
Mグループ
本意匠 関連意匠

M0 M0-00 Ｈ２３年度 1441293 固形燃料 M0-00 1448763 固形燃料
M0-00 Ｈ２８年度 1566564 金属管材 M0-00 1577680 金属管材

M1 M1-1000 Ｈ２４年度 1465918 不織布地 M1-1000 1478584 不織布地
M1-30      Ｈ２０年度 1388496 合成樹脂地 M1-30      1388953 合成樹脂地
M1-30 Ｈ２６年度 1518354 合成樹脂地 M1-30 1518587 合成樹脂地
M1-30 Ｈ２７年度 1550215 合成樹脂地 M1-30 1550695 合成樹脂地
M1-700 Ｈ２６年度 1528740 橋梁用ケーブル M1-700 1528973 橋梁用ケーブル

M2 M2-33 Ｈ２２年度 1406116 配線カバー M2-33 1406483 配線カバー
M2-433     Ｈ１９年度 1339356 地中埋設管 M2-433     1339574 地中埋設管
M2-433     Ｈ２０年度 1349856 流体管継手 M2-433     1350243 流体管継手
M2-433     Ｈ２０年度 1349856 流体管継手 M2-434     1352071 流体管継手
M2-433 Ｈ２１年度 1389413 管継手 M2-433     1389549 管継手
M2-433 Ｈ２１年度 1395915 管継手 M2-433     1396128 管継手
M2-433 Ｈ２２年度 1433981 流体管継手 M2-433 1434366 流体管継手
M2-433 Ｈ２３年度 1458419 配管継手 M2-433 1458559 配管継手
M2-433 Ｈ２３年度 1458419 配管継手 M2-433 1458560 配管継手
M2-433 Ｈ２４年度 1464741 管継手のソケット M2-433 1464848 管継手のソケット
M2-433 Ｈ２７年度 1539705 管継手 M2-433 1539788 管継手
M2-434 Ｈ２５年度 1493622 掃除口付管継手 M2-434 1494510 掃除口付管継手
M2-435 Ｈ２７年度 1575062 配管分岐継手 M2-435 1575489 配管分岐継手
M2-4900    Ｈ２０年度 1379768 着脱自在型保温材 M2-4900    1379921 着脱自在型保温材
M2-4900 Ｈ２５年度 1504550 配管接続金具 M2-4900 1504884 配管接続金具
M2-492 Ｈ２５年度 1477946 遊合形フランジ M2-492 1491203 遊合形フランジ
M2-5000 Ｈ２６年度 1517988 回転弁 M2-5000 1518218 回転弁
M2-503 Ｈ２２年度 1419241 バルブ M2-503 1420047 バルブ
M2-504 Ｈ２５年度 1516165 バタフライ弁 M2-504 1516298 バタフライ弁
M2-510 Ｈ２８年度 1591064 電磁弁 M2-510 1591532 電磁弁
M2-550 Ｈ２２年度 1395476 取水バルブ M2-550 1411907 取水バルブ
M2-550 Ｈ２４年度 1487026 水栓柱 M2-550 1487242 水栓柱
M2-550 Ｈ２７年度 1563185 給水栓 M2-550 1563307 給水栓
M2-550 Ｈ２８年度 1561875 止水栓 M2-550 1582280 止水栓
M2-5912 Ｈ２４年度 1447550 湯水混合水栓用弁板 M2-5912 1466480 湯水混合水栓用弁板
M2-5914 Ｈ２３年度 1447449 ガス栓用保護キャップ M2-5914 1447668 ガス栓用保護キャップ
M2-62 Ｈ２１年度 1384956 配管用支持具 M2-62 1385224 配管用支持具
M2-62 Ｈ２５年度 1483770 配線・配管材保護カバー用保持具 M2-62 1484071 配線・配管材保護カバー用保持具



M2-80 Ｈ２６年度 1531411 排水口具 M2-80 1531655 排水口具
M2-82 Ｈ２４年度 1489947 ルーフドレン M2-82 1490078 ルーフドレン

