
Jグループ
本意匠 関連意匠

J0 J0-1 Ｈ２７年度 1556819 基板洗浄用スポンジ J0-1 1557005 基板洗浄用スポンジ
J1 J1-121 Ｈ２５年度 1487099 ノギス J1-121 1487249 ノギス

J1-2101 Ｈ２４年度 1484584 ヘルスメーター J1-2101 1485079 ヘルスメーター
J1-230 Ｈ２３年度 1425666 電子体温計 J1-230 1444940 電子体温計
J1-322     Ｈ１９年度 1346870 水道メータ J1-322     1347353 水道メータ
J1-322     Ｈ１９年度 1346870 水道メータ J1-322     1347354 水道メータ
J1-400     Ｈ１９年度 1343365 電気測定器 J1-400     1343633 電気測定器
J1-500 Ｈ２５年度 1502318 呼気検知器 J1-500 1502637 呼気検知器
J1-500 Ｈ２８年度 1589047 ガス検知器 J1-500 1589172 ガス検知器
J1-60 Ｈ２４年度 1457756 レーザー距離計 J1-60 1458052 レーザー距離計
J1-610     Ｈ２０年度 1365140 測量用スケール J1-610     1365365 測量用スケール
J1-610 Ｈ２７年度 1543429 レーザー墨出し器 J1-610 1543562 レーザー墨出し器
J1-70 Ｈ２７年度 1550637 カメラ付きマイクロホンプローブ J1-70 1550759 カメラ付きマイクロホンプローブ
J1-900 Ｈ２６年度 1532324 計器用保護ケース J1-900 1532569 計器用保護ケース

J2 J2-300 Ｈ２４年度 1479043 腕時計本体 J2-300 1479173 腕時計本体
J3 J3-00      Ｈ１９年度 1335881 レンズ J3-00      1337234 レンズ

J3-14 Ｈ２４年度 1473182 拡大鏡 J3-14 1473450 拡大鏡
J3-230     Ｈ２０年度 1369516 監視カメラ J3-230     1369678 監視カメラ
J3-230 Ｈ２１年度 1400603 画像検出器用カメラ J3-230     1400960 画像検出器用カメラ
J3-230 Ｈ２２年度 1408883 監視カメラ J3-230 1408996 監視カメラ
J3-230 Ｈ２４年度 1462467 監視カメラ J3-230 1462633 監視カメラ
J3-231     Ｈ１９年度 1341972 液晶モニター及び録画再生機能付ビデオカメラ J3-231     1342411 液晶モニター及び録画再生機能付ビデオカメラ
J3-231 Ｈ２３年度 1433477 プロジェクター付きデジタルカメラ J3-231 1433767 プロジェクター付きデジタルカメラ
J3-231 Ｈ２４年度 1439774 デジタルビデオカメラ J3-231 1458042 デジタルビデオカメラ
J3-231 Ｈ２７年度 1548311 デジタルカメラ J3-231 1548546 デジタルカメラ
J3-2926 Ｈ２１年度 1403619 カメラ用ケース B4-10      1414102 電子計算機用ケース

J4 J4-3 Ｈ２４年度 1480519 タイムレコーダー J4-3 1480776 タイムレコーダー
J4-40 Ｈ２６年度 1524037 貨幣入出金機 J4-40 1524521 貨幣入出金機
J4-610 Ｈ２４年度 1483749 金銭登録機 J4-610 1484068 金銭登録機
J4-610 Ｈ２５年度 1507967 金銭登録機 J4-610 1508210 金銭登録機
J4-610 Ｈ２６年度 1527697 金銭登録機 J4-610 1527856 金銭登録機

J5 J5-02 Ｈ２７年度 1544247 シール自動販売機用撮影機 J5-02 1544449 シール自動販売機用撮影機
J5-120 Ｈ２７年度 1543366 容器入り飲料自動販売機 J5-120 1543548 容器入り飲料自動販売機

J6 J6-400 Ｈ２６年度 1531346 ハーネス型安全帯用反射材 J6-400 1531649 ハーネス型安全帯用反射材



J6-400 Ｈ２７年度 1561926 蓄光部付き反射ベスト J6-400 1562193 蓄光部付き反射ベスト
J6-420 Ｈ２３年度 1446830 道路標識柱 J6-420 1447061 道路標識柱

J7 J7-100 Ｈ２６年度 1526452 ストーマ袋固定具 J7-100 1526784 ストーマ袋固定具
J7-100 Ｈ２７年度 1550035 服薬管理ボード J7-100 1550136 服薬管理ボード
J7-100 Ｈ２８年度 1573116 薬剤用ケース J7-100 1573321 薬剤用ケース
J7-11      Ｈ１９年度 1340115 貼り薬 J7-11      1340383 貼り薬
J7-14      Ｈ２０年度 1370640 補聴器 J7-14      1370990 補聴器
J7-160 Ｈ２２年度 1390571 マッサージ具 J7-160 1416519 マッサージ具
J7-160 Ｈ２２年度 1390571 マッサージ具 J7-160 1416520 マッサージ具
J7-160 Ｈ２３年度 1435779 指圧具 J7-160 1435905 指圧具
J7-160 Ｈ２３年度 1435779 指圧具 J7-160 1435906 指圧具
J7-160 Ｈ２４年度 1457455 マッサージ具 C4-110 1458058 洗浄具
J7-160 Ｈ２５年度 1497866 マッサージ器 J7-160 1498326 マッサージ器
J7-160 Ｈ２６年度 1497866 マッサージ器 J7-160 1513461 マッサージ器
J7-20 Ｈ２５年度 1487486 医療用処置補助台 J7-20 1497658 医療用処置補助台
J7-300 Ｈ２６年度 1513331 内視鏡用プロセッサ J7-300 1513480 内視鏡用プロセッサ
J7-331 Ｈ２１年度 1387528 血圧計本体 J7-331     1396052 血圧計
J7-331 Ｈ２１年度 1387528 血圧計本体 J7-331     1403530 血圧計本体
J7-331 Ｈ２１年度 1387528 血圧計本体 J7-331     1403531 血圧計
J7-331 Ｈ２４年度 1472966 血圧計 J7-331 1473415 血圧計
J7-331 Ｈ２４年度 1472966 血圧計 J7-331 1473416 血圧計
J7-331 Ｈ２７年度 1563372 無線通信機付き血圧計 J7-331 1563829 無線通信機付き血圧計
J7-400 Ｈ２７年度 1556336 薬液容器用収容袋 J7-400 1556543 薬液容器用収容袋
J7-41      Ｈ１９年度 1367921 顎骨切削具 J7-41      1368125 顎骨切削具
J7-41 Ｈ２３年度 1444717 手術用メスの替刃着脱具 J7-41 1444989 手術用メスの替刃着脱具
J7-42 Ｈ２１年度 1382645 留置針 J7-42      1382771 留置針
J7-42 Ｈ２１年度 1382645 留置針 J7-42      1382772 留置針
J7-42 Ｈ２２年度 1428241 皮内投与用注射針 J7-42 1429679 皮内投与用注射針
J7-42 Ｈ２６年度 1515636 留置針 J7-42 1515822 留置針
J7-43 Ｈ２５年度 1486648 手術用吸引具ヘッド J7-43 1486814 手術用吸引具ヘッド
J7-43 Ｈ２６年度 1524137 ガイドワイヤ J7-43 1524544 ガイドワイヤ
J7-43 Ｈ２７年度 1545185 カテーテル J7-43 1545328 カテーテル
J7-70 Ｈ２４年度 1472736 巻き爪矯正具 J7-70 1472912 巻き爪矯正具
J7-70 Ｈ２５年度 1488738 巻き爪矯正具 J7-70 1489014 巻き爪矯正具
J7-70 Ｈ２６年度 1528343 歩行訓練用マット J7-70 1541455 歩行訓練用マット
J7-70 Ｈ２７年度 1541569 動作支援用機械器具 J7-70 1541977 動作支援用機械器具



