
Lグループ
本意匠 関連意匠

L0
L1 L1-1900 Ｈ２３年度 1455091 足場幅木 L1-1900 1455353 足場幅木

L1-1900 Ｈ２４年度 1465770 伸縮足場の把手 L1-1900 1466032 伸縮足場の把手
L1-24      Ｈ１９年度 1338137 鋼矢板 L1-24      1338266 鋼矢板
L1-24 Ｈ２１年度 1402425 鋼管矢板 L1-24      1402592 鋼管矢板
L1-39 Ｈ２６年度 1532178 型枠用スリーブ L1-39 1532543 型枠用スリーブ
L1-50 Ｈ２５年度 1494472 足湯用伸縮管の係脱具 L1-50 1510216 足湯用伸縮管の係脱具
L1-553 Ｈ２２年度 1428347 型枠間隔保持具 L1-553 1428520 型枠間隔保持具

L2 L2-21100   Ｈ２０年度 1380531 基礎杭 L2-21100   1380966 基礎杭
L2-21100   Ｈ２０年度 1380531 基礎杭 L2-21100   1380967 基礎杭
L2-21100   Ｈ２０年度 1380531 基礎杭 L2-21100   1380968 基礎杭
L2-21100 Ｈ２４年度 1477296 鋼管杭 L2-21100 1477526 鋼管杭
L2-4300 Ｈ２７年度 1549377 量水器用保護箱 L2-4300 1549508 量水器用保護箱
L2-52100 Ｈ２７年度 1550214 道路分離用障壁 L2-52100 1550693 道路分離用障壁
L2-52101 Ｈ２６年度 1526991 車輪止めブロック L2-52101 1527332 車輪止めブロック

L3 L3-101 Ｈ２５年度 1480525 屋外用資源ごみ回収ボックス L3-101 1480779 屋外用資源ごみ回収ボックス
L3-1310    Ｈ１９年度 1328786 駐輪用スタンド L3-1310    1329307 駐輪用スタンド
L3-1319 Ｈ２６年度 1535951 カーポート用柱脚架台 L3-1319 1536304 カーポート用柱脚架台
L3-140 Ｈ２７年度 1544537 鉄塔 L3-140 1544837 鉄塔
L3-2010 Ｈ２７年度 1540765 組立て屋内設置室 L3-2010 1541048 組立て屋内設置室
L3-21      Ｈ２０年度 1371169 組立家屋 L3-21      1371509 組立家屋
L3-2200 Ｈ２７年度 1548197 収納庫 L3-2200 1548275 収納庫
L3-261 Ｈ２５年度 1492282 テント L3-261 1492749 テント
L3-500 Ｈ２８年度 1588315 可動ゲート L3-500 1592989 可動ゲート
L3-5200 Ｈ２４年度 1486130 門柱 L3-5200 1486288 門柱
L3-5300 Ｈ２５年度 1491930 柵 L3-5300 1492171 柵
L3-5300 Ｈ２６年度 1517062 車止め用柵 L3-5300 1517294 車止め用柵
L3-5300 Ｈ２８年度 1579883 柵 L3-5300 1580045 柵
L3-592 Ｈ２２年度 1416195 柵用支柱 L3-592 1416592 柵用支柱
L3-593     Ｈ１９年度 1343711 手すり用笠木材 L3-593     1344177 手すり用笠木材
L3-593     Ｈ１９年度 1343711 手すり用笠木材 L3-593     1348452 手すり用笠木材
L3-5971 Ｈ２５年度 1490358 手すり用ブラケット L3-5971 1490591 手すり用ブラケット
L3-619 Ｈ２６年度 1535511 太陽熱利用熱交換パネル L3-619 1535756 太陽熱利用熱交換パネル

L4 L4-2200 Ｈ２８年度 1571651 庇 L4-2200 1571728 庇



L4-2310 Ｈ２３年度 1440218 樋継ぎ手 L4-2310 1440657 樋継ぎ手
L4-3411 Ｈ２５年度 1511115 階段用段板 L4-3411 1511419 階段用段板
L4-510 Ｈ２４年度 1468893 太陽電池パネル固定用金具 L4-510 1469078 太陽電池パネル固定用金具
L4-520 Ｈ２５年度 1494073 屋根用取付金具 L4-520 1494500 屋根用取付金具
L4-520 Ｈ２７年度 1545760 屋根用固定金具 L4-520 1545932 屋根用固定金具
L4-521 Ｈ２６年度 1529096 屋根板取り付け金具 L4-521 1529478 屋根板取り付け金具
L4-55 Ｈ２１年度 1389087 天井下地の補強ブレース取付金具 L4-55      1389499 天井下地の補強ブレース取付金具
L4-55 Ｈ２７年度 1546255 天井吊下型防振具 L4-55 1546497 天井吊下型防振具
L4-55 Ｈ２８年度 1584847 吊りボルト取付金具 L4-55 1584915 吊りボルト取付金具
L4-6210 Ｈ２２年度 1404471 建物用戸 L4-6210 1404943 建物用戸
L4-641 Ｈ２１年度 1388153 換気口用フィルター取付具 L4-641     1388277 換気口用フィルター取付具
L4-641 Ｈ２１年度 1388153 換気口用フィルター取付具 L4-641     1388278 換気口用フィルター取付具
L4-693 Ｈ２５年度 1493709 建具用外れ止め具 L4-693 1510756 建具用外れ止め具

L6 L6-100 Ｈ２３年度 1466718 建築用パネル L6-100 1467092 建築用パネル
L6-100 Ｈ２３年度 1466718 建築用パネル L6-100 1467093 建築用パネル
L6-102 Ｈ２２年度 1424890 建築用板 L6-102 1425608 建築用板
L6-102 Ｈ２２年度 1424890 建築用板 L6-102 1425609 建築用板
L6-1170 Ｈ２６年度 1528766 屋根周囲化粧カバー L6-1170 1528986 屋根周囲化粧カバー
L6-50 Ｈ２２年度 1426198 巾木 L6-50 1426412 巾木
L6-50 Ｈ２２年度 1426198 巾木 L6-50 1426413 巾木