M3 M3-1110 Ｈ２６年度 1517179 ねじ M3-1120 1517338 ボルト
M3-1110 Ｈ２７年度 1546759 ねじ M3-1110 1552079 ねじ
M3-1120    Ｈ１９年度 1303264 ねじ M3-1120    1319865 ねじ
M3-190 Ｈ２７年度 1545139 防水シート用固定具 M3-190 1545311 防水シート用固定具
M3-191 Ｈ２５年度 1507082 座金 M3-191 1507389 座金
M3-213 Ｈ２２年度 1424367 扉用のロックハンドル M3-213 1424503 扉用のロックハンドル
M3-227 Ｈ２６年度 1526156 引戸用錠 M3-227 1526728 引戸用錠
M3-27 Ｈ２７年度 1548146 鍵材 M3-27 1548267 鍵材



本意匠 関連意匠 

M1 

意匠登録第     号  1441293 

日本意匠分類  M0-00 

意匠に係る物品  固形燃料 

： 

： 

意匠登録第     号  1448763 

日本意匠分類  M0-00 

意匠に係る物品   固形燃料 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

  【背面、底面及び左側面を表した斜視図】 

H23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】 

  【背面、底面及び左側面を表した斜視図】 

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 1566564 

日本意匠分類 M0-00 ： 

意匠に係る物品 金属管材 ： 

意匠の説明 ： 
（前略）これらの図において、赤色の着色を施した部分
以外の部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする
部分である。Ａ－Ａ’断面図においては、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
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）これらの図において、赤色の着色を施した
部分以外の部分が部分意匠として意匠登録を受けよ
うとする部分である。Ｂ－Ｂ’断面図においては、
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 08-99 
 

： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 M0-00 ： 

意匠に係る物品 金属管材 ： 

国際意匠分類 08-99 ： 

1577680 

M1 

【Ａ－Ａ’断面図】 

 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【Ｂ－Ｂ’断面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【平面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【正面図】 

【Ａ－Ａ’断面図】 

【Ｂ－Ｂ’断面図】 【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 

M1 

意匠登録第     号  1465918 

日本意匠分類  M1-1000 

意匠に係る物品  不織布地 

： 

： 

意匠登録第     号  1478584 

日本意匠分類  M1-1000 

意匠に係る物品   不織布地 

： 

： 

【裏面図】 

【表面図】 

【Ａ－Ａ部分拡大図】           

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【表面図】 

【Ａ－Ａ部分拡大図】           

【裏面図】 

意匠の説明 ： 
実線で囲まれた部分が、部分意匠として意匠登録

を受けようとする部分である。（後略） 

意匠の説明 ： 
実線で囲まれた部分が、部分意匠として意匠登録

を受けようとする部分である。（後略） 



本意匠 関連意匠 

M1 

意匠登録第     号  1388496 

日本意匠分類  M1-30 

意匠に係る物品  合成樹脂地 

： 

： 

意匠登録第     号  1388953 

日本意匠分類  M1-30 

意匠に係る物品  合成樹脂地 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【底面図】 【Ａ－Ａ、Ｂ－

Ｂ間のＣ－Ｃ拡

大端面図】 

【Ａ－Ａ、Ｂ－Ｂ

間の拡大平面図】 

【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】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ、Ｂ－

Ｂ間のＣ－Ｃ拡

大端面図】 

【Ａ－Ａ、Ｂ－Ｂ 

間の拡大平面図】 

【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】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表された部分が部分意匠として意

匠登録を受けようとする部分である。（中略）一

点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けようと

する部分とその他の部分との境界のみを示す線で

ある。（後略） 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表された部分が部分意匠として意

匠登録を受けようとする部分である。（中略）一

点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けようと

する部分とその他の部分との境界のみを示す線で

ある。（後略） 



 
 

本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1518354 

日本意匠分類 M1-30 ： 

意匠に係る物品 合成樹脂地 ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

国際意匠分類 05-05 ： 

意匠の説明 ： 
本意匠は、「正面図」において、上下左右に連続する。
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り、一点鎖線は、部分意匠として意
匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界の
みを示す線である。 なお、本意匠の意匠登録を受けよ
うとする部分の寸は、「正面図」において、縦方向が約
３０ｃｍ、横方向が約３０ｃｍである。 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  M1-30 ： 

意匠に係る物品  合成樹脂地 ： 

国際意匠分類  05-05 ： 

意匠の説明 ： 
本意匠は、「正面図」において、上下左右に連続する。
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り、一点鎖線は、部分意匠として意
匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界の
みを示す線である。 なお、本意匠の意匠登録を受けよ
うとする部分の寸は、「正面図」において、縦方向が約
３０ｃｍ、横方向が約３０ｃｍである。 

