
Bグループ

Ｈ１９年度 本意匠 関連意匠
B1 1326033 B1-660     パンツ 1326185 B1-660     パンツ
B2 1316893 B4-10      かばん 1317155 B4-10      かばん
B3 1323160 B5-500     サンダル 1343624 B5-10      短靴

本意匠 関連意匠
B1 1373451 B1-670     スポーツ用スパッツ 1373578 B1-670     スポーツ用スパッツ
B2 1373118 B5-10      短靴 1373501 B5-500     サンダル
B3 1358247 B7-0100    コンパクト 1371513 B7-0100    コンパクト
B4 1359200 B9-112     衣服用ボタン 1359512 B9-112     衣服用ボタン

本意匠 関連意匠
B1 1383823 B1-1130 シャツ 1386407 B1-1130    シャツ
B2 1372608 B1-13 つなぎ服 1375079 B1-110     ワンピース
B3 1385469 B1-620 アンダーシャツ 1385827 B1-620     アンダーシャツ
B4 1385469 B1-620 アンダーシャツ 1385828 B1-620     アンダーシャツ
B5 1388608 B5-922 靴中敷き 1388981 B5-922     靴中敷き

本意匠 関連意匠
B1 1419385 B2-66 耳あて 1419606 B2-66 耳あて
B2 1408928 B9-133 バックル 1409001 B9-133 バックル
B3 1408928 B9-133 バックル 1409002 B9-133 バックル
B4 1408928 B9-133 バックル 1438173 B9-133 バックル

本意匠 関連意匠
B1 1426766 B1-61 ブラジャー 1426973 B1-61 ブラジャー
B2 1438116 B1-670 スパッツ 1438204 B1-660 パンツ
B3 1449504 B3-02 ハンドストラップ付動物おもちゃ 1449868 B3-02 ハンドストラップ付動物おもちゃ
B4 1432675 B7-2210 安全剃刀 1432809 B7-2210 安全剃刀

本意匠 関連意匠
B1 1453656 B1-670 タイツ 1453786 B1-670 タイツ
B2 1467413 B2-441 踵用サポーター 1467786 B2-441 踵用サポーター
B3 1455495 B5-10 短靴 1471765 B5-10 短靴

Ｈ２１年度

Ｈ２２年度

Ｈ２０年度

Ｈ２３年度

Ｈ２４年度



B4 1498576 B7-140 爪化粧用樹脂硬化器 1499015 B7-140 爪化粧用樹脂硬化器
B5 1468193 B7-3400 ヘアードライヤー 1468416 B7-3400 ヘアードライヤー

本意匠 関連意匠
B1 1483241 B2-441 足裏用サポーター 1483505 B2-441 足裏用サポーター
B2 1497446 B2-511 手袋 1497651 B2-511 手袋
B3 1493201 B3-60 眼鏡フレーム 1502111 B3-60 眼鏡フレーム
B4 1486148 B4-15 ランドセル 1486289 B4-15 ランドセル
B5 1511598 B5-020 靴 1511914 B5-020 靴
B6 1488919 B7-0100 化粧用コンパクト容器 1489042 B7-0100 化粧用コンパクト容器
B7 1494414 B7-120 化粧用ブラシ 1494580 B7-120 化粧用ブラシ

本意匠 関連意匠
B1 1534703 B1-660 パンツ 1535092 B1-660 パンツ
B2 1518824 B3-02 ハンドストラップ付動物おもちゃ 1519080 B3-02 ハンドストラップ付ぬいぐるみおもちゃ
B3 1532380 B5-922 靴用インソール 1532577 B5-922 靴用インソール
B4 1521255 B7-120 化粧用ブラシ 1563301 B7-120 化粧用ブラシ
B5 1518918 B7-2300 電気かみそり 1519070 B7-2300 電気かみそり

