関連意匠 

F7 

意匠登録第     号  1459519 

日本意匠分類  F4-730 

意匠に係る物品  包装用容器 

： 

： 

意匠登録第     号  1460010 

日本意匠分類  F4-730 

意匠に係る物品  包装用容器 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【斜視図１】 【斜視図２】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【斜視図１】 【斜視図２】 

意匠の説明 ： 
赤色に着色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

表面部全面にあらわされた濃淡は、立体表面の形

状を表現するためのものである。 

意匠の説明 ： 
赤色に着色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

表面部全面にあらわされた濃淡は、立体表面の形

状を表現するためのものである。 



本意匠 関連意匠 

F8 

意匠登録第     号  1459520 

日本意匠分類  F4-730 

意匠に係る物品  包装用容器 

： 

： 

意匠登録第     号  1460011 

日本意匠分類  F4-730 

意匠に係る物品  包装用容器 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【斜視図１】 【斜視図２】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【斜視図１】 【斜視図２】 

意匠の説明 ： 
赤色に着色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

表面部全面にあらわされた濃淡は、立体表面の形

状を表現するためのものである。 

意匠の説明 ： 
赤色に着色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

表面部全面にあらわされた濃淡は、立体表面の形

状を表現するためのものである。 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1517867 

日本意匠分類 F4-730 ： 

意匠に係る物品 包装用容器 ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
水色に着色された部分以外が、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 ： 
水色に着色された部分以外が、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 09-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 F4-730 ： 

意匠に係る物品 包装用容器 ： 

国際意匠分類 09-01 ： 

1518571 

F7 

【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 

F9 

意匠登録第     号  1384332 

日本意匠分類  F4-731 

意匠に係る物品  包装用容器 

： 

： 

意匠登録第     号  1384641 

日本意匠分類  F4-731 

意匠に係る物品  包装用容器 

： 

： 

【正面図】 【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【背面図】 【右側面図】 

【斜視図】 

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。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 

F4 

意匠登録第     号  1446506 

日本意匠分類  F4-731 

意匠に係る物品  包装用容器 

： 

： 

意匠登録第     号  1446983 

日本意匠分類  F4-731 

意匠に係る物品  包装用容器 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【底面図】 

【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 ： 
赤色に着色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

表面部全面にあらわされた濃淡は、立体表面の形

状を表現するためのものである。  

意匠の説明 ： 
赤色に着色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

表面部全面にあらわされた濃淡は、立体表面の形

状を表現するためのものである。  



本意匠 関連意匠 

F5 

意匠登録第     号  1446506 

日本意匠分類  F4-731 

意匠に係る物品  包装用容器 

： 

： 

意匠登録第     号  1446984 

日本意匠分類  F4-731 

意匠に係る物品  包装用容器 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【底面図】 

【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 ： 
赤色に着色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

表面部全面にあらわされた濃淡は、立体表面の形

状を表現するためのものである。  

意匠の説明 ： 
赤色に着色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

表面部全面にあらわされた濃淡は、立体表面の形

状を表現するためのものである。  



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1497195 

日本意匠分類  F4-731 ： 

意匠に係る物品 包装用容器 ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
朱色を施した部分をのぞく部分が、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 ： 
朱色を施した部分をのぞく部分が、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  09-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  F4-731 ： 

意匠に係る物品  包装用容器 ： 

国際意匠分類  09-01 ： 

1497623 

F5 

【底面図】 

 

【正面図】 

【斜視図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【正面図】 

【背面斜視図】 【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 【平面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1553732 

日本意匠分類 F4-731 ： 

意匠に係る物品 包装用容器 ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
青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。（後略） 

意匠の説明 ： 
青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。（後略） 

国際意匠分類 09-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 F4-731 ： 

意匠に係る物品  包装用容器 ： 

国際意匠分類 09-01 ： 

1553894 

F8 

【斜視図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【背面図】 【底面図】 【斜視図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【背面図】 【底面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1555504 

日本意匠分類 F4-731 ： 

意匠に係る物品 包装用容器 ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
赤色に着色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。
（後略） 

意匠の説明 ： 
赤色に着色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。
（後略） 国際意匠分類 09-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 F4-731 ： 

意匠に係る物品  包装用容器 ： 

国際意匠分類 09-01 ： 

1556501 

F9 

【底面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【背面図】 

【拡大平面図】 

【斜視図】 【底面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【背面図】 

【拡大平面図】 

【斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1573627 

日本意匠分類 F4-731 ： 

意匠に係る物品 包装用容器 ： 

意匠の説明 ： 
赤色で着色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） 

【平面図】 

意匠の説明 ： 
赤色で着色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 09-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 F4-731 ： 

意匠に係る物品 包装用容器 ： 

国際意匠分類 09-01 ： 

1573865 

F4 

【正面図】 

 

【底面図】 

【Ａ－Ａ線切断部端面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【使用状態を示す参考図】 【背面図】 