 1518587 

M1 

【Ａ－Ａ部分大図】 【Ｃ－Ｄ部分拡大図】 

【Ｂ－Ｂ部分拡大図】 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【Ｅ－Ｅ線拡大端面図】 

【底面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ部分大図】 

【Ｂ－Ｂ部分拡大図】 

【Ｃ－Ｄ部分拡大図】 

【Ｅ－Ｅ線拡大端面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1550215 

日本意匠分類 M1-30 ： 

意匠に係る物品 合成樹脂地 ： 

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 05-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 M1-30 ： 

意匠に係る物品 合成樹脂地 ： 

国際意匠分類 05-05 ： 

1550695 

M1 

【表面図】 

 

【裏面図】 

【表面図】 

【裏面図】 



 
 

本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1528740 

日本意匠分類 M1-700 ： 

意匠に係る物品  橋梁用ケーブル ： 

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。この意匠は正面図にお
いて左右にのみ連続するものである。（後略） 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が部分意匠として意匠登録を受
けようとする部分である。この意匠は正面図にお
いて左右にのみ連続するものである。（後略） 国際意匠分類 08-99 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  M1-700 ： 

意匠に係る物品  橋梁用ケーブル ： 

国際意匠分類  08-99 ： 

 1528973 

M2 

【正面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【左側面図】 



本意匠 関連意匠 

M1 

意匠登録第     号  1406116 

日本意匠分類  M2-33 

意匠に係る物品  配線カバー 

： 

： 

意匠登録第     号  1406483 

日本意匠分類  M2-33 

意匠に係る物品   配線カバー 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

  【A－A線拡大断面図】 【B－B線断面図】 

【登録を受けようとする部分を

示す参考斜視図】 
【参考斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

  【A－A線拡大断面図】 【B－B線断面図】 

【登録を受けようとする部分

を示す参考斜視図】 
【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 ： 
実線であらわした部分（左端面）が部分意匠とし

て意匠登録を受けようとする部分である。登録を

受けようとする部分を示す参考斜視図において、

網点を施すことにより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（左端面）が部分意匠とし

て意匠登録を受けようとする部分である。登録を

受けようとする部分を示す参考斜視図において、

網点を施すことにより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 

M1 

意匠登録第     号  1339356 

日本意匠分類  M2-433  

意匠に係る物品  地中埋設管 

： 

： 

意匠登録第     号  1339574 

日本意匠分類  M2-433  

意匠に係る物品  地中埋設管 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ’部拡大図】 【Ｂ－Ｂ断面図】 

【Ｃ－Ｃ部拡大図】 

【Ｄ－Ｄ’部拡大図】 

【平面図】 

【正面図】 
【右側面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ’部拡大図】 【Ｂ－Ｂ断面図】 

【Ｃ－Ｃ部拡大図】 

【Ｄ－Ｄ’部拡大図】 

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 

M2 

意匠登録第     号  1349856 

日本意匠分類   M2-433      

意匠に係る物品  流体管継手 

： 

： 

意匠登録第     号  1350243 

日本意匠分類  M2-433   

意匠に係る物品  流体管継手 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 
【右側面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【底面図】 【Ａ－Ａ断面図】 【B－B断面図】 

【C－C断面図】 【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 【B－B断面図】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で示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。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 ： 
実線で示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。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 

M3 

意匠登録第     号  1349856 

日本意匠分類   M2-433      

意匠に係る物品  流体管継手 

： 

： 

意匠登録第     号  1352071 

日本意匠分類  M2-434  

意匠に係る物品  流体管継手 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 
【右側面図】 

【背面図】 

【C－C断面図】 

【左側面図】 

【底面図】 【A－A断面図】 【B－B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断面図】 【B－B断面図】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で示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。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 ： 
実線で示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。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 

M1 

意匠登録第     号  1389413 

日本意匠分類  M2-433 

意匠に係る物品  管継手 

： 

： 

意匠登録第     号  1389549 

日本意匠分類  M2-433 

意匠に係る物品  管継手 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【Ｃ－Ｃ断面図】 

【接続作業を示す参考説明図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【Ｃ－Ｃ断面図】 

【接続作業を示す参考説明図】 

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表す線である。（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。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表す線である。（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 

