
Gグループ
本意匠 関連意匠

G0 
G1 G1-3900 Ｈ２７年度 1533044 荷受台昇降機用操作器 G1-3900 1550739 荷受台昇降機用操作器

G1-501 Ｈ２７年度 1561475 物品収容容器 G1-501 1561653 物品収容容器
G1-5100    Ｈ２０年度 1356191 運搬用パレット G1-5100    1357147 運搬用パレット
G1-59 Ｈ２３年度 1446764 運搬用容器の蓋 G1-59 1447045 運搬用容器の蓋

G2 G2-11 Ｈ２５年度 1486136 旅客車 G2-11 1486294 旅客車
G2-19 Ｈ２７年度 1536542 鉄道車両用台車の台車枠 G2-19 1537120 鉄道車両用台車の台車枠
G2-2100    Ｈ１９年度 1336510 乗用自動車 G2-2100    1336813 乗用自動車
G2-2100 Ｈ２３年度 1457238 乗用自動車 G2-2100 1457506 乗用自動車
G2-2100 Ｈ２５年度 1499556 乗用自動車 G2-2100 1523328 乗用自動車
G2-2100 Ｈ２７年度 1558976 乗用自動車 G2-2100 1559248 乗用自動車
G2-29000 Ｈ２６年度 1510104 自動車用緩衝具 G2-29000 1510222 自動車用緩衝具
G2-29110 Ｈ２２年度 1433940 自動車用フロントバンパー G2-29110 1434360 自動車用フロントバンパー
G2-2931 Ｈ２５年度 1503279 自動車用ハンドル G2-2931 1503682 自動車用ハンドル
G2-29330   Ｈ２０年度 1382640 作業機用計器盤 G2-29330   1382770 作業機用計器盤
G2-29330 Ｈ２５年度 1498036 作業機用メータパネル G2-29330 1498343 作業機用メータパネル
G2-29330 Ｈ２６年度 1516339 車載用ディスプレイ付き車載機器用操作器 G2-29330 1516700 車載用ディスプレイ付き車載機器用操作器
G2-2943 Ｈ２６年度 1533505 ショルダーアンカー用レール具 G2-2943 1534665 ショルダーアンカー用レール具
G2-2952 Ｈ２１年度 1402476 ナンバープレートフレーム G2-2952    1409941 ナンバープレートフレーム
G2-29600 Ｈ２８年度 1575884 車両用自転車保持具 G2-29600 1576017 車両用自転車保持具
G2-2979 Ｈ２７年度 1561050 自動車室内照明用灯具 G2-2979 1561213 自動車室内照明用灯具
G2-49100 Ｈ２２年度 1421318 自転車用フレーム G2-49100 1421619 自転車用フレーム
G2-49100 Ｈ２２年度 1421318 自転車用フレーム G2-49100 1421620 自転車用フレーム
G2-49100 Ｈ２２年度 1425186 自転車用ドレスガード G2-49100 1425543 自転車用ドレスガード
G2-49100 Ｈ２２年度 1425186 自転車用ドレスガード G2-49100 1425544 自転車用ドレスガード
G2-49100 Ｈ２２年度 1425186 自転車用ドレスガード G2-49100 1425545 自転車用ドレスガード
G2-49400 Ｈ２７年度 1557640 自転車用荷かご G2-49400 1558113 自転車用荷かご
G2-500 Ｈ２５年度 1490189 台車 G2-500 1490564 台車
G2-500 Ｈ２８年度 1592673 運搬用台車 G2-500 1592975 運搬用台車
G2-510 Ｈ２１年度 1394452 ベビーカー本体 G2-510     1394566 ベビーカー本体
G2-902 Ｈ２６年度 1510355 自動車用アクセサリー G2-902 1530955 自動車用アクセサリー
G2-907     Ｈ１９年度 1328732 自動二輪用ブレーキディスク G2-907     1330328 自動二輪用ブレーキディスク
G2-907 Ｈ２６年度 1510999 車両用ディスクブレーキのキャリパボディ G2-907 1511939 車両用ディスクブレーキのキャリパボディ
G2-9010 Ｈ２８年度 1593105 自動車用電子ミラー G2-9010 1593458 自動車用電子ミラー