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1556819 

日本意匠分類 J0-1 ： 

意匠に係る物品 基板洗浄用スポンジ ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
図面中、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 ： 
図面中、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 15-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 J0-1 ： 

意匠に係る物品 基板洗浄用スポンジ ： 

国際意匠分類 15-05 ： 

1557005 

J1 

 

【正面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【平面図】 【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【平面斜視図】 

【底面斜視図】 

【平面斜視図】 

【底面斜視図】 【使用状態を示す参考図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1487099 

日本意匠分類  J1-121 ： 

意匠に係る物品  ノギス ： 

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。全表示素子を表した
参考正面図の蓋部には、Ｒ形状を明確にするため
に稜線を付している。 

国際意匠分類  10-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  J1-121 ： 

意匠に係る物品  ノギス ： 

国際意匠分類  10-04 ： 

 1487249 

J1 

【背面図】 

【平面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【全表示素子を表した参考正面図】 

【参考斜視図】 

【底面図】 

 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【全表示素子を表した参考正面図】 

【参考斜視図】 

【底面図】 

【正面図】 



本意匠 関連意匠 

J1 

意匠登録第     号  1484584 

日本意匠分類  J1-2101 

意匠に係る物品  ヘルスメーター 

： 

： 

意匠登録第     号  1485079 

日本意匠分類  J1-2101 

意匠に係る物品  ヘルスメーター 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【斜視図１】 

【各部の名称を

示す参考図】 

【内部機構を省略し

たＢ－Ｂ線断面図】 

【左側面図】 

【斜視図２】 

【内部機構を省略し

たＡ－Ａ線断面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【斜視図１】 

【各部の名称を

示す参考図】 

【内部機構を省略し

たＢ－Ｂ線断面図】 

【左側面図】 

【斜視図２】 

【内部機構を省略し

たＡ－Ａ線断面図】 

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 

J1 

意匠登録第     号  1425666 

日本意匠分類  J1-230 

意匠に係る物品  電子体温計 

： 

： 

意匠登録第     号  1444940 

日本意匠分類  J1-230 

意匠に係る物品  電子体温計 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【各部の名称を示す 

     参考斜視図】 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【左側面図】 

【斜視図1】 

【斜視図3】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【各部の名称を示す 

     参考斜視図】 

【左側面図】 

【斜視図1】 

【斜視図3】 

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。 

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。 



本意匠 関連意匠 

J1 

意匠登録第     号  1346870 

日本意匠分類  J1-322   

意匠に係る物品  水道メータ 

： 

： 

意匠登録第     号  1347353 

日本意匠分類  J1-322   

意匠に係る物品  水道メータ 

： 

： 

【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】 

【蓋を開いた状態の 

 右側面図】 

【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】 

【蓋を開いた状態の 

 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 

J2 

意匠登録第     号  1346870 

日本意匠分類  J1-322    

意匠に係る物品  水道メータ 

： 

： 

意匠登録第     号  1347354 

日本意匠分類  J1-322  

意匠に係る物品  水道メータ 

： 

： 

【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】 

【蓋を開いた状態の 

 右側面図】 

【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】 

【蓋を開いた状態の 

 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 

J3 

意匠登録第     号  1343365 

日本意匠分類  J1-400  

意匠に係る物品  電気測定器 

： 

： 

意匠登録第     号  1343633 

日本意匠分類  J1-400  

意匠に係る物品  電気測定器 

： 

： 

【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線断面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【A-A線断面図】 【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 ： 
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。 

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。 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1502318 

日本意匠分類  J1-500 ： 

意匠に係る物品  呼気検知器 ： 

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。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。内部機構を省略し
たＡ－Ａ断面図及び内部機構を省略したＢ－Ｂ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。内部機構を省略し
たＡ－Ａ断面図及び内部機構を省略したＢ－Ｂ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  10-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  J1-500 ： 

意匠に係る物品  呼気検知器 ： 

国際意匠分類  10-04 ： 

1502637 

J2 

【内部機構を省略したＡ－Ａ断面図】 

【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

 

【平面図】 

【参考正面図】 

【内部機構を省略したＢ－Ｂ断面図】 

【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 【内部機構を省略したＡ－Ａ断面図】 【内部機構を省略したＢ－Ｂ断面図】 