M2 

意匠登録第     号  1395915 

日本意匠分類  M2-433 

意匠に係る物品  管継手 

： 

： 

意匠登録第     号  1396128 

日本意匠分類  M2-433 

意匠に係る物品  管継手 

： 

： 

【正面図】 

【正面･平面･左側面側 

     からの斜視図】 

【平面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【使用状態を示す参考図１】 

【背面･底面･右側面側 

     からの斜視図】 

【正面図】 

【正面･平面･左側面側 

     からの斜視図】 

【平面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【使用状態を示す参考図１】 

【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。

（中略）各斜視図に表れる稜線（途切れた線）

は、形状を特定するための線である。  

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。

（中略）各斜視図に表れる稜線（途切れた線）

は、形状を特定するための線である。 



本意匠 関連意匠 

M2 

意匠登録第     号  1433981 

日本意匠分類  M2-433 

意匠に係る物品  流体管継手 

： 

： 

意匠登録第     号  1434366 

日本意匠分類  M2-433 

意匠に係る物品  流体管継手 

： 

： 

【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】 【拡大B－B断面図】 

【C－C断面図】 

【使用状態参考図】 

【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】 
【拡大B－B断面図】 

【C－C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 

意匠の説明 ： 
実線で示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。一点鎖線は部分意匠として

登録を受けようとする部分とその他の部分との境

界のみを示す線である。 

意匠の説明 ： 
実線で示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。一点鎖線は部分意匠として

登録を受けようとする部分とその他の部分との境

界のみを示す線である。 



本意匠 関連意匠 

M2 

意匠登録第     号  1458419 

日本意匠分類  M2-433 

意匠に係る物品  配管継手 

： 

： 

意匠登録第     号  1458559 

日本意匠分類  M2-433 

意匠に係る物品   配管継手 

： 

： 

H23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】 

【右側面図】 【左側面図】

【底面図】 

【参考図】 

【正面図】 

【平面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【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。（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 

M3 

意匠登録第     号  1458419 

日本意匠分類  M2-433 

意匠に係る物品  配管継手 

： 

： 

意匠登録第     号  1458560 

日本意匠分類  M2-433 

意匠に係る物品   配管継手 

： 

： 

H23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】 

【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【参考図】 

【正面図】 

【平面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【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。（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 

M2 

意匠登録第     号  1464741 

日本意匠分類  M2-433 

意匠に係る物品  管継手のソケット 

： 

： 

意匠登録第     号  1464848 

日本意匠分類  M2-433 

意匠に係る物品   管継手のソケット 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【ホースエンドを 

１８０°回転させた 

状態の参考正面図】 

【底面図】 【平面図中央横断面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 【平面図中央横断面図】 

【右側面図】 

【キャップを閉じた 

状態の参考正面図】 

【キャップを閉じた 

状態の右側面図】 

【右側面図】 【左側面図】 【左側面図】 

【ホースエンドを 

１８０°回転させた 

状態の参考正面図】 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を

受けようとする部分である。（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 1539705 

日本意匠分類 M2-433 ： 

意匠に係る物品 管継手 ： 

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、意匠登録を受けようとする部分とそれ以外
の部分との境界のみを表すものである。（後略） 

意匠の説明 ： 
部分意匠として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 08-08 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 M2-433 ： 

意匠に係る物品 管継手 ： 

国際意匠分類 08-08 ： 

1539788 

M2 

 

【正面図】 【右側面図】 

 

【平面図】 【使用状態を示す参考図】 

【左側面図】 

【正面、右側面及び 

平面を表す図】 

【Ｃ－Ｃ’線 

切断部断面図】 

【Ｂ－Ｂ’線 

切断部断面図】 

【Ａ－Ａ’線 

切断部断面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 【使用状態を示す参考図】 

【左側面図】 

【正面、右側面及び 

平面を表す図】 

【Ｃ－Ｃ’線 

切断部断面図】 

【Ｂ－Ｂ’線 

切断部断面図】 

【Ａ－Ａ’線 

切断部断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1493622 

日本意匠分類  M2-434 ： 

意匠に係る物品  掃除口付管継手 ： 

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。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
その他の部分との境界のみを示す線である。
Ａ－Ａ断面図およびＢ－Ｂ断面図を含めて部分
意匠として意匠登録を受けようとする部分を特
定している。 