G2-9111 Ｈ２２年度 1409394 自動車用ホイール G2-9111 1409446 自動車用ホイール
G2-9111 Ｈ２８年度 1582399 自動車用車輪 G2-9111 1582780 自動車用車輪
G2-91191   Ｈ２０年度 1374720 自動車用タイヤ G2-91191   1375028 自動車用タイヤ
G2-91191   Ｈ２０年度 1380576 自動車用タイヤ G2-91191   1380980 自動車用タイヤ
G2-91191   Ｈ２０年度 1380576 自動車用タイヤ G2-91191   1380981 自動車用タイヤ
G2-91191 Ｈ２１年度 1385402 自動車用タイヤ G2-91191   1385820 自動車用タイヤ
G2-91191 Ｈ２２年度 1417931 自動車用タイヤ G2-91191 1444341 自動車用タイヤ
G2-91191 Ｈ２２年度 1446770 自動車用タイヤ G2-91191 1447048 自動車用タイヤ
G2-91191 Ｈ２３年度 1432564 自動車用タイヤ G2-91191 1438786 自動車用タイヤ
G2-91191 Ｈ２５年度 1481784 自動車用タイヤ G2-91191 1482099 自動車用タイヤ
G2-91191 Ｈ２６年度 1508931 自動車用タイヤ G2-91191 1509183 自動車用タイヤ
G2-91192 Ｈ２７年度 1547643 自動二輪車用タイヤ G2-91192 1547811 自動二輪車用タイヤ
G2-912     Ｈ１９年度 1331090 ゴムクローラ G2-912     1346202 ゴムクローラ
G2-912 Ｈ２１年度 1363188 ゴムクローラ G2-912     1379895 ゴムクローラ
G2-930 Ｈ２３年度 1452570 車両用照明器具 G2-930 1452872 車両用照明器具

G3
G4



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1533044 

日本意匠分類 G1-3900 ： 

意匠に係る物品 荷受台昇降機用操作器 ： 

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。 

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 12-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 G1-3900 ： 

意匠に係る物品 荷受台昇降機用操作器 ： 

国際意匠分類 12-05 ： 

1550739 

G1 

【斜視図】 

【底面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【背面図】 

【内部機構を一部省略 

したＡ－Ａ端面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【内部機構を一部省略した 

Ｂ－Ｂ端面図】 

 

【左側面図】 

【正面図】 

【右側面図】 

【内部機構を一部省略 

したＡ－Ａ端面図】 

【底面図】 
【背面図】 

【内部機構を一部省略 

したＢ－Ｂ端面図】 

【内部機構を一部省略したＣ－Ｃ端面図】 

【平面図】 【使用状態を示す参考図】 【斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1561475 

日本意匠分類 G1-501 ： 

意匠に係る物品 物品収容容器 ： 

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 09-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 G1-501 ： 

意匠に係る物品 物品収容容器 ： 

国際意匠分類 09-03 ： 

1561653 

G2 

【平面図】 

 

【正面図】 

【背面図】 

【斜視図２】 

【底面図】 

【左側面図】 

【斜視図１】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【参考図２】 

【底面図】 

【左側面図】 

【斜視図】 

【右側面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 



本意匠 関連意匠 

G1 

意匠登録第     号  1356191 

日本意匠分類  G1-5100  

意匠に係る物品  運搬用パレット 

： 

： 

意匠登録第     号  1357147 

日本意匠分類  G1-5100 

意匠に係る物品  運搬用パレット 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 【Ａ－Ａ’部分拡大図】 

【Ｃ－Ｄ部分拡大図】 【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 【Ａ－Ａ’部分拡大図】 

【Ｃ－Ｄ部分拡大図】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
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 

G1 

意匠登録第     号  1446764 

日本意匠分類  G1-59 ： 

意匠に係る物品  運搬用容器の蓋 ： 

意匠登録第     号  1447045 

日本意匠分類  G1-59 ： 

意匠に係る物品  運搬用容器の蓋 ： 

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】 

【背面図】 

【Ａ－Ａ，Ｂ－Ｂ部

分拡大正面図】 

【使用状態を示す 

参考斜視図】 

【Ａ－Ａ，Ｃ－Ｃ部

分拡大正面図】 

【Ｅ－Ｅ切断部端面図】 

【Ｄ－Ｄ切断部端面図】 

【正面、底面及び 

 右側面を表す図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【Ａ－Ａ，Ｂ－Ｂ部

分拡大正面図】 

【使用状態を示す 

参考斜視図】 

【Ｃ－Ｃ切断部端面図】 

【正面、底面及び 

 右側面を表す図】 

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

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

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  1486136 

日本意匠分類  G2-11 ： 

意匠に係る物品  旅客車 ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で示した部分が、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。斜視図及び実線部分の拡大斜視図中、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。透明部を示す各図面中、斜線部分は透
明である。 

意匠の説明 ： 
実線で示した部分が、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。斜視図及び実線部分の拡大斜視図中、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。透明部を示す各参考図中、斜線部分は
透明である。 