本意匠 関連意匠
B1 1533767 B1-670 スポーツ用タイツ 1541456 B1-670 スポーツ用タイツ
B2 1554090 B1-68 使い捨ておむつ 1554372 B1-68 使い捨ておむつ
B3 1568551 B5-10 靴 1568894 B5-10 靴
B4 1549711 B7-121 化粧料塗布具 1564912 B7-121 化粧料塗布具
B5 1556491 B7-222 長柄かみそり 1580619 B7-222 長柄かみそり
B6 1555154 B9-11491 スライドファスナー用スライダー 1555895 B9-11491 スライドファスナー用スライダー

本意匠 関連意匠
B1 1596658 B3-01 キーホルダ 1596980 B3-01 キーホルダ
B2 1592371 B5-91200 靴底 1592517 B5-91200 靴底
B3 1588445 B7-1419 爪切り用操作てこ 1588533 B7-1419 爪切り用操作てこ
B4 1566108 B7-320 染毛用ブラシ 1566318 B7-320 染毛用ブラシ

Ｈ２８年度

Ｈ２７年度

Ｈ２６年度

Ｈ２５年度



H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

本意匠 関連意匠 

B1 

意匠登録第     号  1326033 

日本意匠分類  B1-660 

意匠に係る物品  パンツ 

： 

： 

意匠登録第     号  1326185 

日本意匠分類  B1-660  

意匠に係る物品  パンツ 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 【左側面図】 

【各部の名称を示す 

    参考正面図】 

【各部の名称を示す参考左側面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 【左側面図】 

【各部の名称を示す 

    参考正面図】 
【各部の名称を示す参考左側面図】 

意匠の説明 ： 
薄墨を付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。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 ： 
薄墨を付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。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 

B2 

意匠登録第     号  1316893 

日本意匠分類  B4-10  

意匠に係る物品  かばん 

： 

： 

意匠登録第     号  1317155 

日本意匠分類  B4-10 

意匠に係る物品  かばん 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
赤色に着色された部分をのぞく部分が、部分意匠
として意匠登録を受けようとする部分である。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 ： 
赤色に着色された部分をのぞく部分が、部分意匠
として意匠登録を受けようとする部分である。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。 



本意匠 関連意匠 

B3 

意匠登録第     号  1323160 

日本意匠分類  B5-500   

意匠に係る物品  サンダル 

： 

： 

意匠登録第     号  1343624 

日本意匠分類  B5-10   

意匠に係る物品  短靴 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【Ａ－Ａ断面図】 【Ｂ－Ｂ断面図】 【Ａ－Ａ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 

B1 

意匠登録第     号  1373451 

日本意匠分類  B1-670 

意匠に係る物品  スポーツ用スパッツ 

： 

： 

意匠登録第     号  1373578 

日本意匠分類  B1-670 

意匠に係る物品  スポーツ用スパッツ 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【前方斜視図】 【後方斜視図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【背面図】 【右側面図】 

【前方斜視図】 【後方斜視図】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が部分意匠として意匠登録を受

けようとする部分である。 

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 

B2 

意匠登録第     号  1373118 

日本意匠分類  B5-10   

意匠に係る物品  短靴 

： 

： 

意匠登録第     号  1373501 

日本意匠分類  B5-500 

意匠に係る物品  サンダル 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【底面斜視図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【背面図】 【右側面図】 

【底面斜視図】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）願書添付写真中、赤色で塗りつぶされた

部分を除く部分が、部分意匠として意匠登録を受

けようとする部分である。参考斜視図を含めて意

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 ： 
（前略）願書添付写真中、赤色で塗りつぶされた

部分を除く部分が、部分意匠として意匠登録を受

けようとする部分である。参考斜視図を含めて意

匠登録を受けようとする部分を特定している。 



本意匠 関連意匠 

B3 

意匠登録第     号  1358247 

日本意匠分類  B7-0100 

意匠に係る物品  コンパクト 

： 

： 

意匠登録第     号  1371513 

日本意匠分類  B7-0100 

意匠に係る物品  コンパクト 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【Ａ－Ａ線端面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【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。（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 