【平面図】 

【左側面図】 【正面図】 【右側面図】 

【底面図】 
【背面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【Ａ－Ａ線切断部端面図】 

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 1518857 

日本意匠分類 F4-740 ： 

意匠に係る物品 包装用容器 ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
赤色に着色された部分を除く部分が、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 ： 
赤色に着色された部分を除く部分が、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 08-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 F4-740 ： 

意匠に係る物品 包装用容器 ： 

国際意匠分類 08-05 ： 

1519061 

F8 

【底面図】 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【斜視図】 



本意匠 関連意匠 

F9 

意匠登録第     号  1437929 

日本意匠分類  F4-750 

意匠に係る物品  塗布具付き化粧料用容器 

： 

： 

意匠登録第     号  1438169 

日本意匠分類  F4-750 

意匠に係る物品  塗布具付き化粧料用容器 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ部分拡大図】 

【Ｂ－Ｂ部分拡大図】 

【各部名称を示

す参考正面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ部分拡大図】 

【Ｂ－Ｂ部分拡大図】 

【各部名称を示

す参考正面図】 

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 1516884 

日本意匠分類 F4-770 ： 

意匠に係る物品 包装用容器 ： 

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。（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。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。（後略） 

国際意匠分類 09-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 F4-770 ： 

意匠に係る物品 包装用容器 ： 

国際意匠分類 09-05 ： 

1517253 

F9 

【底面図】 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 

【Ａ－Ａ部分拡大図】 

【Ｂ－Ｂ部分拡大図】 

【拡大平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 
【Ａ－Ａ部分拡大図】 

【Ｂ－Ｂ部分拡大図】 

【拡大平面図】 



本意匠 関連意匠 

F5 

意匠登録第     号  1354070 

日本意匠分類  F4-91200 

意匠に係る物品  包装用容器の蓋 

： 

： 

意匠登録第     号  1354228 

日本意匠分類 F4-91200 

意匠に係る物品  包装用容器の蓋 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【正面・平面・右側面側 

             からの斜視図】 

【背面・底面・左側面側 

            からの斜視図】 

【ａ－ａ’，ｂ－ｂ’部分拡大図】 

【右側面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 
【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【ａ－ａ’，ｂ－ｂ’部分拡大図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【正面・平面・右側面側 

             からの斜視図】 

【背面・底面・左側面側 

            からの斜視図】 

【左側面図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）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、意匠登録を受け

ようとする部分とそれ以外の部分との境界の

みを表すものである。 

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

分を実線で、それ以外の部分を破線で表して

いる。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との境界のみを表す

ものである。 



本意匠 関連意匠 

F10 

意匠登録第     号  1383074 

日本意匠分類  F4-91200 

意匠に係る物品  包装用容器のふた 

： 

： 

意匠登録第     号  1383441 

日本意匠分類  F4-91200 

意匠に係る物品  包装用容器のふた 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【正面図中央縦断面図】 

【Ａ－Ａ線端面図】 

【Ｂ－Ｂ部拡大図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【平面図中央横断面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ線端面図】 

【Ｂ－Ｂ部拡大図】 

H20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。

断面図及び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。 

意匠の説明 ： 
（前略）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。

断面図及び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。 



本意匠 関連意匠 

F10 

意匠登録第     号  1435247 

日本意匠分類  F4-91200 

意匠に係る物品  包装用容器の蓋 

： 

： 

意匠登録第     号  1435385 

日本意匠分類  F4-91200 ： 

意匠に係る物品  包装用容器の蓋 ： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【Ｃ矢視図】 

【Ａ－Ｂ部拡大図】 【Ｄ－Ｄ端面図】 

【Ｅ－Ｅ断面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【Ｃ矢視図】 

【Ａ－Ｂ部拡大図】 【Ｄ－Ｄ端面図】 

【Ｅ－Ｅ断面図】 

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。（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。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。（後略） 



本意匠 関連意匠 

F11 

意匠登録第     号  1435247 

日本意匠分類  F4-91200 

意匠に係る物品  包装用容器の蓋 

： 

： 

意匠登録第     号  1435386 

日本意匠分類  F4-91200 ： 

意匠に係る物品  包装用容器の蓋 ： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【Ｃ矢視図】 

【Ａ－Ｂ部拡大図】 【Ｄ－Ｄ端面図】 

【Ｅ－Ｅ断面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【Ｃ矢視図】 

【Ａ－Ｂ部拡大図】 【Ｆ－Ｆ端面図】 

【Ｄ－Ｄ部における

Ｅ－Ｅ断面図】 

【Ｇ－Ｇ断面図】 

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。（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。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。（後略） 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1524457 

日本意匠分類 F4-91200 ： 

意匠に係る物品 包装用容器の蓋 ： 

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。破線部分は、部分
意匠として意匠登録を受けようとする部分以外の
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。破線部分は、部分
意匠として意匠登録を受けようとする部分以外の
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 09-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 F4-91200 ： 