【参考正面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1589047 

日本意匠分類 J1-500 ： 

意匠に係る物品 ガス検知器 ： 

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 ： 
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。 

国際意匠分類 10-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 J1-500 ： 

意匠に係る物品 ガス検知器 ： 

国際意匠分類 10-05 ： 

1589172 

J1 

 

【正面図】 

【平面図】 【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【使用状態を示す参考図１】 

【左側面図】 

【使用状態を示す参考図２】 

【拡大参考断面図】 

【使用状態を示す参考図１】 【使用状態を示す参考図２】 

【拡大参考断面図】 

【左側面図】 

【背面図】 



本意匠 関連意匠 

J2 

意匠登録第     号  1457756 

日本意匠分類  J1-60 

意匠に係る物品  レーザー距離計 

： 

： 

意匠登録第     号  1458052 

日本意匠分類  J1-60 

意匠に係る物品  レーザー距離計 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【ａ－ａ’部分拡大図】 

【左側面図】 

【ｂ－ｂ’部分拡大図】 

【内部機構を省略し

たＡ－Ａ断面図】 

【正面・平面・左側

面側からの斜視図】 

【背面・底面・右側

面側からの斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【内部機構を省略し

たＡ－Ａ断面図】 

【正面・平面・左側

面側からの斜視図】 

【背面・底面・右側

面側からの斜視図】 

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。各斜視図において表れる途切れた線（稜

線）は、立体表面の形状を表すものである。 

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。各斜視図において表れる途切れた線（稜

線）は、立体表面の形状を表すものである。 



本意匠 関連意匠 

J1 

意匠登録第     号  1365140 

日本意匠分類  J1-610 

意匠に係る物品  測量用スケール 

： 

： 

意匠登録第     号  1365365 

日本意匠分類  J1-610 

意匠に係る物品  測量用スケール 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【拡大左

側面図】 

【拡大右

側面図】 

【伸長状態の正面図】 

【Ａ－Ａ，Ｂ－Ｂ部拡大図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【伸長状態の正面図】 

【Ａ－Ａ，Ｂ－Ｂ部拡大図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【拡大右

側面図】 

【拡大左

側面図】 

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。（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 1543429 

日本意匠分類 J1-610 ： 

意匠に係る物品 レーザー墨出し器 ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
黄緑色で着色した部分以外が、部分意匠と
して登録を受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
黄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。 

国際意匠分類 10-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 J1-610 ： 

意匠に係る物品 レーザー墨出し器 ： 

国際意匠分類 10-04 ： 

1543562 

J2 

 

【正面図】 【左側面図】 

【斜視図】 【平面図】 【平面図】 

【左側面図】 【正面図】 

【背面図】 【底面図】 

【右側面図】 

【背面図】 【底面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1550637 

日本意匠分類 J1-70 ： 

意匠に係る物品 カメラ付きマイクロホンプローブ ： 

H27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
た。 

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
た。 国際意匠分類 10-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 J1-70 ： 

意匠に係る物品 カメラ付きマイクロホンプローブ ： 

国際意匠分類 10-05 ： 

1550759 

J3 

 

【正面図】 【左側面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【平面図】 【平面図】 

【左側面図】 【正面図】 

【正面・平面・左側面側

からの斜視図】 

【背面図】 【底面図】 

【右側面図】 

【背面図】 【底面図】 

【右側面図】 

【背面・底面・右側面側

からの斜視図】 

【正面・平面・左側面側

からの斜視図】 

【背面・底面・右側面側

からの斜視図】 

【使用状態を示す参考図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1532324 

日本意匠分類 J1-900 ： 

意匠に係る物品 計器用保護ケース ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
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 ： 
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） 

国際意匠分類 03-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 J1-900 ： 

意匠に係る物品 計器用保護ケース ： 

国際意匠分類 03-01 ： 

1532569 

J1 

【平面図】 

【背面図】 

 

【正面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ’部分断面図】 

【部分意匠として意匠登録を受けよ

うとする部分の部分拡大斜視図】 

【底面図】 

【Ｂ－Ｂ’部分断面図】 

【Ｃ－Ｃ’部分断面図】 【平面図】 

【背面図】 【正面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ’部分断面図】 

【底面図】 

【Ｂ－Ｂ’部分断面図】 

【Ｃ－Ｃ’部分断面図】 

【部分意匠として意匠登録を受けよ

うとする部分の部分拡大斜視図】 



本意匠 関連意匠 

J3 

意匠登録第     号  1479043 

日本意匠分類  J2-300 

意匠に係る物品  腕時計本体 

： 

： 

意匠登録第     号  1479173 

日本意匠分類  J2-300 

意匠に係る物品  腕時計本体 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

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 

J4 

意匠登録第     号  1335881 

日本意匠分類  J3-00  

意匠に係る物品  レンズ 

： 

： 

意匠登録第     号  1337234 

日本意匠分類  J3-00  

意匠に係る物品  レンズ 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【A-A端面図】 

【斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【A-A端面図】 

【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）Ａ－Ａ’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 ： 
（前略）Ａ－Ａ’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 

J4 

意匠登録第     号  1473182 

日本意匠分類  J3-14 

意匠に係る物品  拡大鏡 

： 

： 

意匠登録第     号  1473450 

日本意匠分類  J3-14 

意匠に係る物品  拡大鏡 

： 

： 

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】 

【底面図】 

【左側面図】 

【正面・平面・右側

面側からの斜視図】 【Ａ－Ａ拡大断面図】 

【内部機構を省略した

Ｂ－Ｂ拡大断面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【正面・平面・右側

面側からの斜視図】 【Ａ－Ａ拡大断面図】 

【内部機構を省略した

Ｂ－Ｂ拡大断面図】 

意匠の説明 ： 
（前略）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。一点鎖線は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示すものである。（中

略）レンズは登録を受けようとする部分以外の部

分である。 

意匠の説明 ： 
（前略）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。一点鎖線は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示すものである。（中