B4 

意匠登録第     号  1359200 

日本意匠分類  B9-112 

意匠に係る物品  衣服用ボタン 

： 

： 

意匠登録第     号  1359512 

日本意匠分類  B9-112 

意匠に係る物品  衣服用ボタン 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【参考斜視図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【右側面図】 【参考斜視図】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録

を受けようとする部分である。（後略） 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録

を受けようとする部分である。（後略） 



本意匠 関連意匠 

B1 

意匠登録第     号  1383823 

日本意匠分類  B1-1130 

意匠に係る物品  シャツ 

： 

： 

意匠登録第     号  1386407 

日本意匠分類  B1-1130 

意匠に係る物品  シャツ 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を

受けようとする部分である。（後略） 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を

受けようとする部分である。（後略） 



本意匠 関連意匠 

B2 

意匠登録第     号  1372608 

日本意匠分類  B1-13 

意匠に係る物品  つなぎ服 

： 

： 

意匠登録第     号  1375079 

日本意匠分類  B1-110 

意匠に係る物品  ワンピース 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【正面側斜視図】 

【背面側斜視図】 

【分離状態の正面側斜視図】 

【分離状態の背面側斜視図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【正面側斜視図】 

【背面側斜視図】 

【分離状態の正面側斜視図】 

【分離状態の背面側斜視図】 

H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
赤色に着色した以外の部分が、部分意匠として意

匠登録を受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
赤色に着色した以外の部分が、部分意匠として意

匠登録を受けようとする部分である。 



本意匠 関連意匠 

B3 

意匠登録第     号 1385469 

日本意匠分類  B1-620 

意匠に係る物品  アンダーシャツ 

： 

： 

意匠登録第     号  1385827 

日本意匠分類  B1-620 

意匠に係る物品  アンダーシャツ 

： 

： 

【平面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【底面図】 【着用状態を示す 

   後方斜視図】 

【正面図】 

【背面図】 

【着用状態を示す 

   前方斜視図】 

【平面図】 

【左側面図】 【正面図】 【右側面図】 

【着用状態を示す 

   前方斜視図】 
【底面図】 

【背面図】 

【着用状態を示す 

   後方斜視図】 

H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が部分意匠として意匠登録を受

けようとする部分である。（後略） 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が部分意匠として意匠登録を受

けようとする部分である。（後略） 



本意匠 関連意匠 

B4 

意匠登録第     号  1385469 

日本意匠分類  B1-620 

意匠に係る物品  アンダーシャツ 

： 

： 

意匠登録第     号  1385828 

日本意匠分類  B1-620 

意匠に係る物品  アンダーシャツ 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【着用状態を示す 

   前方斜視図】 
【着用状態を示す 

   後方斜視図】 

【平面図】 

【左側面図】 【正面図】 【右側面図】 

【底面図】 【着用状態を示す 

   前方斜視図】 
【着用状態を示す 

   後方斜視図】 

【背面図】 

H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が部分意匠として意匠登録を受

けようとする部分である。（後略） 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が部分意匠として意匠登録を受

けようとする部分である。（後略） 



本意匠 関連意匠 

B5 

意匠登録第     号  1388608 

日本意匠分類  B5-922 

意匠に係る物品  靴中敷き 

： 

： 

意匠登録第     号  1388981 

日本意匠分類  B5-922 

意匠に係る物品  靴中敷き 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【A-A線拡大 

  断面図】 

【斜視図１】 

【斜視図２】 

【使用状態を示す参考図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【斜視図２】 

【斜視図１】 

【A-A線拡大 

  断面図】 

H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
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。なお、Ａ－Ａ線拡大

断面図においては、実線部分が部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分であって、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ためのみに引いた線である。（後