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

国際意匠分類  08-08 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  M2-434 ： 

意匠に係る物品  掃除口付管継手 ： 

国際意匠分類  08-08 ： 

1494510 

M1 

【Ａ－Ａ断面図】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

 

【斜視図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【斜視図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1575062 

日本意匠分類 M2-435 ： 

意匠に係る物品 配管分岐継手 ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

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

意匠の説明 ： 
（前略）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
の部分の境界のみを示す線である。 

国際意匠分類 23-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 M2-435 ： 

意匠に係る物品 配管分岐継手 ： 

国際意匠分類 23-01 ： 

1575489 

M3 

 

【Ａ－Ａ断面図】 

【右側面図】 【正面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【底面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【右側面図】 【正面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【底面図】 



本意匠 関連意匠 

M4 

意匠登録第     号  1379768 

日本意匠分類  M2-4900  

意匠に係る物品  着脱自在型保温材 

： 

： 

意匠登録第     号  1379921 

日本意匠分類  M2-4900   

意匠に係る物品  着脱自在型保温材 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【斜視図１】 【底面図】 

【内部機構を省略し

たＡ－Ａ断面図】 

【斜視図２】 

【背面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【内部機構を省略し

たＡ－Ａ断面図】 

【斜視図１】 【斜視図２】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
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 1504550 

日本意匠分類  M2-4900 ： 

意匠に係る物品  配管接続金具： 

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  08-08 ： 

意匠登録第    号 

日本意匠分類  M2-4900 ： 

意匠に係る物品  配管接続金具 ： 

国際意匠分類  08-08 ： 

1504884 

M2

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 【斜視図】 

【底面図】 【背面図】 【使用状態を示す参考図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 【斜視図】 

【底面図】 【背面図】 【使用状態を示す参考図】



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1477946 

日本意匠分類  M2-492 ： 

意匠に係る物品  遊合形フランジ ： 

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。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の
他の部分との境界のみを表す線である。 

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。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の
他の部分との境界のみを表す線である。 

国際意匠分類  23-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  M2-492 ： 

意匠に係る物品  遊合形フランジ ： 

国際意匠分類  23-03 ： 

1491203 

M3 

【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 

 

【Ｂ－Ｂ端面図】 【Ｃ－Ｃ端面図】 

【Ｄ－Ｄ端面図】 
【使用状態を示す参

考図】 

【Ａ－Ａ端面図】 

【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 【Ｂ－Ｂ端面図】 【Ｃ－Ｃ端面図】 

【Ｄ－Ｄ端面図】 
【使用状態を示す参

考図】 

【Ａ－Ａ端面図】 



 
 

本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1517988 

日本意匠分類 M2-5000 ： 

意匠に係る物品 回転弁 ： 

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。 

国際意匠分類 10-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  M2-5000 ： 

意匠に係る物品  回転弁 ： 

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。 

国際意匠分類  10-05 ： 

 1518218 

M3 

【Ａ－Ａ断面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 【底面図】 

【Ｃ－Ｃ断面図】 

【斜視図】 【平面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【正面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 



本意匠 関連意匠 

M3 

意匠登録第     号  1419241 

日本意匠分類  M2-503 

意匠に係る物品  バルブ 

： 

： 

意匠登録第     号  1420047 

日本意匠分類  M2-503 

意匠に係る物品  バルブ 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

  【A－A断面図】 【参考図】 

【バルブの開状態を示す 

 参考図】 

【斜視図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

  【A－A断面図】 【参考図】 

【バルブの開状態を示す 

 参考図】 

【斜視図】 

【背面図】 

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。 

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  1516165 

日本意匠分類  M2-504 ： 

意匠に係る物品  バタフライ弁 ： 

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。Ａ－Ａ断面図，
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，
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  23-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 M2-504 ： 

意匠に係る物品  バタフライ弁 ： 

国際意匠分類  23-01 ： 

1516298 

M4 

【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 

 

【斜視図】 【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】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 

【斜視図】 【Ａ－Ａ断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1591064 

日本意匠分類 M2-510 ： 

意匠に係る物品 電磁弁 ： 

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 23-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 M2-510 ： 