略）レンズは登録を受けようとする部分以外の部

分である。 



本意匠 関連意匠 

J2 

意匠登録第     号  1369516 

日本意匠分類  J3-230 

意匠に係る物品  監視カメラ 

： 

： 

意匠登録第     号  1369678 

日本意匠分類  J3-230 

意匠に係る物品  監視カメラ 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【内部機構省略の

Ａ－Ａ線端面図】 

【Ｂ－Ｂ，Ｃ－

Ｃ部分拡大図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【斜視図】 

【Ｂ－Ｂ，Ｃ－

Ｃ部分拡大図】 

【内部機構省略の

Ａ－Ａ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） 



H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

本意匠 関連意匠 

J1 

意匠登録第     号  1400603 

日本意匠分類  J3-230 

意匠に係る物品  画像検出器用カメラ 

： 

： 

意匠登録第     号  1400960 

日本意匠分類  J3-230 

意匠に係る物品  画像検出器用カメラ 

： 

： 

【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】 【斜視図２】 

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分部分であ

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分部分であ

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 

J1 

意匠登録第     号  1408883 

日本意匠分類  J3-230 

意匠に係る物品  監視カメラ 

： 

： 

意匠登録第     号  1408996 

日本意匠分類  J3-230 

意匠に係る物品  監視カメラ 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【斜視図】 

【内部機構を省略した

A－A’断面図】 
【内部機構を省略した

B－B’断面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【斜視図】 

【内部機構を省略した

A－A’断面図】 

【内部機構を省略した

B－B’断面図】 

【内部機構を省略した

C－C’断面図】 

【内部機構を省略した

D－D’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。（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 

J5 

意匠登録第     号  1462467 

日本意匠分類  J3-230 

意匠に係る物品  監視カメラ 

： 

： 

意匠登録第     号  1462633 

日本意匠分類  J3-230 

意匠に係る物品  監視カメラ 

： 

： 

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】 

【底面図】 

【左側面図】 

【斜視図１】 【斜視図２】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【斜視図１】 【斜視図２】 

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。背面図は正面図と左

右対称に表れる。図面中に表された細線は、本願

意匠の立体形状を明確にするための稜線である。 

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。背面図は正面図と左

右対称に表れる。図面中に表された細線は、本願

意匠の立体形状を明確にするための稜線である。 



本意匠 関連意匠 

J5 

意匠登録第     号  1341972 

日本意匠分類  J3-231  

意匠に係る物品  液晶モニター及び録画再生機能付ビデオカメラ 

： 

： 

意匠登録第     号  1342411 

日本意匠分類  J3-231  

意匠に係る物品  液晶モニター及び録画再生機能付ビデオカメラ 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 【表示部を開いた状態 

 を示す後方斜視図】 

【後方斜視図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 【表示部を開いた状態 

 を示す後方斜視図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（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。 



本意匠 関連意匠 

J2 

意匠登録第     号  1433477 

日本意匠分類  J3-231 ： 

意匠に係る物品 

 
 プロジェクター付き 

デジタルカメラ 

： 

意匠登録第     号  1433767 

日本意匠分類  J3-231 ： 

意匠に係る物品  プロジェクター付き 

デジタルカメラ 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【各部の名称を 

示す参考図】 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【左側面図】 

【斜視図】 

【カバーをスライドさせ 

  た状態を示す正面図】 

【内部機構を省略した 

        Ａ－Ａ断面図】 

【登録を受けようとする 

   部分を示す参考図】 

【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断面図】 

【カバーをスライドさせ 

  た状態を示す正面図】 【各部の名称を 

示す参考図】 

【登録を受けようとする 

   部分を示す参考図】 

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

で表した。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。（後略） 

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

破線で表した。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。（後略） 



本意匠 関連意匠 

J6 

意匠登録第     号  1439774 

日本意匠分類  J3-231 

意匠に係る物品  デジタルビデオカメラ 

： 

： 

意匠登録第     号  1458042 

日本意匠分類  J3-231 

意匠に係る物品  デジタルビデオカメラ 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【背面斜視図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【ファインダーを上げ

た状態の正面斜視図】 

【レンズ、ハンドル、

グリップを取り外した

状態の参考平面図】 

【レンズ、ハンドル、グ

リップを取り外した状態

の参考正面斜視図】 

【レンズ、ハンドル、グ

リップを取り外した状態

の参考背面斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【正面斜視図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【パーツを取り外した

状態の参考背面図】 

【パーツを取り外した状

態の参考正面斜視図】 

【パーツを取り外した状

態の参考背面斜視図】 

【パーツを取り外した

状態の参考平面図】 

【背面斜視図】 

意匠の説明 ： 
図面の表面部全面に表された濃淡は、立体表面の形状

を表す濃淡であり、水色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 ： 
図面の表面部全面に表された濃淡は、立体表面の形状

を表す濃淡であり、水色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 1548311 

日本意匠分類 J3-231 ： 

意匠に係る物品 デジタルカメラ ： 

H27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のみを示すものである。
登録を受けようとする部分を示す参考斜視図１，
２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。 

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。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のみを示すものである。
登録を受けようとする部分を示す参考斜視図１，
２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。 

国際意匠分類 16-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 J3-231 ： 

意匠に係る物品 デジタルカメラ ： 

国際意匠分類 16-01 ： 

1548546 

J4 

【平面図】 

【右側面図】 

 

【正面図】 【左側面図】 

【内部構造を省略したａ－ａ’， 

ｂ－ｂ’部のＢ－Ｂ拡大断面図】 

【正面・平面・右側面側 

からの斜視図】 

【登録を受けようとする部分 

を示す参考斜視図１】 

【登録を受けようとする 

部分を示す参考斜視図２】 

【背面・平面・左側面側 

からの斜視図】 
【正面・平面・右側面側 

からの斜視図】 
【平面図】 

【背面・平面・左側面側 

からの斜視図】 

【左側面図】 【正面図】 【右側面図】 

【内部構造を省略したａ－ａ’， 

ｂ－ｂ’部のＢ－Ｂ拡大断面図】 

【登録を受けようとする部分 

を示す参考斜視図１】 
【登録を受けようとする 

部分を示す参考斜視図２】 



H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

本意匠 関連意匠 

J2 

意匠登録第     号  1403619 

日本意匠分類  J3-2926 

意匠に係る物品  カメラ用ケース 

： 

： 

意匠登録第     号  1414102 

日本意匠分類      B4-10       

意匠に係る物品  電子計算機用ケース 

： 

： 

【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】 

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 

J7 

意匠登録第     号  1480519 

日本意匠分類  J4-3 

意匠に係る物品  タイムレコーダー 

： 

： 

意匠登録第     号  1480776 

日本意匠分類  J4-3 

意匠に係る物品  タイムレコーダー 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【透明部を示す

参考斜視図】 

【左側面図】 

【斜視図１】 【斜視図２】 

【全点灯状態を示

す参考斜視図】 

【内部機構を省略した

正面図中央縦端面図】 【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【透明部を示す

参考斜視図】 

【左側面図】 

【斜視図１】 【斜視図２】 

【全点灯状態を示

す参考斜視図】 

【内部機構を省略した

正面図中央縦端面図】 

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） 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1524037 