L7 L7-01 Ｈ２７年度 1562637 コンクリート補強用繊維 L7-01 1562744 コンクリート補強用繊維
L7-10 Ｈ２３年度 1456848 間仕切りパネル支持金具 L7-10 1457010 間仕切りパネル支持金具
L7-10 Ｈ２８年度 1591232 パネル用架台用支柱用固定具 L7-10 1591569 パネル用架台用支柱用固定具
L7-11 Ｈ２８年度 1607383 鉄骨梁 L7-11 1607697 鉄骨梁



 

本意匠 関連意匠 

L1 

意匠登録第     号  1455091 

日本意匠分類  L1-1900 

意匠に係る物品  足場幅木 

： 

： 

意匠登録第     号  1455353 

日本意匠分類  L1-1900 

意匠に係る物品   足場幅木 

： 

： 

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】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面拡大図】 

【Ａ－Ａ線での左側 

  拡大断面図】 
【本物品の使用状態を示す   

参考図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面拡大図】 

【Ａ－Ａ線での左側 

  拡大断面図】 

【本物品の使用状態を示す   

参考図】 

【左側面図】 【左側面図】 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録

を受けようとする部分である。 

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 

L1 

意匠登録第     号  1465770 

日本意匠分類  L1-1900 ： 

意匠に係る物品  伸縮足場の把手 ： 

意匠登録第     号  1466032 

日本意匠分類  L1-1900 ： 

意匠に係る物品   伸縮足場の把手 ： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面拡大 

参考図】 

【参考斜視図】 

【右側面図】 

【使用状態参考図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面拡大 

参考図】 

【参考斜視図】 

【右側面図】 

【使用状態参考図】 

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り、参考斜視図及び右側面拡大

図の薄墨で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。正面図の一

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り、参考斜視図及び右側面拡大

図の薄墨で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。正面図の一

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 

L1 

意匠登録第     号  1338137 

日本意匠分類  L1-24 

意匠に係る物品  鋼矢板 

： 

： 

意匠登録第     号  1338266 

日本意匠分類  L1-24 

意匠に係る物品  鋼矢板 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【積み重ね参考図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【積み重ね参考図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表された部分が部分意匠として意

匠登録を受けようとする部分である。 一点鎖線

は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部

分とその他の部分との境界のみを示す線である。 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表された部分が部分意匠として意

匠登録を受けようとする部分である。 一点鎖線

は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部

分とその他の部分との境界のみを示す線である。 



H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

本意匠 関連意匠 

L1 

意匠登録第     号  1402425 

日本意匠分類  L1-24  

意匠に係る物品  鋼管矢板 

： 

： 

意匠登録第     号  1402592 

日本意匠分類  L1-24 

意匠に係る物品  鋼管矢板 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【使用状態を示す参考図１】 

【左側面図】 

【Ａ－Ａ部分の拡大図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【使用状態を示す参考図１】 

【左側面図】 

【Ａ－Ａ部分の拡大図】 

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。 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表された部分が、部分意匠として

意匠登録を受けようとする部分である。 一点鎖

線は、部分意匠として意匠登録を受けようとする

部分とその他の部分との境界のみを示す線であ

る。 



 
  

本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1532178 

日本意匠分類  L1-39 ： 

意匠に係る物品  型枠用スリーブ ： 

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。図中に示す一点鎖線
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を表すものである。
（後略） 

国際意匠分類 25-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  L1-39 ： 

意匠に係る物品  型枠用スリーブ ： 

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。図中に示す一点鎖線
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を表すものである。
（後略） 

国際意匠分類  25-02 ： 

 1532543 

L1 

【正面図】 

【背面図】 

【斜視図２】 【斜視図１】 

【平面図】 

【右側面図】 

【参考正面図】 【A－A線断面図】 

【B－B線断面図】 

【C－C線断面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【B－B線断面図】 

【平面図】 

【C－C線断面図】 【斜視図１】 【斜視図２】 

【参考正面図】 【A－A線断面図】 【背面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1494472 

日本意匠分類  L1-50 ： 

意匠に係る物品  足湯用伸縮管の係脱具 ： 

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）
図面中の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）図面中の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  08-08 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  L1-50 ： 

意匠に係る物品  足湯用伸縮管の係脱具 ： 

国際意匠分類  08-08 ： 

 1510216 

L1 

【平面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【底面図】 

 

【正面図】 

【使用状態参考図２】 【使用状態参考図１】 

【参考斜視図】 【平面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【底面図】 

【正面図】 

【使用状態参考図２】 【使用状態参考図１】 

【参考斜視図】 

【Ｂ－Ｂ線断面参考図】 



本意匠 関連意匠 

L1 

意匠登録第     号  1428347 

日本意匠分類  L1-553 

意匠に係る物品  型枠間隔保持具 

： 

： 

意匠登録第     号  1428520 

日本意匠分類  L1-553 

意匠に係る物品   型枠間隔保持具 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 【参考斜視図】 

【使用状態を示す参考図１】 

【使用状態を示す参考図３】 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 【参考斜視図】 

【使用状態を示す参考図１】 【使用状態を示す参考図２】 

【使用状態を示す参考図４】 【使用状態を示す参考図３】 

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。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 