国際意匠分類  12-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  G2-11 ： 

意匠に係る物品  旅客車 ： 

国際意匠分類  12-03 ： 

 1486294 

G1 

【実線部分の拡大斜視図】 

【平面図】 

【底面図】 

【正面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 

 

【左側面図】 

【背面図】 

【透明部を示す参考正面図】 【透明部を示す参考平面図】 

【透明部を示す参考背面図】 【透明部を示す参考左側面図】 

【実線部分の拡大斜視図】 

【平面図】 

【底面図】 

【正面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【背面図】 

【透明部を示す参考正面図】 【透明部を示す参考平面図】 

【透明部を示す参考背面図】 【透明部を示す参考左側面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1536542 

日本意匠分類 G2-19 ： 

意匠に係る物品 鉄道車両用台車の台車枠 ： 

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 12-16 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 G2-19 ： 

意匠に係る物品 鉄道車両用台車の台車枠 ： 

国際意匠分類 12-16 ： 

1537120 

G3 

 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

 

【平面図】 

【各部名称を示す 

参考斜視図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【各部名称を示す 

参考斜視図】 

【斜視図】 

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



本意匠 関連意匠 

G1 

意匠登録第     号  1336510 

日本意匠分類  G2-2100   

意匠に係る物品  乗用自動車 

： 

： 

意匠登録第     号  1336813 

日本意匠分類  G2-2100  

意匠に係る物品  乗用自動車 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【後方斜視図】 

【前方斜視図】 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【後方斜視図】 

【右側面図】 

【前方斜視図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
薄く表現した以外の部分が、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 ： 
薄く表現した以外の部分が、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） 



 

  本意匠 関連意匠 

G2 

意匠登録第     号  1457238 

日本意匠分類  G2-2100 

意匠に係る物品  乗用自動車 

： 

： 

意匠登録第     号  1457506 

日本意匠分類  G2-2100 

意匠に係る物品  乗用自動車 

： 

： 

H23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】 

【右側面図】 

【背面右方斜視図】 【正面右方斜視図】 

【正面右方参考斜視図】 【背面右方参考斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【背面右方斜視図】 【正面右方斜視図】 

【正面右方参考斜視図】 【背面右方参考斜視図】 

意匠の説明 ： 
（前略）薄く表現した以外の部分が、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 ： 
（前略）薄く表現した以外の部分が、部分意匠と

して意匠登録を受けようとする部分である。 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1499556 

日本意匠分類  G2-2100 ： 

意匠に係る物品  乗用自動車 ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
背面図は正面図と対称に表れるため省略する。底
面図は重量物につき省略する。明調子で表された
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 ： 
各図の表面部全面に表された濃淡は、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
図と対称に表れるため省略する。底面図は重量物
につき省略する。明調子で表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  12-08 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  G2-2100 ： 

意匠に係る物品  乗用自動車 ： 

国際意匠分類  12-08 ： 

1523328 

G2 

【左側面図】 

【正面図】 
【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面左方斜視図】 【正面右方斜視図】 

【左側面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【正面左方斜視図】 【正面右方斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1558976 

日本意匠分類 G2-2100 ： 

意匠に係る物品 乗用自動車 ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
白色に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。（後略） 

意匠の説明 ： 
白色に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。（後略） 

国際意匠分類 12-08 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 G2-2100 ： 

意匠に係る物品 乗用自動車 ： 

国際意匠分類 12-08 ： 

1559248 

G4 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【背面図】 【後方斜視図】 【前方斜視図】 【背面図】 【後方斜視図】 【前方斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1510104 

日本意匠分類 G2-29000 ： 

意匠に係る物品 自動車用緩衝具 ： 

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。図面中に表された
一点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けよう
とする部分とそれ以外の部分の境界である。（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。図面中に表された
一点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けよう
とする部分とそれ以外の部分の境界である。（後
略） 

国際意匠分類 12-16 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 G2-29000 ： 

意匠に係る物品 自動車用緩衝具 ： 

国際意匠分類 12-16 ： 

1510222 

G1 

【斜視図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【底面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【斜視図】 
【平面図】 

【正面図】 
【左側面図】 【右側面図】 

【底面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 【背面図】 



本意匠 関連意匠 

G1 

意匠登録第     号  1433940 

日本意匠分類  G2-29110    

意匠に係る物品  自動車用 

フロントバンパー 

： 

： 

意匠登録第     号  1434360 

日本意匠分類  G2-29110    

意匠に係る物品  自動車用 

フロントバンパー 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【ｂ－ｂ’部分拡大図】 

【ａ－ａ’部における

Ａ－Ａ拡大端面図】 

【意匠登録を受けようとする

部分を示す参考斜視図】 【斜視図】 

【Ｂ－Ｂ拡大端面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【ｂ－ｂ’部分拡大図】 

【ａ－ａ’部における

Ａ－Ａ拡大端面図】 

【意匠登録を受けようとする

部分を示す参考斜視図】 【斜視図】 

【Ｂ－Ｂ拡大端面図】 

H22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。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