日本意匠分類 J4-40 ： 

意匠に係る物品 貨幣入出金機 ： 

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り、「内部構造を省略し
たＤ－Ｄ線端面図」、「Ｆ－Ｇ部分拡大図」、
「内部構造を省略したＥ－Ｅ線端面図」及び
「Ｈ－Ｉ部分拡大図」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、「内部構造を省略し
たＤ－Ｄ線端面図」、「Ｆ－Ｇ部分拡大図」、
「内部構造を省略したＥ－Ｅ線端面図」及び
「Ｈ－Ｉ部分拡大図」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） 

国際意匠分類 10-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 J4-40 ： 

意匠に係る物品 貨幣入出金機 ： 

国際意匠分類 10-05 ： 

1524521 

J2 

【平面図】 

【右側面図】 

 

【正面図】 【背面図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【Ａ‐Ｂ部分拡大図】 

【平面図】 

【背面図】 【正面図】 【右側面図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【Ａ‐Ｂ部分拡大図】 



本意匠 関連意匠 

J8 

意匠登録第     号  1483749 

日本意匠分類  J4-610 

意匠に係る物品  金銭登録機 

： 

： 

意匠登録第     号  1484068 

日本意匠分類  J4-610 

意匠に係る物品  金銭登録機 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【各部の名称を示

す参考斜視図】 

【正面方向から

見た斜視図】 

【背面方向から

見た斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【各部の名称を示

す参考斜視図】 

【正面方向から

見た斜視図】 
【背面方向から

見た斜視図】 

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  1507967 

日本意匠分類  J4-610 ： 

意匠に係る物品  金銭登録機 ： 

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  18-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  J4-610 ： 

意匠に係る物品  金銭登録機 ： 

国際意匠分類  18-01 ： 

1508210 

J3 

【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【各部の名称を示す 

参考斜視図】 

 

【背面方向から見

た斜視図】 

【正面方向から見た斜

視図】 

【使用状態を示す

参考斜視図】 

【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【各部の名称を示す 

参考斜視図】 

【背面方向から見

た斜視図】 

【正面方向から見た斜

視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1527697 

日本意匠分類 J4-610 ： 

意匠に係る物品 金銭登録機 ： 

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。 

国際意匠分類 18-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 J4-610 ： 

意匠に係る物品 金銭登録機 ： 

国際意匠分類 18-01 ： 

1527856 

J3 

【平面図】 

【右側面図】 

 

【正面図】 【左側面図】 

【正面側斜視図】 

【底面図】 
【背面図】 

【背面側斜視図】 【平面図】 

【右側面図】 【正面図】 【左側面図】 

【正面側斜視図】 

【底面図】 
【背面図】 

【背面側斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1544247 

日本意匠分類 J5-02 ： 

意匠に係る物品 シール自動販売機用撮影機 ： 

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。（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。 

国際意匠分類 10-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 J5-02 ： 

意匠に係る物品 シール自動販売機用撮影機 ： 

国際意匠分類 10-05 ： 

1544449 

J5 

【平面図】 

 

【正面図】 【左側面図】 

【斜視図１】 

【名称を示す参考斜視図】 

【斜視図２】 

【平面図】 

【左側面図】 
【正面図】 

【斜視図１】 【斜視図２】 

【名称を示す参考斜視図】 
【底面図】 【背面図】 

【右側面図】 

【底面図】 【背面図】 

【右側面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1543366 

日本意匠分類 J5-120 ： 

意匠に係る物品 容器入り飲料自動販売機 ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線及び濃淡調子で表された部分が、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 ： 
実線及び濃淡調子で表された部分が、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 20-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 J5-120 ： 

意匠に係る物品 容器入り飲料自動販売機 ： 

国際意匠分類 20-01 ： 

1543548 

J6 

 

【正面図】 【左側面図】 

【透明部分及び各部名称 

を示す参考正面図】 

【平面図】 【平面図】 

【左側面図】 【正面図】 

【透明部分及び各部名称 

を示す参考正面図】 【背面図】 
【底面図】 

【右側面図】 

【背面図】 【底面図】 

【右側面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1531346 

日本意匠分類 J6-400 ： 

意匠に係る物品 ハーネス型安全帯用反射材 ： 

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 02-06 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 J6-400 ： 

意匠に係る物品 ハーネス型安全帯用反射材 ： 

国際意匠分類 02-06 ： 

1531649 

J4 

【平面図】 

【右側面図】 

 

【正面図】 【左側面図】 

【ハーネス型安全帯に装着

した状態を示す参考図】 

【底面図】 

【背面図】 

【部分を示す正面参考図】 

【部分を示す背面参考図】 

【平面図】 

【右側面図】 【正面図】 【左側面図】 

【ハーネス型安全帯に装着

した状態を示す参考図】 

【底面図】 

【背面図】 

【部分を示す正面参考図】 

【部分を示す背面参考図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1561926 

日本意匠分類 J6-400 ： 

意匠に係る物品 蓄光部付き反射ベスト ： 

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 10-06 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 J6-400 ： 

意匠に係る物品 蓄光部付き反射ベスト ： 

国際意匠分類 10-06 ： 

1562193 

J7 

【平面図】 

【右側面図】 

 