L1 

意匠登録第     号  1380531 

日本意匠分類  L2-21100  

意匠に係る物品  基礎杭 

： 

： 

意匠登録第     号  1380966 

日本意匠分類  L2-21100  

意匠に係る物品  基礎杭 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【Ｂ－Ｂ，Ｃ－Ｃ部分拡大図】 

【Ｄ－Ｄ断面図】 

【右側面図】 【Ａ－Ａ断面図】 
【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 【右側面図】 【Ｄ－Ｄ断面図】 

【Ｂ－Ｂ，Ｃ－Ｃ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。一点鎖線で表した

部分は「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。（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。一点鎖線で表した

部分は「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。（後略） 



本意匠 関連意匠 

L2 

意匠登録第     号  1380531 

日本意匠分類  L2-21100  

意匠に係る物品  基礎杭 

： 

： 

意匠登録第     号  1380967 

日本意匠分類  L2-21100  

意匠に係る物品  基礎杭 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【Ｂ－Ｂ，Ｃ－Ｃ部分拡大図】 

【Ｄ－Ｄ断面図】 

【右側面図】 【Ａ－Ａ断面図】 
【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 【右側面図】 【Ｄ－Ｄ断面図】 

【Ｂ－Ｂ，Ｃ－Ｃ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。一点鎖線で表した

部分は「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。（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。一点鎖線で表した

部分は「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。（後略） 



本意匠 関連意匠 

L3 

意匠登録第     号  1380531 

日本意匠分類  L2-21100  

意匠に係る物品  基礎杭 

： 

： 

意匠登録第     号  1380968 

日本意匠分類  L2-21100  

意匠に係る物品  基礎杭 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【Ｂ－Ｂ，Ｃ－Ｃ部分拡大図】 

【Ｄ－Ｄ断面図】 

【右側面図】 【Ａ－Ａ断面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 【右側面図】 【Ｄ－Ｄ断面図】 

【Ｂ－Ｂ，Ｃ－Ｃ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。一点鎖線で表した

部分は「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。（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。一点鎖線で表した

部分は「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。（後略） 



本意匠 関連意匠 

L2 

意匠登録第     号  1477296 

日本意匠分類  L2-21100 

意匠に係る物品 鋼管杭 

： 

： 

意匠登録第     号  1477526 

日本意匠分類  L2-21100 

意匠に係る物品   鋼管杭 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【正面・底面・右側面

側からの斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【正面・底面・右側面

側からの斜視図】 

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、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わすもので

ある。（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わすもので

ある。（後略） 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1549377 

日本意匠分類 L2-4300 ： 

意匠に係る物品 量水器用保護箱 ： 

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り、「Ａ－Ａ線断面図」を含
めて意匠登録を受けようとする部分を特定してい
る。また「上下に分離した状態の参考斜視図１」及
び「上下に分離した状態の参考斜視図２」におい
て、ドット模様を施した部分が、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り、「Ａ－Ａ線断面図」を含
めて意匠登録を受けようとする部分を特定してい
る。また、「上下に分離した状態の参考斜視図１」
及び「上下に分離した状態の参考斜視図２」におい
て、ドット模様を施した部分が、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 25-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 L2-4300 ： 

意匠に係る物品 量水器用保護箱 ： 

国際意匠分類 25-02 ： 

1549508 

L1 

【平面図】 【Ａ－Ａ線断面図】 

 

【正面図】 

【上下に分離した状態の 

参考斜視図２】 

【左側面図】 

【使用状態を表すＢ－Ｂ線参考断面図】 【使用状態を表す参考平面図】 

【上下に分離した状態の 

参考斜視図１】 

【縮小斜視図】 

【底面図】 

【平面図】 【Ａ－Ａ線断面図】 

【正面図】 

【上下に分離した状態の 

参考斜視図２】 

【左側面図】 

【使用状態を表すＢ－Ｂ線参考断面図】 【使用状態を表す参考平面図】 

【上下に分離した状態の 

参考斜視図１】 

【縮小斜視図】 

【底面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1550214 

日本意匠分類 L2-52100 ： 

意匠に係る物品 道路分離用障壁 ： 

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 25-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 L2-52100 ： 

意匠に係る物品 道路分離用障壁 ： 

国際意匠分類 25-01 ： 

1550693 

L2 

 

【Ｂ－Ｂ断面図】 【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

 

【平面図】 

【使用状態を示す 

参考斜視図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【使用状態を示す 

参考斜視図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【背面図】 



 
 

本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1526991 

日本意匠分類  L2-52101 ： 

意匠に係る物品  車輪止めブロック ： 

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。 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

国際意匠分類 12-16 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  L2-52101 ： 

意匠に係る物品  車輪止めブロック ： 

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  12-16 ： 

 1527332 

L2 

 

【正面図】 

【平面図】 【正面図中央 

縦断面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【正面図中央 

縦断面図】 

【平面図中央横断面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 【平面図中央横断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1480525 

日本意匠分類  L3-101 ： 

意匠に係る物品  屋外用資源ごみ回収ボックス ： 

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意匠登録を受けようとする
部分である。重量物につき底面図は省略する。 

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。重量物につき底面図は省略する。 

国際意匠分類  25-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  L3-101 ： 

意匠に係る物品  屋外用資源ごみ回収ボックス ： 

国際意匠分類  25-03 ： 

1480779 

L2 

【Ａ－Ａ線端面図】 

【Ｂ－Ｂ線端面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

 

【平面図】 

【背面図】 

【斜視図】 【シャッターを閉め

た状態の斜視図】 

【内部構造を

省略したＣ－

Ｃ線端面図】 

【各部の名称を示す参考図】 

【Ａ－Ａ線端面図】 

【Ｂ－Ｂ線端面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【斜視図】 【シャッターを閉め

た状態の斜視図】 

【内部構造を

省略したＣ－

Ｃ線端面図】 

【各部の名称を示す参考図】 



本意匠 関連意匠 

L2 

意匠登録第     号  1328786 

日本意匠分類  L3-1310 

意匠に係る物品  駐輪用スタンド 

： 

： 

意匠登録第     号  1329307 

日本意匠分類  L3-1310 

意匠に係る物品  駐輪用スタンド 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録

を受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録

を受けようとする部分である。 



 
 