施した部分が意匠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

で表している。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  1503279 

日本意匠分類  G2-2931 ： 

意匠に係る物品  自動車用ハンドル ： 

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。 

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  12-16 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  G2-2931 ： 

意匠に係る物品  自動車用ハンドル ： 

国際意匠分類  12-16 ： 

1503682 

G3 

【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

 

【平面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【参考正面図】 【内部構造を省略した 

Ａ－Ａ切断部端面拡大図】 

【内部構造を省略した 

Ｂ－Ｂ切断部端面拡大図】 

【ハンドル使用時のスピー

ドメーター表示部参考図】 

【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【参考正面図】 【内部構造を省略した 

Ａ－Ａ切断部端面拡大図】 

【内部構造を省略した 

Ｂ－Ｂ切断部端面拡大図】 

【ハンドル使用時のスピー

ドメーター表示部参考図】 



本意匠 関連意匠 

G2 

意匠登録第     号  1382640 

日本意匠分類  G2-29330   

意匠に係る物品  作業機用計器盤 

： 

： 

意匠登録第     号  1382770 

日本意匠分類  G2-29330 

意匠に係る物品  作業機用計器盤 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【内部機構を省略し 

 たＡ－Ａ端面図】 

【透明部分を示 

 す参考平面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【内部機構を省略し 

 たＡ－Ａ端面図】 

【透明部分を示 

 す参考平面図】 

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。透明部分

を示す参考各図において薄墨を施されたパネ

ルカバーは透明体である。  

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。透明部分

を示す参考各図において薄墨を施されたパネ

ルカバーは透明体である。  



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1498036 

日本意匠分類  G2-29330 ： 

意匠に係る物品 作業機用メータパネル ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
各図の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。各青色で表した部分以外の部分
（メータパネル部分）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 ： 
各図の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。各青色で表した部分以外の部分
（メータパネル）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  10-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  G2-29330 ： 

意匠に係る物品  作業機用メータパネル ： 

国際意匠分類  10-04 ： 

1498343 

G4 

【背面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【底面図】 

【使用状態参考図】 

【参考斜視図】 【表示及び点灯状態の一例を

示す参考正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【底面図】 

【使用状態参考図】 

【参考斜視図】 【表示及び点灯状態の一例を

示す参考正面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1516339 

日本意匠分類 G2-29330 ： 

意匠に係る物品 車載用ディスプレイ付き車載機器用操作器 ： 

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れ以
外の部分の境界を表わしている。（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れ以
外の部分の境界を表わしている。（後略） 

国際意匠分類 10-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 G2-29330 ： 

意匠に係る物品 車載用ディスプレイ付き車載機器用操作器 ： 

国際意匠分類 10-04 ： 

1516700 

G2 

【平面図】 

 

【正面図】 

【背面図】 

【参考図２】 

【底面図】 

【左側面図】 

【斜視図】 

【参考図１】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ’参考断面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【参考図２】 

【底面図】 

【左側面図】 

【斜視図】 

【参考図１】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ’参考断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1533505 

日本意匠分類 G2-2943 ： 

意匠に係る物品 ショルダーアンカー用レール具 ： 

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 29-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 G2-2943 ： 

意匠に係る物品 ショルダーアンカー用レール具 ： 

国際意匠分類 29-02 ： 

1534665 

G3 

 

【背面図】 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

 

【平面図】 

【各部名称を示す参考図】 【斜視図】 

【左側面図】 

【Ｂ－Ｂ部分のＡ－Ａ拡大断面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【各部名称を示す参考図】 【斜視図】 

【左側面図】 

【Ｂ－Ｂ部分のＡ－Ａ拡大断面図】 



本意匠 関連意匠 

G1 

意匠登録第     号  1402476 

日本意匠分類  G2-2952 

意匠に係る物品  ナンバープレートフレーム 

： 

： 

意匠登録第     号  1409941 

日本意匠分類  G2-2952  

意匠に係る物品  ナンバープレートフレーム 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【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 1575884 

日本意匠分類 G2-29600 ： 

意匠に係る物品 車両用自転車保持具 ： 

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 12-16 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 G2-29600 ： 

意匠に係る物品 車両用自転車保持具 ： 

国際意匠分類 12-16 ： 

1576017 

G1 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【底面図】 【背面図】 

 