【正面図】 【左側面図】 

【底面図】 【背面図】 
【構成を示す 

参考背面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【正面図】 【左側面図】 

【底面図】 【背面図】 【構成を示す 

参考背面図】 



本意匠 関連意匠 

J3 

意匠登録第     号  1446830 

日本意匠分類  J6-420 

意匠に係る物品  道路標識柱 

： 

： 

意匠登録第     号  1447061 

日本意匠分類  J6-420 

意匠に係る物品 道路標識柱 

： 

： 

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】 

【底面図】 

【背面図】 【右側面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【正面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【底面図】 

【背面図】 【右側面図】 

【使用状態を示す参考図】 

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 1526452 

日本意匠分類 J7-100 ： 

意匠に係る物品 ストーマ袋固定具 ： 

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 24-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 J7-100 ： 

意匠に係る物品 ストーマ袋固定具 ： 

国際意匠分類 24-01 ： 

1526784 

J5 

【平面図】 

 

【正面図】 【左側面図】 

【平面側斜視図】 

【底面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【底面側斜視図】 

【Ｂ部拡大図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【平面側斜視図】 

【底面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【底面側斜視図】 

【Ｂ部拡大図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1550035 

日本意匠分類 J7-100 ： 

意匠に係る物品 服薬管理ボード ： 

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 24-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 J7-100 ： 

意匠に係る物品 服薬管理ボード ： 

国際意匠分類 24-02 ： 

1550136 

J8 

【平面図】 

 

【正面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【Ｃ－Ｃ断面図】 

【背面図】 

【Ｄ－Ｄ拡大図】 

【斜視図Ａ】 

【平面図】 

【Ｃ－Ｃ断面図】 【正面図】 【左側面図】 

【Ｄ－Ｄ拡大図】 【底面図】 

【斜視図Ａ】 

【背面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1573116 

日本意匠分類 J7-100 ： 

意匠に係る物品 薬剤用ケース ： 

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 ： 
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、端
面図及び蓋を開いた状態の各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、端
面図及び蓋を開いた状態の各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 24-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 J7-100 ： 

意匠に係る物品 薬剤用ケース ： 

国際意匠分類 24-02 ： 

1573321 

J2 

 

【正面図】 【左側面図】 

【蓋を開いた状態の縮小斜視図】 

【平面図】 【平面図】 

【左側面図】 
【正面図】 

【背面図】 
【底面図】 

【右側面図】 

【背面図】 【底面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ拡大端面図】 

【蓋を開いた状態の斜視図】 【蓋を開いた状態の平面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ拡大端面図】 

【蓋を開いた状態の平面図】 



本意匠 関連意匠 

J6 

意匠登録第     号  1340115 

日本意匠分類  J7-11   

意匠に係る物品  貼り薬 

： 

： 

意匠登録第     号  1340383 

日本意匠分類  J7-11 

意匠に係る物品  貼り薬 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【A-A’線断面図】 

【B-B’部分拡大図】 

【B-B’部分参考拡大図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【A-A’線断面図】 

【B-B’部分拡大図】 

【B-B’部分参考拡大図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
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、各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、各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） 



本意匠 関連意匠 

J3 

意匠登録第     号  1370640 

日本意匠分類  J7-14 

意匠に係る物品  補聴器 

： 

： 

意匠登録第     号  1370990 

日本意匠分類  J7-14 

意匠に係る物品  補聴器 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 
【左側面図】 

【斜視図】 【後方斜視図】 

【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】 

【後方斜視図】 【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 ： 
端面図を含む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 ： 
端面図を含む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 

J2 

意匠登録第     号  1390571 

日本意匠分類  J7-160 

意匠に係る物品  マッサージ具 

： 

： 

意匠登録第     号  1416519 

日本意匠分類  J7-160 

意匠に係る物品  マッサージ具 

： 

： 

【正面図】 

【A－A断面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【B－B断面図】 

【C－C断面図】 

【正面図】 

【A－A断面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図中央縦断面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【B－B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。（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 

J3 

意匠登録第     号  1390571 

日本意匠分類  J7-160 

意匠に係る物品  マッサージ具 

： 

： 

意匠登録第     号  1416520 

日本意匠分類  J7-160 

意匠に係る物品  マッサージ具 

： 

： 

【正面図】 

【A－A断面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【B－B断面図】 

【C－C断面図】 

【正面図】 

【A－A断面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【B－B断面図】 

【正面図中央縦断面図】 

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。（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 

J4 

意匠登録第     号  1435779 

日本意匠分類  J7-160 

意匠に係る物品  指圧具 

： 

： 

意匠登録第     号  1435905 

日本意匠分類  J7-160 

意匠に係る物品  指圧具 

： 

： 

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】 

【使用状態を示す参考図１】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【使用状態を示す参考図2】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【使用状態を示す参考図１】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【使用状態を示す参考図2】 

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） 



本意匠 関連意匠 

J5 

意匠登録第     号  1435779 

日本意匠分類  J7-160 

意匠に係る物品  指圧具 

： 

： 

意匠登録第     号  1435906 

日本意匠分類  J7-160 

意匠に係る物品  指圧具 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【使用状態を示す参考図１】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【使用状態を示す参考図2】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【使用状態を示す参考図１】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【使用状態を示す参考図2】 

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） 



本意匠 関連意匠 

J9 

意匠登録第     号  1457455 

日本意匠分類  J7-160 

意匠に係る物品  マッサージ具 

： 

： 

意匠登録第     号  1458058 

日本意匠分類  C4-110 

意匠に係る物品  洗浄具 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 【底面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【左側面図】 

【斜視図１】 

【斜視図２】 

【平面図中央横断面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 【底面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【左側面図】 

【斜視図１】 

【斜視図２】 

【平面図中央横断面図】 

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 意匠登録第     号  1497866 

日本意匠分類  J7-160 ： 

意匠に係る物品  マッサージ器 ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
各斜視図に表れる途切れた線は、立体表面の形状
を表す為のものである。背面図は正面図と同一に
表われるため省略する。左側面図は右側面図と同
一に表われるため省略する。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。 

意匠の説明 ： 
各斜視図に表れる途切れた線は、立体表面の形状
を表す為のものである。背面図は正面図と同一に
表われるため省略する。左側面図は右側面図と同
一に表われるため省略する。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。 