本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1535951 

日本意匠分類  L3-1319 ： 

意匠に係る物品  カーポート用柱脚架台 ： 

意匠の説明 ： 
破線で囲まれた部分を除き、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） 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

国際意匠分類 06-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  L3-1319 ： 

意匠に係る物品  カーポート用柱脚架台 ： 

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

国際意匠分類  06-03 ： 

 1536304 

L3 

 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【斜視図】 【A－A線 

断面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【A－A線 

断面図】 

【D－D線断面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【D－D線断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1544537 

日本意匠分類 L3-140 ： 

意匠に係る物品 鉄塔 ： 

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れ以外の部分の境界のみを
示す線である。内部機構を省略したＡ－Ａ線拡大断面図
及び内部機構を省略したＢ－Ｂ線拡大断面図を含めて意
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。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のみを
示す線である。内部機構を省略したＡ－Ａ線拡大断面図
及び内部機構を省略したＢ－Ｂ線拡大断面図を含めて意
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 25-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 L3-140 ： 

意匠に係る物品 鉄塔 ： 

国際意匠分類 25-03 ： 

1544837 

L3 

【底面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【内部機構を省略した 

Ａ－Ａ線拡大断面図】 

【背面図】 

【内部機構を省略した 

Ｂ－Ｂ線拡大断面図】 

【底面図】 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【内部機構を省略した 

Ａ－Ａ線拡大断面図】 

【背面図】 

【内部機構を省略した 

Ｂ－Ｂ線拡大断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1540765 

日本意匠分類 L3-2010 ： 

意匠に係る物品 組立て屋内設置室 ： 

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 25-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 L3-2010 ： 

意匠に係る物品 組立て屋内設置室 ： 

国際意匠分類 25-03 ： 

1541048 

L4 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【参考斜視図】 

【底面図】 【Ａ‐Ａ線断面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【参考斜視図】 

【底面図】 【Ａ‐Ａ線断面図】 



本意匠 関連意匠 

L4 

意匠登録第     号  1371169 

日本意匠分類  L3-21 

意匠に係る物品  組立家屋 

： 

： 

意匠登録第     号  1371509 

日本意匠分類  L3-21  

意匠に係る物品  組立家屋 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【透光性を有する部分を 

    示す参考背面図】 

【透光性を有する部分を 

    示す参考正面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【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。透光性を有する部

分を示す参考背面図において、クロスハッチング

で示した部分は透光性を有する。重量物につき底

面図は省略する。  

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。透光性を有する部

分を示す参考背面図において、クロスハッチング

で示した部分は透光性を有する。重量物につき底

面図は省略する。  



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1548197 

日本意匠分類 L3-2200 ： 

意匠に係る物品 収納庫 ： 

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。左側面図は右側面図
と対称にあらわれるため省略する。 

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。左側面図は右側面図
と対称にあらわれるため省略する。 国際意匠分類 25-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 L3-2200 ： 

意匠に係る物品 収納庫 ： 

国際意匠分類 25-03 ： 

1548275 

L5 

【右側面図】 

 

【Ａ－Ａ線断面図】 【Ｂ－Ｂ線断面図】 【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【Ｅ部拡大図】 

【Ｄ－Ｄ部拡大図】 

【Ｃ－Ｃ部拡大図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 【Ｂ－Ｂ線断面図】 【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【Ｅ部拡大図】 

【Ｄ－Ｄ部拡大図】 

【Ｃ－Ｃ部拡大図】 

【背面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1492282 

日本意匠分類  L3-261 ： 

意匠に係る物品  テント ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

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

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

国際意匠分類  21-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  L3-261 ： 

意匠に係る物品  テント ： 

国際意匠分類  21-04 ： 

1492749 

L3 

【背面図】 

【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

 

【平面図】 【斜視図】 

【シートの上下部が開放され

た状態を示すＡ－Ａ断面図】 

【シートおよび防虫

ネットが全開された状

態を示す正面図】 

【シートの上部が開放

された状態を示すＡ－

Ａ断面図】 

【Ｐ－Ｑ拡大図】 

【背面図】 

【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 【斜視図】 

【シートの上下部が開放され

た状態を示すＡ－Ａ断面図】 

【シートおよび防虫

ネットが全開された状

態を示す正面図】 

【シートの上部が開放

された状態を示すＡ－

Ａ断面図】 

【Ｐ－Ｑ拡大図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1588315 

日本意匠分類 L3-500 ： 

意匠に係る物品 可動ゲート ： 

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、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、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との境界のみを表すもので
ある。 

国際意匠分類 25-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 L3-500 ： 

意匠に係る物品 可動ゲート ： 

国際意匠分類 25-02 ： 

1592989 

L1 

 

【表示部ユニットを開いた 

状態の右側面図】 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

 

【平面図】 

【斜視図】 

【表示部ユニットを開いた 

状態の左側面図】 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【表示部ユニットの 

参考拡大底面図】 

【表示部ユニットを開いた 

状態の左側面図】 

【表示部ユニットを開いた 

状態の右側面図】 

【表示部ユニットの 

参考拡大底面図】 

【背面図】 

【左側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

H28年度出願の部分意匠の関連意匠登録事例集 



本意匠 関連意匠 

L3 

意匠登録第     号  1486130 

日本意匠分類  L3-5200 

意匠に係る物品  門柱 

： 

： 

意匠登録第     号  1486288 

日本意匠分類  L3-5200 

意匠に係る物品  門柱 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【底面図】 【内部機構を省略し郵便受け 