【左側面図】 【正面図】 【右側面図】 

【内部機構を省略 

したＡ－Ａ線断面図】 
【底面図】 【背面図】 

【Ｂ－Ｂ線断面図】 

【ラックとバーを持ち上げた 

状態を示す参考右側面図】 
【平面図】 【各部名称を示す参考右側面図】 

【ラックが開いた状態 

を示す参考右側面図】 

【各部名称を示す参考右側面図】 

【Ｂ－Ｂ線断面図】 

【ラックが開いた状態 

を示す参考右側面図】 

【内部機構を省略 

したＡ－Ａ線断面図】 

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 1561050 

日本意匠分類 G2-2979 ： 

意匠に係る物品 自動車室内照明用灯具 ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
破線で表された部分（一点鎖線で囲まれた部分を
含む。）を除き、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
とする部分との境界のみを示す線である。 

意匠の説明 ： 
破線で表された部分（一点鎖線で囲まれた部分を
含む。）を除き、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
とする部分との境界のみを示す線である。 

国際意匠分類 26-06 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 G2-2979 ： 

意匠に係る物品 自動車室内照明用灯具 ： 

国際意匠分類 26-06 ： 

1561213 

G5 

【参考正面図】 

 

【正面図】 

【参考平面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【平面図】 

【参考右側面図】 【底面図】 

【右側面図】 

【参考平面図】 【平面図】 【参考正面図】 

【左側面図】 【正面図】 【右側面図】 

【背面図】 【底面図】 【参考右側面図】 



本意匠 関連意匠 

G2 

意匠登録第     号  1421318 

日本意匠分類  G2-49100 

意匠に係る物品  自転車用フレーム 

： 

： 

意匠登録第     号  1421619 

日本意匠分類  G2-49100 

意匠に係る物品  自転車用フレーム 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ端面拡大図】 

【斜視図】 

【端面を表す為

の参考正面図】 

【B－B端面拡大図】 【B－B端面拡大図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ端面拡大図】 

【C－C端面拡大図】 

【端面部分を表すた

めの参考正面図】 

H22年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表されている部分が、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 ： 
実線で表されている部分が、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 

G3 

意匠登録第     号  1421318 

日本意匠分類  G2-49100 

意匠に係る物品  自転車用フレーム 

： 

： 

意匠登録第     号  1421620 

日本意匠分類  G2-49100 

意匠に係る物品  自転車用フレーム 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ端面拡大図】 

【斜視図】 

【端面を表す為

の参考正面図】 

【B－B端面拡大図】 【B－B端面拡大図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ端面拡大図】 

【端面部分を表すた

めの参考正面図】 

H22年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表されている部分が、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 ： 
実線で表されている部分が、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 

G4 

意匠登録第     号  1425186 

日本意匠分類  G2-49100 

意匠に係る物品  自転車用ドレスガード                                                     

： 

： 

意匠登録第     号  1425543 

日本意匠分類  G2-49100 

意匠に係る物品  自転車用ドレスガード 

： 

： 

【背面側斜視図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【正面側斜視図】 

【使用状態を示す参考斜視図】 

【背面側斜視図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【正面側斜視図】 

【使用状態を示す参考斜視図】 

H22年度 部分意匠の関連意匠登録事例

意匠の説明 ： 
（前略）本図において緑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。 

意匠の説明 ： 
（前略）本図において緑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。 



本意匠 関連意匠 

G5 

意匠登録第     号  1425186 

日本意匠分類  G2-49100 

意匠に係る物品  自転車用ドレスガード                                                     

： 

： 

意匠登録第     号  1425544 

日本意匠分類  G2-49100 

意匠に係る物品  自転車用ドレスガード 

： 

： 

【背面側斜視図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【正面側斜視図】 

【使用状態を示す参考斜視図】 

【背面側斜視図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【正面側斜視図】 

【使用状態を示す参考斜視図】 

H22年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）本図において緑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。 

意匠の説明 ： 
（前略）本図において緑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。 



本意匠 関連意匠 

G6 

意匠登録第     号  1425186 

日本意匠分類  G2-49100 

意匠に係る物品  自転車用ドレスガード                                                     

： 

： 

意匠登録第     号  1425545 

日本意匠分類  G2-49100 

意匠に係る物品  自転車用ドレスガード 

： 

： 

【背面側斜視図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【正面側斜視図】 

【使用状態を示す参考斜視図】 

【背面側斜視図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【正面側斜視図】 

【使用状態を示す参考斜視図】 

H22年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）本図において緑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。 

意匠の説明 ： 
（前略）本図において緑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。 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1557640 

日本意匠分類 G2-49400 ： 

意匠に係る物品 自転車用荷かご ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）本図において緑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。 

意匠の説明 ： 
（前略）本図において緑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。 国際意匠分類 09-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 G2-49400 ： 