意匠に係る物品 電磁弁 ： 

国際意匠分類 23-01 ： 

1591532 

M2 

 

【正面図】 【右側面図】 

 

【平面図】 

【各部の名称を示す 

参考斜視図２】 

【左側面図】 

【斜視図１】 

【各部の名称を示

す参考斜視図１】 

【斜視図２】 

【背面図】 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【各部の名称を示す 

参考斜視図２】 

【左側面図】 

【斜視図１】 

【各部の名称を示

す参考斜視図１】 

【斜視図２】 

【背面図】 

【底面図】 

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 

M4 

意匠登録第     号  1395476 

日本意匠分類  M2-550 

意匠に係る物品  取水バルブ 

： 

： 

意匠登録第     号  1411907 

日本意匠分類  M2-550 

意匠に係る物品  取水バルブ 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

H22年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を

受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を

受けようとする部分である。 



  

本意匠 関連意匠 

M3 

意匠登録第     号  1487026 

日本意匠分類  M2-550 

意匠に係る物品  水栓柱 

： 

： 

意匠登録第     号  1487242 

日本意匠分類  M2-550 

意匠に係る物品  水栓柱 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 【参考Ｃ－Ｃ線

部分拡大図】 

【左側面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【参考拡大底面図】 

【参考Ａ－Ａ 

線断面図】 

【参考Ｂ－Ｂ線

断面拡大図】 

【参考拡大平面図】 

【使用状態を

示す参考図】 

【右側面図】 【正面図】 

【平面図】 【参考Ｃ－Ｃ線

部分拡大図】 

【左側面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【参考拡大底面図】 

【参考Ａ－Ａ 

線断面図】 

【参考Ｂ－Ｂ線

断面拡大図】 

【参考拡大平面図】 

【使用状態を

示す参考図】 

【右側面図】 

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 関連意匠 意匠登録第     号 1563185 

日本意匠分類 M2-550 ： 

意匠に係る物品 給水栓 ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）黒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 ： 
（前略）黒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 23-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 M2-550 ： 

意匠に係る物品 給水栓 ： 

国際意匠分類 23-01 ： 

1563307 

M4 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【使用状態を表す 

参考拡大図】 【底面図】 

【使用状態を表す参考図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【使用状態を表す 

参考拡大図】 【底面図】 

【使用状態を表す参考図】 

【背面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1561875 

日本意匠分類 M2-550 ： 

意匠に係る物品 止水栓 ： 

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。 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 M2-550 ： 

意匠に係る物品 止水栓 ： 

国際意匠分類 23-01 ： 

1582280 

M3 

 

【背面図】 

【右側面図】 【正面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【底面図】 【使用状態を示す参考左側面図】 

【平面図】 

国際意匠分類 23-01 ： 

【参考斜視図】 

【背面図】 

【右側面図】 【正面図】 
【左側面図】 

【底面図】 【使用状態を示す参考左側面図】 

【参考斜視図】 

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 

M4 

意匠登録第     号  1447550 

日本意匠分類  M2-5912 

意匠に係る物品  温水混合水栓用弁板 

： 

： 

意匠登録第     号  1466480 

日本意匠分類  M2-5912 

意匠に係る物品  温水混合水栓用弁板 

： 

： 

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線断面図】 【底面図】 

【使用状態を示す 

参考図】 

【正面図】 

【平面図】 

【Ｃ－Ｃ線断面図】 

【底面図】 

【使用状態を示す 

  参考図】 

【Ｂ－Ｂ線断面図】 【Ｂ－Ｂ線断面図】 【Ａ－Ａ線断面図】 

【左側面図】 【右側面図】 【左側面図】 【右側面図】 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録

を受けようとする部分である。背面図は正面図と

対称に表れる。 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録

を受けようとする部分である。背面図は正面図と

対称に表れる。 



本意匠 関連意匠 

M4 

意匠登録第     号  1447449 

日本意匠分類  M2-5914 

意匠に係る物品  ガス栓用保護キャップ 

： 

： 

意匠登録第     号  1447668 

日本意匠分類  M2-5914 

意匠に係る物品   ガス栓用保護キャップ 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【正面図のＸ－Ｘ 