を開いたＢ－Ｂ参考断面図 】 

【背面図】 

【使用状態を示す参考図 】 

【Ａ－Ａ拡大断面図 】 

【右側面図】 【正面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【底面図】 【内部機構を省略し郵便受け 

を開いたＢ－Ｂ参考断面図 】 

【背面図】 

【使用状態を示す参考図 】 

【Ａ－Ａ拡大断面図 】 

【右側面図】 

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。 

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。 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1491930 

日本意匠分類  L3-5300 ： 

意匠に係る物品  柵 ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

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

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

国際意匠分類  03-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  L3-5300 ： 

意匠に係る物品  柵 ： 

国際意匠分類  03-03 ： 

1492171 

L4 

【背面図】 

【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 

 

【Ａ－Ａ断面図】 
【Ｃ－Ｃより上の

Ａ－Ａ拡大断面図】 

【Ｇ－Ｇより下のＡ－

Ａ拡大断面図】 
【Ｅ－Ｅ、Ｆ－Ｆ間の

Ａ－Ａ拡大断面図】 

【使用状態を示す参

考図】 

【Ａ－Ａより左側の

Ｂ－Ｂ拡大端面図】 

【Ｄ－Ｄ、Ｅ－Ｅ間の

Ａ－Ａ拡大断面図】 【背面図】 

【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 【Ａ－Ａ断面図】 【Ｃ－Ｃより上の

Ａ－Ａ拡大断面図】 

【Ｇ－Ｇより下のＡ－

Ａ拡大断面図】 
【Ｅ－Ｅ、Ｆ－Ｆ間の

Ａ－Ａ拡大断面図】 

【使用状態を示す参

考図】 

【Ａ－Ａより左側の

Ｂ－Ｂ拡大端面図】 

【Ｄ－Ｄ、Ｅ－Ｅ間の

Ａ－Ａ拡大断面図】 



 
 

本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1517062 

日本意匠分類  L3-5300 ： 

意匠に係る物品 車止め用柵 ： 

意匠の説明 ： 
薄墨を塗った部分以外の部分が部分意匠として意
匠登録を受けようとする部分である。（後略） 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

国際意匠分類 03-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  L3-5300 ： 

意匠に係る物品  車止め用柵 ： 

意匠の説明 ： 
薄墨を塗った部分以外の部分が部分意匠として意
匠登録を受けようとする部分である。（後略） 

国際意匠分類  03-03 ： 

 1517294 

L4 

 

【斜視図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【Ａ部Ｂ－Ｂ線

拡大断面図】 

【斜視図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【Ａ部Ｂ－Ｂ線 

拡大断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1579883 

日本意匠分類 L3-5300 ： 

意匠に係る物品 柵 ： 

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。 

国際意匠分類 25-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 L3-5300 ： 

意匠に係る物品 柵 ： 

国際意匠分類 25-02 ： 

1580045 

L2 

【底面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 【Ａ－Ａ拡大断面図】 

【使用状態を示す 

参考図】 

【底面図】 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 【Ａ－Ａ拡大断面図】 

【使用状態を示す 

参考図】 

H28年度出願の部分意匠の関連意匠登録事例集 



本意匠 関連意匠 

L2 

意匠登録第     号  1416195 

日本意匠分類  L3-592 

意匠に係る物品  柵用支柱 

： 

： 

意匠登録第     号  1416592 

日本意匠分類  L3-592 

意匠に係る物品  柵用支柱 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【A－A断面図】 

【底面図】 【斜視図１】 【斜視図２】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【A－A断面図】 

【底面図】 【斜視図１】 【斜視図２】 

【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 

L3 

意匠登録第     号  1343711 

日本意匠分類  L3-593    

意匠に係る物品  手すり用笠木材 

： 

： 

意匠登録第     号  1344177 

日本意匠分類  L3-593    

意匠に係る物品  手すり用笠木材 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表わした部分が、部分意匠として意匠

登録を受けようとする部分である。一点鎖線

は、部分意匠として意匠登録を受けようとす

る部分とその他の部分との境界のみを示す線

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 

L4 

意匠登録第     号  1343711 

日本意匠分類  L3-593    

意匠に係る物品  手すり用笠木材 

： 

： 

意匠登録第     号  1348452 

日本意匠分類  L3-593    

意匠に係る物品  手すり用笠木材 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表わした部分が、部分意匠として意匠

登録を受けようとする部分である。一点鎖線

は、部分意匠として意匠登録を受けようとす

る部分とその他の部分との境界のみを示す線

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  1490358 

日本意匠分類  L3-5971 ： 

意匠に係る物品  手すり用ブラケット ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
緑色で着色され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。各図の表面部
全面に表された濃淡は、立体表面の形状を表す濃
淡である。 

意匠の説明 ： 
緑色で着色され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。各図の表面部
全面に表された濃淡は、立体表面の形状を表す濃
淡である。 

国際意匠分類  08-08 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 L3-5971 ： 

意匠に係る物品  手すり用ブラケット ： 

国際意匠分類  08-08 ： 

1490591 

L5 

【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【使用状態を示す参考斜視図】 

 

【斜視図１】 【斜視図２】 

【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【使用状態を示す参考斜視図】 

【斜視図１】 【斜視図２】 



 
 

本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1535511 

日本意匠分類  L3-619 ： 

意匠に係る物品 太陽熱利用熱交換パネル ： 

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。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） 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

国際意匠分類 23-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  L3-619 ： 

意匠に係る物品  太陽熱利用熱交換パネル ： 

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。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  23-03 ： 

 1535756 

L5 

 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【参考斜視図】 【A－A線 

断面図】 

【B－B部
分拡大図】 

【C－C部
分拡大図】 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【A－A線 

断面図】 

【C－C部
分拡大図】 

【B－B部
分拡大図】 

【参考斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1571651 

日本意匠分類 L4-2200 ： 

意匠に係る物品 庇 ： 

意匠の説明 ： 
（前略）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。 

意匠の説明 ： 
（前略）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。 国際意匠分類 25-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 L4-2200 ： 