意匠に係る物品 自転車用荷かご ： 

国際意匠分類 09-04 ： 

1558113 

G6 

【斜視図２】 

 

【正面図】 

【斜視図１】 

【一部拡大斜視図】 

【左側面図】 

【平面図】 

【背面図】 【底面図】 

【右側面図】 

【斜視図２】 

【正面図】 

【斜視図１】 

【一部拡大斜視図】 

【左側面図】 

【平面図】 

【背面図】 【底面図】 

【右側面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1490189 

日本意匠分類  G2-500 ： 

意匠に係る物品 台車 ： 

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、部分意匠を受けようとす
る部分である。 

国際意匠分類  12-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  G2-500 ： 

意匠に係る物品  台車 ： 

国際意匠分類  12-01 ： 

1490564 

G5 

【底面図】 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 

【Ａ－Ａ’線断面図】 

【斜視図１】 

【左側面図】 

【背面図】 

【斜視図２】 

【底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【Ａ－Ａ’線断面図】 

【斜視図１】 

【左側面図】 

【背面図】 

【斜視図２】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1592673 

日本意匠分類 G2-500 ： 

意匠に係る物品 運搬用台車 ： 

意匠の説明 ： 
図中、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、破線部分は意匠登録を受
けようとする部分以外の部分を表す。（後略） 

意匠の説明 ： 
図中、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、破線部分は意匠登録を受
けようとする部分以外の部分を表す。（後略） 国際意匠分類 12-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 G2-500 ： 

意匠に係る物品 運搬用台車 ： 

国際意匠分類 12-02 ： 

1592975 

G2 

【平面図】 

 

【正面図】 

【背面図】 【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【ネスティング状態を表す参考図】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 【Ｂ－Ｂ断面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 【ネスティング状態を表す参考図】 

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 

G2 

意匠登録第     号  1394452 

日本意匠分類  G2-510 

意匠に係る物品  ベビーカー本体 

： 

： 

意匠登録第     号  1394566 

日本意匠分類  G2-510  

意匠に係る物品  ベビーカー本体 

： 

： 

【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】 【正面図】 

【斜視図】 

H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【斜視図】 

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。（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 1510355 

日本意匠分類 G2-902 ： 

意匠に係る物品 自動車用アクセサリー ： 

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。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との
境界線を示す線である。（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、意
匠登録を受けようとする部分とその他の部分との
境界線を示す線である。（後略） 

国際意匠分類 26-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 G2-902 ： 

意匠に係る物品 自動車用アクセサリー ： 

国際意匠分類 26-05 ： 

1530955 

G4 

【底面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【底面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 



本意匠 関連意匠 

G2 

意匠登録第     号  1328732 

日本意匠分類  G2-907   

意匠に係る物品  自動二輪用ブレーキディスク 

： 

： 

意匠登録第     号  1330328 

日本意匠分類  G2-907  

意匠に係る物品  自動二輪用ブレーキディスク 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ拡大端面図】 

【Ｂ－Ｂ’部分拡大図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ拡大端面図】 

【Ｂ－Ｂ’部分拡大図】 

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 ： 
（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。 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1510999 

日本意匠分類 G2-907 ： 

意匠に係る物品 車両用ディスクブレーキのキャリパボディ ： 

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。Ａ－Ａ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。 

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。Ａ－Ａ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。 

国際意匠分類 26-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 G2-907 ： 

意匠に係る物品 車両用ディスクブレーキのキャリパボディ ： 

国際意匠分類 26-05 ： 

1511939 

G5 

【底面図】 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ断面図】 【底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1593105 

日本意匠分類 G2-9010 ： 

意匠に係る物品 自動車用電子ミラー ： 

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 12-16 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 G2-9010 ： 

意匠に係る物品 自動車用電子ミラー ： 

国際意匠分類 12-16 ： 

1593458 

G3 

 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

 

【平面図】 【斜視図１】 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【各部の名称を示す参考図】 

【斜視図１】 

【内部機構を省略したＡ－Ａ線断面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【斜視図２】 

【左側面図】 

【内部機構を省略したＡ－Ａ線断面図】 

【各部の名称を示す参考図】 【使用状態を示す参考図】 

【斜視図２】 

【左側面図】 

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 

G7 

意匠登録第     号  1409394 

日本意匠分類  G2-9111 

意匠に係る物品  自動車用ホイール 

： 

： 

意匠登録第     号  1409446 

日本意匠分類  G2-9111 

意匠に係る物品  自動車用ホイール 

： 

： 

【斜視図２】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図１】 【斜視図２】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図１】 

H22年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
緑色で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。 

意匠の説明 ： 
緑色で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。 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1582399 