国際意匠分類  06-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  J7-160 ： 

意匠に係る物品  マッサージ器 ： 

国際意匠分類  06-01 ： 

1498326 

J4 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

 

【背面・底面・左側面側からの斜視図】 

【正面・平面・右側面側からの斜視図】 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【背面・底面・左側面側からの斜視図】 

【正面・平面・右側面側からの斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1497866 

日本意匠分類 J7-160 ： 

意匠に係る物品 マッサージ器 ： 

H26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。 

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。 国際意匠分類 06-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 J7-160 ： 

意匠に係る物品 マッサージ器 ： 

国際意匠分類 06-01 ： 

1513461 

J6 

 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【内部機構を省略し

たＡ－Ａ断面図】 

【底面図】 

【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】 

【内部機構を省略し

たＢ－Ｂ断面図】 

【正面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【底面図】 

【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】 

【内部機構を省略し

たＡ－Ａ断面図】 

【内部機構を省略した

ａ－ａ’部における

Ｂ－Ｂ拡大断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1497486 

日本意匠分類  J7-20 ： 

意匠に係る物品  医療用処置補助台 ： 

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。 

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。 

国際意匠分類  24-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  J7-20 ： 

意匠に係る物品  医療用処置補助台 ： 

国際意匠分類  24-01 ： 

1497658 

J5 

【底面図】 

【正面図】 
【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【使用状態を表す参考斜視図】 

 

【Ｂ－Ｂ線断面図】 【斜視図】 

【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【使用状態を表す参考斜視図】 

【Ｂ－Ｂ線断面図】 【斜視図】 

【背面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1513331 

日本意匠分類 J7-300 ： 

意匠に係る物品 内視鏡用プロセッサ ： 

H26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
の部分の境界のみを表している。 

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のみを表している。 

国際意匠分類 24-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 J7-300 ： 

意匠に係る物品 内視鏡用プロセッサ ： 

国際意匠分類 24-01 ： 

1513480 

J7 

 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【正面・平面・左側

面側からの斜視図】 

【正面・平面・右側

面側からの斜視図】 

【背面図】 

【左側面図】 【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【正面・平面・左側

面側からの斜視図】 

【正面・平面・右側

面側からの斜視図】 

【背面図】 

【左側面図】 



H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

本意匠 関連意匠 

J3 

意匠登録第     号  1387528 

日本意匠分類  J7-331 

意匠に係る物品  血圧計本体 

： 

： 

意匠登録第     号  1396052 

日本意匠分類      J7-331      

意匠に係る物品  血圧計 

： 

： 

【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】 【斜視図２】 

【斜視図３】 

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。 

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。 



H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

本意匠 関連意匠 

J4 

意匠登録第     号  1387528 

日本意匠分類  J7-331 

意匠に係る物品  血圧計本体 

： 

： 

意匠登録第     号  1403530 

日本意匠分類  J7-331      

意匠に係る物品  血圧計本体 

： 

： 

【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】 【斜視図２】 

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。 

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。 



H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

本意匠 関連意匠 

J5 

意匠登録第     号  1387528 

日本意匠分類  J7-331 

意匠に係る物品  血圧計本体 

： 

： 

意匠登録第     号  1403531 

日本意匠分類      J7-331      

意匠に係る物品  血圧計 

： 

： 

【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】 【斜視図２】 

【斜視図３】 

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 ： 
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。 



本意匠 関連意匠 

J10 

意匠登録第     号  1472966 

日本意匠分類  J7-331 

意匠に係る物品  血圧計 

： 

： 

意匠登録第     号  1473415 

日本意匠分類  J7-331 

意匠に係る物品  血圧計 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【各部の名称を示

す参考正面図】 

【左側面図】 【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【各部の名称を示

す参考正面図】 

【左側面図】 

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。正面図略中央部に表れ

る矩形部分は液晶表示部である。 

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。正面図略中央部に表れ

る矩形部分は液晶表示部である。 



本意匠 関連意匠 

J11 

意匠登録第     号  1472966 

日本意匠分類  J7-331 

意匠に係る物品  血圧計 

： 

： 

意匠登録第     号  1473416 

日本意匠分類  J7-331 

意匠に係る物品  血圧計 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【各部の名称を示

す参考正面図】 

【左側面図】 【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【各部の名称を示

す参考正面図】 

【左側面図】 

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。正面図略中央部に表れ

る矩形部分は液晶表示部である。 

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。正面図略中央部に表れ

る矩形部分は液晶表示部である。 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1563372 

日本意匠分類 J7-331 ： 

意匠に係る物品 無線通信機付き血圧計 ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

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。 

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。 

国際意匠分類 24-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 J7-331 ： 

意匠に係る物品 無線通信機付き血圧計 ： 

国際意匠分類 24-02 ： 

1563829 

J9 

 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【バックルを本体背面及びベルトから 

取り外した状態の縮小斜視図１】 

【斜視図１】 

【バックルを本体背面及びベルトから 

取り外した状態の縮小斜視図２】 

【背面図】 

【左側面図】 

【斜視図２】 【斜視図１】 【平面図】 【斜視図２】 

【左側面図】 【正面図】 【右側面図】 

【底面図】 【背面図】 【バックルを本体背面及びベルトから 

取り外した状態の縮小斜視図１】 

【バックルを本体背面及びベルトから 

取り外した状態の縮小斜視図２】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1556336 

日本意匠分類 J7-400 ： 

意匠に係る物品 薬液容器用収容袋 ： 

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 24-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 J7-400 ： 

意匠に係る物品 薬液容器用収容袋 ： 

国際意匠分類 24-04 ： 

1556543 

J10 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【平面図】 
【斜視図】 

【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 

J7 

意匠登録第     号  1367921 

日本意匠分類  J7-41  

意匠に係る物品  顎骨切削具 

： 

： 

意匠登録第     号  1368125 

日本意匠分類  J7-41  

意匠に係る物品  顎骨切削具 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【右側斜め上方から 

 見た斜視図】 

【左側斜め下方から 

 見た斜視図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【右側斜め上方から 

 見た斜視図】 

【左側斜め下方から 

 見た斜視図】 

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。（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 