意匠に係る物品 庇 ： 

国際意匠分類 25-02 ： 

1571728 

L3 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【Ｂ部分拡大図】 

【斜視図１】 

【底面図】 【Ａ部分拡大図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【斜視図２】 【斜視図１】 【斜視図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 

L2 

意匠登録第     号  1440218 

日本意匠分類  L4-2310 

意匠に係る物品  樋継ぎ手 

： 

： 

意匠登録第     号  1440657 

日本意匠分類  L4-2310 

意匠に係る物品   樋継ぎ手 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【平面図中央横断面図】 

【右側面図】 

【上方斜視図】 

【底面図】 

【下方斜視図】 

【使用状態を示す参考図】 

【正面図】 

【平面図】 

【平面図中央横断面図】 

【右側面図】 

【上方斜視図】 

【底面図】 

【下方斜視図】 

【使用状態を示す参考図】 

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。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。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。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 意匠登録第     号  1511115 

日本意匠分類  L4-3411 ： 

意匠に係る物品  階段用段板 ： 

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。なお、背面
図は正面図と対称に表れるので省略する。右側面
図は左側面図と対称に表れるので省略する。底面
図は平面図と対称に表れるので省略する。 

意匠の説明 ： 
背面図は正面図と、左側面図は右側面図と同一に
表れるので省略する。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を示す線で
ある。 

国際意匠分類  05-06 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  L4-3411 ： 

意匠に係る物品  階段用段板 ： 

国際意匠分類  05-06 ： 

1511419 

L6 

【使用状態を示す参考図】 

【正面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 【平面図】 

 

【左側面図】 

【Ｂ－Ｂ線断面図】 【使用状態を示す参考図】 

【正面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 【平面図】 

【左側面図】 

【Ｂ－Ｂ線断面図】 



本意匠 関連意匠 

L4 

意匠登録第     号  1468893 

日本意匠分類  L4-510 

意匠に係る物品  太陽電池パネル固定用金具 

： 

： 

意匠登録第     号  1469078 

日本意匠分類  L4-510 

意匠に係る物品  太陽電池パネル固定用金具 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【使用状態を示

す参考図１】 

【背面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 【斜視図】 

【使用状態を示

す参考図２】 

【左側面図】 【右側面図】 【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【使用状態を示

す参考図１】 

【背面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 【斜視図】 

【使用状態を示

す参考図２】 

【左側面図】 【右側面図】 

意匠の説明 ： 
実線で示した部分が意匠登録を受けようとする部

分である。 

意匠の説明 ： 
実線で示した部分が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 1494073 

日本意匠分類  L4-520 ： 

意匠に係る物品  屋根用取付金具 ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表した押さえ片部分が、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。参考
図１および参考図２における薄墨部が、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 ： 
実線で表した押さえ片部分が、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。参考
図１および参考図２における薄墨部が、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  08-08 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  L4-520 ： 

意匠に係る物品  屋根用取付金具 ： 

国際意匠分類  08-08 ： 

1494500 

L7 

【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 

 

【参考図２】 

【背面図】 

【斜視図】 

【組立参考図】 

【参考図１】 

【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 【参考図２】 

【背面図】 

【斜視図】 

【組立参考図】 

【参考図１】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1545760 

日本意匠分類 L4-520 ： 

意匠に係る物品 屋根用固定金具 ： 

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
視図及び断面図を含めて意匠登録を受けようと
する部分を特定している。（後略） 

意匠の説明 ： 
実線であらわした部分が、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
視図及び断面図を含めて意匠登録を受けようと
する部分を特定している。（後略） 

国際意匠分類 08-08 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 L4-520 ： 

意匠に係る物品 屋根用固定金具 ： 

国際意匠分類 08-08 ： 

1545932 

L6 

【右側面図】 

 

【使用状態を示す参考図】 

【正面図】 

【背面図】 
【Ｂ－Ｂ断面図】 【底面図】 

【縮小斜視図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【正面図】 

【背面図】 
【Ｂ－Ｂ断面図】 【底面図】 

【縮小斜視図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【平面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1529096 

日本意匠分類 L4-521 ： 

意匠に係る物品  屋根板取り付け金具 ： 

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。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 08-08 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  L4-521 ： 

意匠に係る物品  屋根板取り付け金具 ： 

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。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  08-08 ： 

 1529478 

L6 

【正面図】 

【背面図】 【底面図】 

【縮小斜視図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 【平面図】 【縮小斜視図】 【平面図】 【Ａ－Ａ断面図】 

【左側面図】 【正面図】 【右側面図】 

【背面図】 【底面図】 【Ｂ－Ｂ断面図】 



H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

本意匠 関連意匠 

L2 

意匠登録第     号  1389087 

日本意匠分類  L4-55  

意匠に係る物品  天井下地の補強ブレース取付金具 

： 

： 

意匠登録第     号  1389499 

日本意匠分類      L4-55       

意匠に係る物品  天井下地の補強ブレース取付金具 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【ボルト部を上方に角度変更した状態の正面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【ボルト部を上方に角度変更した状態の正面図】 

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 意匠登録第     号 1546255 

日本意匠分類 L4-55 ： 

意匠に係る物品 天井吊下型防振具 ： 

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、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。（後略） 

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。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。（後略） 