意匠に係る物品 包装用容器の蓋 ： 

国際意匠分類 09-01 ： 

1524624 

F10 

【底面図】 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【Ａ－Ａ端面図】 

【背面図】 

【Ｂ－Ｂ端面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【Ａ－Ａ端面図】 

【背面図】 

【Ｂ－Ｂ端面図】 



本意匠 関連意匠 

F6 

意匠登録第     号  1426780 

日本意匠分類  F4-923 

意匠に係る物品  包装用提げ手 

： 

： 

意匠登録第     号  1426977 

日本意匠分類  F4-923 

意匠に係る物品  包装用提げ手 

： 

： 

【正面図】 

【底面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【上方から見た

斜視図】 

【使用状態を示す

参考斜視図】 

【背面図】 

【A-A断面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【平面図】 

【右側面図】 
【左側面図】 

【使用状態を示す

参考斜視図】 

【背面図】 

【A-A断面図】 

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 1590029 

日本意匠分類 F4-924 ： 

意匠に係る物品 陳列用吊下げ具 ： 

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。 

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。 

国際意匠分類 09-99 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 F4-924 ： 

意匠に係る物品 陳列用吊下げ具 ： 

国際意匠分類 09-99 ： 

1590266 

F5 

【平面図】 

【正面図】 

 

【左側面図】 【背面図】 

【使用状態を示す参考図１】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【斜視図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【使用状態を示す参考図２】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【背面図】 

【使用状態を示す参考図１】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【斜視図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【使用状態を示す参考図２】 

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 1536843 

日本意匠分類 F5-210 ： 

意匠に係る物品 商品陳列用ユニットケース ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
斜視図、正面図、背面図、左側面図、右側面図、
平面図及び底面図において、破線で表した部分以
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。（後略） 

意匠の説明 ： 
破線で表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。（後略） 

国際意匠分類 20-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 F5-210 ： 

意匠に係る物品 商品陳列用ユニットケース ： 

国際意匠分類 20-02 ： 

1551190 

F11 

【底面図】 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【斜視図】 



本意匠 関連意匠 

F4 

意匠登録第     号  1460420 

日本意匠分類  F5-2101 

意匠に係る物品  商品陳列台 

： 

： 

意匠登録第     号  1474342 

日本意匠分類  F5-2101 

意匠に係る物品  商品陳列台 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【参考使用状態図】 【参考図１】 

【参考図６】 

【参考図５】 

【参考図４】 

【参考図３】 

【参考図２】 

【参考図７】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【参考使用状態図】 【参考図１】 

【参考図６】 

【参考図５】 

【参考図４】 

【参考図３】 

【参考図２】 

【参考図７】 

意匠の説明 ： 
実線により示されたところが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 ： 
実線により示されたところが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） 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1562482 

日本意匠分類 F5-2102 ： 

意匠に係る物品 カタログケース ： 

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。（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 20-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 F5-2102 ： 

意匠に係る物品  カタログケース ： 

国際意匠分類 20-02 ： 

1562721 

F10 

【底面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【背面図】 

【蓋部を９０°開いた 

状態の底面図】 

【透明部を示す 

参考斜視図】 

【蓋部を９０°開いた 

状態の正面図】 

【蓋部を９０°開いた 

状態の右側面図】 

【蓋部を９０°開いた 

状態の平面図】 

【底面図】 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【背面図】 

【蓋部を９０°開いた 

状態の底面図】 

【透明部を示す 

参考斜視図】 

【蓋部を９０°開いた 

状態の正面図】 

【蓋部を９０°開いた 

状態の右側面図】 

【蓋部を９０°開いた 

状態の平面図】 



 

  本意匠 関連意匠 

F12 

意匠登録第     号  1411999 

日本意匠分類  F5-2121 

意匠に係る物品  マネキン人形 

： 

： 

意匠登録第     号  1433805 

日本意匠分類  F5-2121 

意匠に係る物品  マネキン人形 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【正面斜視図】 

【Ａ－Ａ線を表わす

ための参考正面図】 

【背面斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【正面斜視図】 【背面斜視図】 

【Ａ－Ａ線 

端面図】 

【頭蓋部を開けた状

態の左側面図】 

【義眼を外した状態

の参考拡大正面図】 

【参考拡大 

正面図 】 

意匠の説明 ： 
ピンクで着色された部分を除く顔面部分が、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 ： 
灰色で着色された部分を除く顔面部分が、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 

F5 

意匠登録第     号  1471500 

日本意匠分類  F5-2312 

意匠に係る物品  冷蔵冷凍ショーケース 

： 

： 

意匠登録第     号  1471780 

日本意匠分類  F5-2312 

意匠に係る物品  冷蔵冷凍ショーケース 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【内部機構を省略したＡ－

Ａ切断部端面拡大図】 【斜視図】 

【左側面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【内部機構を省略したＡ－

Ａ切断部端面拡大図】 

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。 