           断面図】 

【右側面図】 【左側面図】

【底面図】 

【背面図】 

【使用状態を示す 

         参考斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 

【左側面図】

【底面図】 

【背面図】 

【使用状態を示す 

         参考斜視図】 

【右側面図】 

【正面図のＸ－Ｘ 

           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 

M3 

意匠登録第     号  1384956 

日本意匠分類  M2-62 

意匠に係る物品  配管用支持具 

： 

： 

意匠登録第     号  1385224 

日本意匠分類  M2-62 

意匠に係る物品  配管用支持具 

： 

： 

【正面図】 【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【使用状態を示す 

    参考説明図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 【Ｂ－Ｂ線断面図】 

【正面図】 【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【使用状態を示す 

    参考説明図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 【Ｂ－Ｂ線断面図】 

【Ｃ－Ｃ線断面図】 

意匠の説明 ： 
実線で表示されると共に、一点鎖線を用いて閉じ

られた領域とした部分が、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 ： 
実線で表示されると共に、一点鎖線を用いて閉じ

られた領域とした部分が、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  1483770 

日本意匠分類  M2-62 ： 

意匠に係る物品  配線・配管材保護カバー用保持具 ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で示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。背面図は正面図と、左側面
図は右側面図とそれぞれ同一に表れる。 

意匠の説明 ： 
実線で示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。背面図は正面図と、左側面
図は右側面図とそれぞれ同一に表れる。 国際意匠分類  08-08 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  M2-62 ： 

意匠に係る物品  配線・配管材保護カバー用保持具 ： 

国際意匠分類  08-08 ： 

1484071 

M5 

【Ｂ－Ｂ断面図】 

【右側面図】 

【斜視図１】 【平面図】 

 

【正面図】 

【使用状態参考図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【底面図】 

【斜視図２】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 

【右側面図】 

【斜視図１】 【平面図】 

【正面図】 

【使用状態参考図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【底面図】 

【斜視図２】 



 
 

本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1531411 

日本意匠分類 M2-80 ： 

意匠に係る物品 排水口具 ： 

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。（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 23-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  M2-80 ： 

意匠に係る物品  排水口具 ： 

国際意匠分類  23-02 ： 

 1531655 

M4 

【正面図】 

【参考断面図】 【斜視図】 

【底面図】 

【平面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【右側面図】 
【左側面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【斜視図】 【参考断面図】 



  

本意匠 関連意匠 

M5 

意匠登録第     号  1489947 

日本意匠分類  M2-82 

意匠に係る物品  ルーフドレン 

： 

： 

意匠登録第     号  1490078 

日本意匠分類  M2-82 

意匠に係る物品  ルーフドレン 

： 

： 

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】 

【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３】 

【左側面図】 【正面図】 

【平面図】 【Ａ－Ａ断面図】 

【底面図】 

【使用状態を示す 

参考図１】 

【使用状態を示す 

参考図２】 

【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。（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 1517179 

日本意匠分類 M3-1110 ： 

意匠に係る物品 ねじ ： 

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。 Ａ－Ａ線切断部拡大端
面図、Ｂ－Ｂ線切断部拡大端面図、Ｃ－Ｃ線切断部
拡大端面図及び斜視図を含めて部分意匠として意匠

登録を受けようとする部分を特定している。 

国際意匠分類 08-08 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  M3-1120 ： 

意匠に係る物品  ボルト ： 

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。 Ａ－Ａ線切断部拡
大端面図、Ｂ－Ｂ線切断部拡大端面図、Ｃ－Ｃ線
切断部拡大端面図及び斜視図を含めて部分意匠と
して意匠登録を受けようとする部分を特定してい

る。 

国際意匠分類  08-07 ： 

 1517338 

M5 

【斜視図】 

【Ｃ－Ｃ線切断部 

拡大端面図】 

【Ｂ－Ｂ線切断部 

拡大端面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【底面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【Ａ－Ａ線切断部 

拡大端面図】 

【正面図】 【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ線切断部 

拡大端面図】 

【Ｂ－Ｂ線切断部 

拡大端面図】 【斜視図】 

【Ｃ－Ｃ線切断部 

拡大端面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1546759 

日本意匠分類 M3-1110 ： 

意匠に係る物品 ねじ ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
点線で表した部分をのぞく部分が、部分意匠と
して意匠登録を受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
点線で表した部分をのぞく部分が、部分意匠と
して意匠登録を受けようとする部分である。 