国際意匠分類 08-08 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 L4-55 ： 

意匠に係る物品 天井吊下型防振具 ： 

国際意匠分類 08-08 ： 

1546497 

L7 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【参考斜視図】 

【使用状態を示す 

参考斜視図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【参考斜視図】 

【使用状態を示す 

参考斜視図】 

【背面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1584847 

日本意匠分類 L4-55 ： 

意匠に係る物品 吊りボルト取付金具 ： 

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線である。 

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線である。 

国際意匠分類 08-08 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 L4-55 ： 

意匠に係る物品 吊りボルト取付金具 ： 

国際意匠分類 08-08 ： 

1584915 

L4 

【右側面図】 

 

【斜視図】 
【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 【使用状態及び各部の

名称を示す参考図】 

【左側面図】 

【背面図】 

【使用状態及び各部の

名称を示す参考図】 

【斜視図】 

H28年度出願の部分意匠の関連意匠登録事例集 



本意匠 関連意匠 

L3 

意匠登録第     号  1404471 

日本意匠分類  L4-6210 

意匠に係る物品  建物用戸 

： 

： 

意匠登録第     号  1404943 

日本意匠分類  L4-6210 

意匠に係る物品  建物用戸 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 【背面図】 【左側面図】 

【底面図】 
【使用状態参考図】 

【平面図】 

【正面図】 【背面図】 【左側面図】 

【底面図】 
【B－B部分のA－A線 

     拡大断面図】 

【使用状態参考図】 

H22年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【B－B部分のA－A線 

     拡大断面図】 

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。（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） 



H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

本意匠 関連意匠 

L3 

意匠登録第     号  1388153 

日本意匠分類  L4-641   ： 

意匠に係る物品  換気口用フィルター取付具 ： 

意匠登録第     号  1388277 

日本意匠分類      L4-641      ： 

意匠に係る物品  換気口用フィルター取付具 ： 

【平面図】 

【背面図】 【右側面図】 【正面図】 【正面図中央縦断面図】 

【Ａ－Ｂ部拡大図】 

【Ａ－Ｃ部拡大図】 

【Ｄ－Ｄ部拡大図】 

【Ｅ－Ｅ部拡大図】 

【斜視図】 

【平面図】 

【背面図】 【右側面図】 【正面図】 【正面図中央縦断面図】 

【Ａ－Ｂ部拡大図】 

【Ａ－Ｃ部拡大図】 

【Ｄ－Ｄ部拡大図】 

【Ｅ－Ｅ部拡大図】 

【斜視図】 

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。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） 



H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

本意匠 関連意匠 

L4 

意匠登録第     号  1388153 

日本意匠分類       L4-641   ： 

意匠に係る物品  換気口用フィルター取付具 ： 

意匠登録第     号  1388278 

日本意匠分類  L4-641   ： 

意匠に係る物品  換気口用フィルター取付具 ： 

【平面図】 

【背面図】 【右側面図】 【正面図】 【正面図中央縦断面図】 

【Ａ－Ｂ部拡大図】 

【Ａ－Ｃ部拡大図】 

【Ｄ－Ｄ部拡大図】 

【Ｅ－Ｅ部拡大図】 

【斜視図】 

【平面図】 

【背面図】 【右側面図】 【正面図】 【正面図中央縦断面図】 

【Ａ－Ｂ部拡大図】 

【Ａ－Ｃ部拡大図】 

【Ｄ－Ｄ部拡大図】 

【Ｅ－Ｅ部拡大図】 

【斜視図】 

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。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 意匠登録第     号  1493709 

日本意匠分類  L4-693 ： 

意匠に係る物品  建具用外れ止め具 ： 

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
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 ： 
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  08-09 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  L4-693 ： 

意匠に係る物品 建具用外れ止め具 ： 

国際意匠分類  08-09 ： 

1510756 

L8 

【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【平面図】 

 

【斜視図】 

【右側面図】 

【使用状態を示す

参考図（１）】 【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【使用状態を示す

参考図（１）】 

【背面図】 【平面図】 【斜視図】 【背面図】 



本意匠 関連意匠 

L3 

意匠登録第     号  1466718 

日本意匠分類  L6-100 

意匠に係る物品  建築用パネル 

： 

： 

意匠登録第     号  1467092 

日本意匠分類  L6-100 

意匠に係る物品   建築用パネル 

： 

： 

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】 

【底面図】 

【意匠登録を受けようとする部分     

の参考拡大図 】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【意匠登録を受けようとする部分     

の参考拡大図 】 

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。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） 



本意匠 関連意匠 

L4 

意匠登録第     号  1466718 

日本意匠分類  L6-100 

意匠に係る物品  建築用パネル 

： 

： 

意匠登録第     号  1467093 

日本意匠分類  L6-100 

意匠に係る物品   建築用パネル 

： 

： 

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】 

【底面図】 

【意匠登録を受けようとする部分     

の参考拡大図 】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【意匠登録を受けようとする部分     

の参考拡大図 】 

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。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） 



本意匠 関連意匠 

L4 

意匠登録第     号  1424890 

日本意匠分類  L6-102 

意匠に係る物品  建築用板 

： 

： 

意匠登録第     号  1425608 

日本意匠分類  L6-102 

意匠に係る物品  建築用板 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 
【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【D－D’,E－E’部分拡大図】 【F－F’部分拡大図】 

【C－C’線拡大断面図】 
【A－A’,B－B’部分拡大図】 

【平面図】 

【正面図】 
【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【D－D’,E－E’部分拡大図】 【F－F’部分拡大図】 

【C－C’線拡大断面図】 
【A－A’,B－B’部分拡大図】 

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。二点鎖線は部分意匠

として意匠登録を受けようとする部分とそれ以外

の部分との境界のみを表す線である。（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。二点鎖線は部分意匠

として意匠登録を受けようとする部分とそれ以外

の部分との境界のみを表す線である。（後略） 



本意匠 関連意匠 

L5 

意匠登録第     号 1424890 

日本意匠分類  L6-102 

意匠に係る物品 建築用板 

： 

： 

意匠登録第     号  1425609 

日本意匠分類  L6-102 

意匠に係る物品  建築用板 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 
【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【D－D’,E－E’部分拡大図】 【F－F’部分拡大図】 