日本意匠分類 G2-9111 ： 

意匠に係る物品 自動車用車輪 ： 

意匠の説明 ： 
断面図、斜視図を含めて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 ： 
断面図、斜視図を含めて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 12-16 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 G2-9111 ： 

意匠に係る物品 自動車用車輪 ： 

国際意匠分類 12-16 ： 

1582780 

G4 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 【背面図】 【背面図】 

【斜視図】 

【Ｂ－Ｂ線断面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 【Ｂ－Ｂ線断面図】 

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 

G3 

意匠登録第     号  1374720 

日本意匠分類  G2-91191 

意匠に係る物品  自動車用タイヤ 

： 

： 

意匠登録第     号  1375028 

日本意匠分類  G2-91191 

意匠に係る物品  自動車用タイヤ 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ，Ｂ－Ｂ部拡大図】 
【Ｃ－Ｃ線端面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ，Ｂ－Ｂ部拡大図】 

【Ｃ－Ｃ線端面図】 

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の境界の

みを示す線である。 



本意匠 関連意匠 

G4 

意匠登録第     号  1380576 

日本意匠分類  G2-91191 

意匠に係る物品  自動車用タイヤ 

： 

： 

意匠登録第     号  1380980 

日本意匠分類  G2-91191 

意匠に係る物品  自動車用タイヤ 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【Ｂ－Ｂ部拡大図】 【Ｃ－Ｃ部における

Ａ－Ａ部拡大図】 

【Ｃ－Ｃ部における

Ｄ－Ｄ線端面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 【斜視図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【Ｂ－Ｂ部拡大図】 【Ｃ－Ｃ部における

Ａ－Ａ部拡大図】 

【Ｃ－Ｃ部における

Ｄ－Ｄ線端面図】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
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 

G5 

意匠登録第     号  1380576 

日本意匠分類  G2-91191  

意匠に係る物品  自動車用タイヤ 

： 

： 

意匠登録第     号  1380981 

日本意匠分類  G2-91191  

意匠に係る物品  自動車用タイヤ 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【Ｂ－Ｂ部拡大図】 【Ｃ－Ｃ部における

Ａ－Ａ部拡大図】 

【Ｃ－Ｃ部における

Ｄ－Ｄ線端面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 【斜視図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【Ｂ－Ｂ部拡大図】 【Ｃ－Ｃ部における

Ａ－Ａ部拡大図】 

【Ｃ－Ｃ部における

Ｄ－Ｄ線端面図】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
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 

G3 

意匠登録第     号  1385402 

日本意匠分類  G2-91191  

意匠に係る物品  自動車用タイヤ 

： 

： 

意匠登録第     号  1385820 

日本意匠分類  G2-91191  

意匠に係る物品  自動車用タイヤ 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 【溝の一部を黒く塗って

表した参考正面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 【溝の一部を黒く塗って

表した参考正面図】 

【Ａ－Ａ，Ｂ－Ｂ部拡大図】 
【Ｃ－Ｃ線端面図】 

【Ａ－Ａ，Ｂ－Ｂ部拡大図】 
【Ｃ－Ｃ線端面図】 

H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（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の境界の

みを示す線である。 



本意匠 関連意匠 

G8 

意匠登録第     号  1417931 

日本意匠分類  G2-91191 

意匠に係る物品  自動車用タイヤ 

： 

： 

意匠登録第     号  1444341 

日本意匠分類  G2-91191 

意匠に係る物品  自動車用タイヤ 

： 

： 

【X-X,Y-Y部拡大図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 【X-X,Y-Y部拡大図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【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 ： 
朱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。 

意匠の説明 ： 
朱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。 



本意匠 関連意匠 

G9 

意匠登録第     号  1446770 

日本意匠分類  G2-91191 

意匠に係る物品  自動車用タイヤ 

： 

： 

意匠登録第     号  1447048 

日本意匠分類  G2-91191 

意匠に係る物品  自動車用タイヤ 

： 

： 

【左側面図】 【正面図】 

【斜視図】 【正面図の部分拡大図】 

【Ａ－Ａ線端面図】 【B－B線端面図】 

【左側面図】 【正面図】 

【斜視図】 【正面図の部分拡大図】 

【Ａ－Ａ線端面図】 【B－B線端面図】 

H22年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、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 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として登録を受

けようとする部分である。（後略） 



 