国際意匠分類 08-08 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 M3-1110 ： 

意匠に係る物品 ねじ ： 

国際意匠分類 08-08 ： 

1552079 

M5 

【右側面図】 

 

【斜視図】 

【左側面図】 

【底面図】 【背面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【Ｂ－Ｂ’線断面図】 【Ａ－Ａ’線断面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【底面図】 【背面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【Ｂ－Ｂ’線断面図】 【Ａ－Ａ’線断面図】 



本意匠 関連意匠 

M2 

意匠登録第     号  1303264 

日本意匠分類  M3-1120  

意匠に係る物品  ねじ 

： 

： 

意匠登録第     号  1319865 

日本意匠分類  M3-1120   

意匠に係る物品  ねじ 

： 

： 

【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】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 【Ｃ－Ｃ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断面図】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 【Ｃ－Ｃ断面図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が部分意匠として意匠を受け

ようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が部分意匠として意匠を受け

ようとする部分である。 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1545139 

日本意匠分類 M3-190 ： 

意匠に係る物品 防水シート用固定具 ： 

H27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。（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。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 M3-190 ： 

意匠に係る物品 防水シート用固定具 ： 

国際意匠分類 08-08 ： 

1545311 

M6 

【底面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【Ｂ－Ｂ拡大断面図】 【Ａ－Ａ拡大断面図】 

【使用状態を示す 

参考断面図】 

【底面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【Ｂ－Ｂ拡大断面図】 【Ａ－Ａ拡大断面図】 

【使用状態を示す 

参考断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1507082 

日本意匠分類  M3-191 ： 

意匠に係る物品  座金 ： 

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わした。背面
図、右側面図、左側面図は正面図と同一に表れる
ため、省略する。 

意匠の説明 ： 
部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を
実線で、それ以外の部分を破線で表わした。背面
図、右側面図、左側面図は正面図と同一に表れる
ため、省略する。 

国際意匠分類  08-08 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  M3-191 ： 

意匠に係る物品  座金 ： 

国際意匠分類  08-08 ： 

1507389 

M6 

【底面図】 

【正面図】 【Ａ－Ａ拡大断面図】 

【平面図】 

 

【使用状態を示す

参考図２】 

【正面・平面・右側

面側からの斜視図】 

【使用状態を示す

参考図１】 

【Ｂ－Ｂ拡大断面図】 

【底面図】 

【正面図】 【Ａ－Ａ拡大断面図】 

【平面図】 

【使用状態を示す

参考図２】 

【正面・平面・右側

面側からの斜視図】 

【使用状態を示す

参考図１】 

【Ｂ－Ｂ拡大断面図】 



本意匠 関連意匠 

M5 

意匠登録第     号  1424367 

日本意匠分類  M3-213 

意匠に係る物品  扉用のロックハンドル 

： 

： 

意匠登録第     号  1424503 

日本意匠分類  M3-213 

意匠に係る物品  扉用のロックハンドル 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

  【A－A線断面図】 

【参考斜視図】 

【透明部分を示す 

     参考斜視図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

  【A－A線断面図】 

【参考斜視図】 

【透明部分を示す 

     参考斜視図】 

【背面図】 

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 意匠登録第     号 1526156 

日本意匠分類 M3-227 ： 

意匠に係る物品  引戸用錠 ： 

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 08-07 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  M3-227 ： 

意匠に係る物品  引戸用錠 ： 

国際意匠分類  08-07 ： 

 1526728 

M6 

【平面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【右側面図】 

【Ａ－Ａ線 

拡大断面図】 【Ａ－Ａ線 

拡大断面図】 

【Ｂ－Ｂ線拡

大断面図】 【Ｂ－Ｂ線拡

大断面図】 

【斜視図】 

【斜視図】 

【分解斜視図】 【分解斜視図】 

【使用状態を示す参考図１】 【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２】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1548146 

日本意匠分類 M3-27 ： 

意匠に係る物品 鍵材 ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

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

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

国際意匠分類 08-07 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 M3-27 ： 

意匠に係る物品 鍵材 ： 

国際意匠分類 08-07 ： 

1548267 

M7 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 【底面図】 

【斜視図１】 

【Ａ－Ａ参考断面図】 

【斜視図２】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 【底面図】 

【斜視図１】 

【Ａ－Ａ参考断面図】 

【斜視図２】 