【C－C’線拡大断面図】 
【A－A’,B－B’部分拡大図】 

【平面図】 

【正面図】 
【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【D－D’,E－E’部分拡大図】 【F－F’部分拡大図】 

【C－C’線拡大断面図】 
【A－A’,B－B’部分拡大図】 

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。二点鎖線は部分意匠

として意匠登録を受けようとする部分とそれ以外

の部分との境界のみを表す線である。（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。二点鎖線は部分意匠

として意匠登録を受けようとする部分とそれ以外

の部分との境界のみを表す線である。（後略） 



 
  

本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1528766 

日本意匠分類 L6-1170 ： 

意匠に係る物品  屋根周囲化粧カバー ： 

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。左側面図は、右側面図と対称に表れ
るため省略する。この意匠は、正面図におい
て左右にのみ連続する。 

国際意匠分類 05-06 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  L6-1170 ： 

意匠に係る物品  屋根周囲化粧カバー ： 

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。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。左側面図は、右側面図と
対称に表れるため省略する。この意匠は、
正面図において左右にのみ連続する。 

国際意匠分類  05-06 ： 

 1528986 

L7 

【右側面図】 

【背面図】 【底面図】 

【正面図】 

【斜視図】 

【使用状態を示す参考断面図】 

【拡大右側面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【拡大右側面図】 

【使用状態を示す参考断面図】 



本意匠 関連意匠 

L6 

意匠登録第     号 1426198 

日本意匠分類  L6-50 

意匠に係る物品  巾木 

： 

： 

意匠登録第     号  1426412 

日本意匠分類  L6-50 

意匠に係る物品  巾木 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【底面図】 【A－A拡大断面図】 【使用状態を示す参考図】 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【底面図】 【A－A拡大断面図】 【使用状態を示す参考図】 

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。断面図を含めて

意匠登録を受けようとする部分を特定している。

（後略） 

意匠の説明 ： 
実線であらわした部分が、部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分である。断面図を含めて

意匠登録を受けようとする部分を特定している。

（後略） 



本意匠 関連意匠 

L7 

意匠登録第     号  1426198 

日本意匠分類  L6-50 

意匠に係る物品  巾木 

： 

： 

意匠登録第     号  1426413 

日本意匠分類  L6-50 

意匠に係る物品  巾木 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【底面図】 【A－A拡大断面図】 【使用状態を示す参考図】 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【底面図】 【A－A拡大断面図】 【使用状態を示す参考図】 

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。断面図を含めて

意匠登録を受けようとする部分を特定している。

（後略） 

意匠の説明 ： 
実線であらわした部分が、部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分である。断面図を含めて

意匠登録を受けようとする部分を特定している。

（後略） 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1562637 

日本意匠分類 L7-01 ： 

意匠に係る物品 

 

コンクリート 

補強用繊維 
： 

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。各図に
おいて表われる一点鎖線は、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との境界のみを表
している。意匠登録を受けようとする部分を示す各参
考図において、薄墨を施した部分が部分意匠として登
録を受けようとする部分である。 

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
おいて表われる一点鎖線は、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との境界のみを表
している。意匠登録を受けようとする部分を示す各参
考図において、薄墨を施した部分が部分意匠として登
録を受けようとする部分である。 

国際意匠分類 25-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 L7-01 ： 

意匠に係る物品 

 

コンクリート 

補強用繊維 
： 

国際意匠分類 25-01 ： 

1562744 

L8 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【正面・平面・右側面側 

からの斜視図】 

【底面図】 

【意匠登録を受けようとする 

部分を示す参考斜視図】 

【背面図】 

【Ａ－Ａ拡大断面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【正面・平面・右側面側 

からの斜視図】 

【底面図】 

【意匠登録を受けようとする

部分を示す背面側からの 

参考斜視図】 

【背面図】 

【Ａ－Ａ拡大断面図】 



本意匠 関連意匠 

L5 

意匠登録第     号  1456848 

日本意匠分類  L7-10 

意匠に係る物品  間仕切りパネル支持金具 

： 

： 

意匠登録第     号  1457010 

日本意匠分類  L7-10 

意匠に係る物品   間仕切りパネル支持金具 

： 

： 

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】

【底面図】 
【使用状態を示す 

   参考断面図】 

【背面図】 

【Ａ－Ａ線拡大断面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】

【底面図】 
【使用状態を示す 

   参考断面図】 

【背面図】 

【Ａ－Ａ線拡大断面図】 

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。（後略） 

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。（後略） 



 本意匠 
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。(後略)  
 

関連意匠 意匠登録第     号 1591232 

日本意匠分類 L7-10 ： 

意匠に係る物品 パネル用架台用支柱用固定具 ： 

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。(後略)  

国際意匠分類 25-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 L7-10 ： 

意匠に係る物品 パネル用架台用支柱用固定具 ： 

国際意匠分類 25-01 ： 

1591569 

L5 

【使用状態を 

示す参考図】 

【底面図】 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【斜視図】 

【使用状態を 

示す参考図】 

H28年度出願の部分意匠の関連意匠登録事例集 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1607383 

日本意匠分類 L7-11 ： 

意匠に係る物品 鉄骨梁 ： 

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。（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） 

国際意匠分類 25-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 L7-11 ： 

意匠に係る物品 鉄骨梁 ： 

国際意匠分類 25-01 ： 

1607697 

L6 

【右側面図】 

 

【背面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 【平面図】 

【右側面図】 【正面図】 

【背面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【平面図】 

【正面図】 

H28年度出願の部分意匠の関連意匠登録事例集 