  本意匠 関連意匠 

G3 

意匠登録第     号  1432564 

日本意匠分類  G2-91191 

意匠に係る物品  自動車用タイヤ 

： 

： 

意匠登録第     号  1438786 

日本意匠分類  G2-91191 

意匠に係る物品  自動車用タイヤ 

： 

： 

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】 

【斜視図】 

【Ｃ－Ｃ部Ａ－Ａ線

拡大端面図】 

【Ｂ１－Ｂ２ 

部分拡大図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【Ｃ－Ｃ部Ａ１－Ａ

１線拡大端面図】 

【Ｂ１－Ｂ２ 

部分拡大図】 

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。（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  1481784 

日本意匠分類  G2-91191 ： 

意匠に係る物品 自動車用タイヤ ： 

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。斜視図、拡
大図及び端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。底面図は平面図と同一に
あらわれる。 

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。斜
視図、拡大図及び端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。底面図は平
面図と同一にあらわれる。 

国際意匠分類  12-15 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  G2-91191 ： 

意匠に係る物品  自動車用タイヤ ： 

国際意匠分類  12-15 ： 

1482099 

G6 

【背面図】 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【Ｂ１－Ｂ２部拡大図】 

【斜視図】 

【Ｃ－Ｃ部における

Ａ－Ａ線拡大端面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【Ｂ１－Ｂ２部拡大図】 

【斜視図】 

【Ｃ－Ｃ部における

Ａ－Ａ線拡大端面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1508931 

日本意匠分類 G2-91191 ： 

意匠に係る物品 自動車用タイヤ ： 

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。（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 12-15 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 G2-91191 ： 

意匠に係る物品 自動車用タイヤ ： 

国際意匠分類 12-15 ： 

1509183 

G6 

【Ａ１－Ａ２部分拡大図】 

 

【正面図】 

【斜視図】 

【背面図】 
【左側面図】 

【平面図】 

【Ｂ－Ｂ部Ｃ－Ｃ部におけ

るＤ－Ｄ線拡大端面図】 

【Ａ１－Ａ２部分拡大図】 

【正面図】 

【斜視図】 

【背面図】 
【左側面図】 

【平面図】 

【Ｂ－Ｂ部Ｃ－Ｃ部におけ

るＤ－Ｄ線拡大端面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1547643 

日本意匠分類 G2-91192 ： 

意匠に係る物品 自動二輪車用タイヤ ： 

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、部分意匠として登録を受
けようとする部分である。「斜視図」、「正面図
の部分拡大図」、及び、「Ａ－Ａ線端面図」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。「請求部分を示す参考図」に
おいて、網点部は、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、部分意匠として登録を受
けようとする部分である。「斜視図」、「正面図
の部分拡大図」、及び、「Ａ－Ａ線端面図」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。「請求部分を示す参考図」に
おいて、網点部は、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 12-15 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 G2-91192 ： 

意匠に係る物品 自動二輪車用タイヤ ： 

国際意匠分類 12-15 ： 

1547811 

G7 

【Ａ－Ａ線端面図】 

 

【正面図】 

【斜視図】 

【請求部分を示す参考図】 

【平面図】 

【正面図の部分拡大図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ線端面図】 

【正面図】 

【斜視図】 

【請求部分を示す参考図】 

【平面図】 

【正面図の部分拡大図】 

【右側面図】 



本意匠 関連意匠 

G3 

意匠登録第     号  1331090 

日本意匠分類  G2-912  

意匠に係る物品  ゴムクローラ 

： 

： 

意匠登録第     号  1346202 

日本意匠分類  G2-912  

意匠に係る物品  ゴムクローラ 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【斜視図】 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【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）添付図面中、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 ： 
（前略）添付図面中、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 

G4 

意匠登録第     号  1363188 

日本意匠分類  G2-912  

意匠に係る物品  ゴムクローラ 

： 

： 

意匠登録第     号  1379895 

日本意匠分類  G2-912  

意匠に係る物品  ゴムクローラ 

： 

： 

【正面図】 【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【斜視図２】 

【斜視図１】 

【正面図中央縦断面図】 

【正面図】 【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【斜視図２】 

【斜視図１】 

【正面図中央縦断面図】 

H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）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 ： 
（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。 



 

  本意匠 関連意匠 

G4 

意匠登録第     号  1452570 

日本意匠分類  G2-930 

意匠に係る物品  車両用照明器具 

： 

： 

意匠登録第     号  1452872 

日本意匠分類  G2-930 

意匠に係る物品  車両用照明器具 

： 

： 

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端面図】 

【参考斜視図１】 

【各部の名称を示す

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】 

【参考斜視図１】 

【各部の名称を示す

参考正面図】 

【拡大Ａ－Ａ端面図】 

【拡大左側面図】 【拡大右側面図】 

【ａ－ａ’部分拡大図】 

【ｂ－ｂ’部分拡大図】 

【拡大Ａ－Ａ端面図】 

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。

（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。

（後略） 