J6 

意匠登録第     号  1444717 

日本意匠分類  J7-41 ： 

意匠に係る物品  手術用メスの替刃着脱具 ： 

意匠登録第     号  1444989 

日本意匠分類  J7-41 ： 

意匠に係る物品  手術用メスの替刃着脱具 ： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【斜視図】 

【使用状態を示す参考図】 

【閉じた状態の正面図】 

【ａ－ａ’部におけ 

 るＡ－Ａ断面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【使用状態を示す参考図】 

【閉じた状態の正面図】 

【ａ－ａ’部におけ 

 るＡ－Ａ断面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

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。 



H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

本意匠 関連意匠 

J6 

意匠登録第     号  1382645 

日本意匠分類     J7-42 

意匠に係る物品  留置針 

： 

： 

意匠登録第     号  1382771 

日本意匠分類  J7-42  

意匠に係る物品  留置針 

： 

： 

【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線断面図】 

【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線断面図】 

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。 

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。 



H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

本意匠 関連意匠 

J7 

意匠登録第     号  1382645 

日本意匠分類  J7-42 

意匠に係る物品  留置針 

： 

： 

意匠登録第     号  1382772 

日本意匠分類      J7-42       

意匠に係る物品  留置針 

： 

： 

【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線断面図】 

【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線断面図】 

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。 

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 

J4 

意匠登録第     号  1428241 

日本意匠分類  J7-42 

意匠に係る物品  皮内投与用注射針 

： 

： 

意匠登録第     号  1429679 

日本意匠分類  J7-42 

意匠に係る物品  皮内投与用注射針 

： 

： 

【右側面図】 【平面斜視図】 

【A-A線断面図】 

【使用状態を示す参考図２】 

【底面斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【使用状態を示す参考図１】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【使用状態を示す参考図１】 【使用状態を示す参考図２】 

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 意匠登録第     号 1515636 

日本意匠分類 J7-42 ： 

意匠に係る物品 留置針 ： 

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 24-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 J7-42 ： 

意匠に係る物品 留置針 ： 

国際意匠分類 24-01 ： 

1515822 

J8 

 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【各部の名称を示す参考図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【背面図】 

【左側面図】 【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【各部の名称を示す参考図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【Ｂ－Ｂ線断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1486648 

日本意匠分類  J7-43 ： 

意匠に係る物品  手術用吸引具ヘッド ： 

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。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。背面図は正面図と対称に表れるため省略
する。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 ： 
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。背面図は正面図と対称に表れるため省略
する。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  24-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  J7-43 ： 

意匠に係る物品 手術用吸引具ヘッド ： 

国際意匠分類  24-01 ： 

1486814 

J6 

【Ａ－Ａ線断面図】 【使用状態を示す参考図】 

【正面図】 【左側面図】 

【平面図】 

 

【Ｂ－Ｂ線断面図】 【斜視図】 

【右側面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 【使用状態を示す参考図】 

【正面図】 【左側面図】 

【平面図】 【Ｂ－Ｂ線断面図】 【斜視図】 

【右側面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1524137 

日本意匠分類 J7-43 ： 

意匠に係る物品 ガイドワイヤ ： 

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。（後略） 

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。（後略） 

国際意匠分類 24-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 J7-43 ： 

意匠に係る物品 ガイドワイヤ ： 

国際意匠分類 24-01 ： 

1524544 

J9 

 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【背面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【背面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1545185 

日本意匠分類 J7-43 ： 

意匠に係る物品 カテーテル ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
参考斜視図３を除く各図において実線で表され
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 ： 
参考斜視図３を除く各図において実線で表さ
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 24-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 J7-43 ： 

意匠に係る物品 カテーテル ： 

国際意匠分類 24-02 ： 

1545328 

J11 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【使用状態を示す正面図】 

【参考斜視図２】 

【左側面図】 

【使用状態を示す正面図】 
【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【参考斜視図２】 
【底面図】 

【左側面図】 



本意匠 関連意匠 

J12 

意匠登録第     号  1472736 

日本意匠分類  J7-70 

意匠に係る物品  巻き爪矯正具 

： 

： 

意匠登録第     号  1472912 

日本意匠分類  J7-70 

意匠に係る物品  巻き爪矯正具 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【参考斜視図】 

【底面図】 

【使用状態を示

す参考斜視図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【参考斜視図】 

【底面図】 
【使用状態を示

す参考斜視図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

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。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。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  1488738 

日本意匠分類  J7-70 ： 

意匠に係る物品  巻き爪矯正具 ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分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の境
界のみを示す線である。「参考斜視図」では、
意匠登録を受けようとする部分に網掛けを付し
ている。 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分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の境
界のみを示す線である。「参考斜視図」では、
意匠登録を受けようとする部分に網掛けを付し
ている。 

国際意匠分類  03-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  J7-70 ： 

意匠に係る物品 巻き爪矯正具 ： 

国際意匠分類  03-03 ： 

1489014 

J7 

【底面図】 【使用状態を示す参考図】 

【正面図】 【左側面図】 

【平面図】 

 

【参考斜視図】 【斜視図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【底面図】 【使用状態を示す参考図】 

【正面図】 【左側面図】 

【平面図】 【参考斜視図】 【斜視図】 

【背面図】 

【右側面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1528343 

日本意匠分類 J7-70 ： 

意匠に係る物品 歩行訓練用マット ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
破線で表した部分及び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。 

意匠の説明 ： 
破線で表した部分及び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。 国際意匠分類 03-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 J7-70 ： 

意匠に係る物品 歩行訓練用マット ： 

国際意匠分類 03-03 ： 

1541455 

J10 

【平面図】 

【背面図】 

 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【平面図】 

【背面図】 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【使用状態を示す参考図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1541569 

日本意匠分類 J7-70 ： 

意匠に係る物品 動作支援用機械器具 ： 

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
の他の部分と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。 

国際意匠分類 24-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 J7-70 ： 

意匠に係る物品 動作支援用機械器具 ： 

国際意匠分類 24-03 ： 

1541977 

J12 

【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】 

【後方斜視図】 【前方斜視図】 【前方斜視図】 
【後方斜視図】 