略） 

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） 



本意匠 関連意匠 

B1 

意匠登録第     号  1419385 

日本意匠分類  B2-66 

意匠に係る物品  耳あて 

： 

： 

意匠登録第     号   1419606 

日本意匠分類  B2-66 

意匠に係る物品  耳あて 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【耳あて部分を左右に開いた状                  

態を示す底面図】 

【耳あて部分を左右に開いた状                  

態を示す背面図】 

【耳あて部分を左右に開いた 

状態を示す右側面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【耳あて部分を左右に開いた状                  

態を示す底面図】 

【耳あて部分を左右に開いた状                  

態を示す背面図】 

【耳あて部分を左右に開いた 

   状態を示す左側面図】 

【耳あて部分を左右に開いた 

状態を示す右側面図】 

H22年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【耳あて部分を左右に開いた 

    状態を示す左側面図】 

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 

B2 

意匠登録第     号  1408928 

日本意匠分類  B9-133 

意匠に係る物品 バックル 

： 

： 

意匠登録第     号  1409001 

日本意匠分類  B9-133 

意匠に係る物品  バックル 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【A-A断面図】 

【正面･平面･右側面側からの 

                                         斜視図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【A-A断面図】 

【正面･平面･右側面側からの 

                                         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 ： 
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。図

面中表れる一点鎖線は、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。（後略） 

意匠の説明 ： 
部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を

実線で、それ以外の部分を破線で表している。図

面中表れる一点鎖線は、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。（後略） 



本意匠 関連意匠 

B3 

意匠登録第     号  1408928 

日本意匠分類  B9-133 

意匠に係る物品  バックル 

： 

： 

意匠登録第     号  1409002 

日本意匠分類  B9-133 

意匠に係る物品  バックル 

： 

： 

【正面･平面･右側面側からの 

                                         斜視図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【A-A断面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【A-A断面図】 

【正面･平面･右側面側からの 

                                         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 ： 
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。図

面中表れる一点鎖線は、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。（後略） 

意匠の説明 ： 
部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を

実線で、それ以外の部分を破線で表している。図

面中表れる一点鎖線は、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。（後略） 



本意匠 関連意匠 

B4 

意匠登録第     号  1408928 

日本意匠分類  B9-133 

意匠に係る物品  バックル 

： 

： 

意匠登録第     号  1438173 

日本意匠分類  B9-133 

意匠に係る物品  バックル 

： 

： 

【正面･平面･右側面側からの 

                                         斜視図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【A-A断面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【A-A断面図】 

【正面･平面･右側面側からの 

                                         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 ： 
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。図

面中表れる一点鎖線は、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。（後略） 

意匠の説明 ： 
部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を

実線で、それ以外の部分を破線で表している。図

面中表れる一点鎖線は、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。（後略） 



本意匠 関連意匠 

B1 

意匠登録第     号  1426766 

日本意匠分類  B1-61 

意匠に係る物品  ブラジャー 

： 

： 

意匠登録第     号   1426973 

日本意匠分類  B1-61 

意匠に係る物品  ブラジャー 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【Ａ－Ａ 部分拡大図】 

【斜視図】 

【Ｃ－Ｃ、Ｄ－Ｄ部分拡大図】 

【Ｆ－Ｆ部分拡大図】 

【ホック部を外した状態の背面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【斜視図】 

【Ｂ－Ｂ部分拡大図】 

【Ｃ－Ｃ、Ｄ－Ｄ部分拡大図】 【Ａ－Ａ 部分拡大図】 

【Ｂ－Ｂ部分拡大図】 

【ホック部を外した状態の背面図】 

【Ｆ－Ｆ部分拡大図】 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が部分意匠として意匠登録を受

けようとする部分である。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 

B2 

意匠登録第     号  1438116 

日本意匠分類  B1-670 

意匠に係る物品  スパッツ 

： 

： 

意匠登録第     号   1438204 

日本意匠分類  B1-660 

意匠に係る物品  パンツ 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

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。左側面図は右側面図

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。左側面図は右側面図

と対称に表れる。 



本意匠 関連意匠 

B3 

意匠登録第     号  1449504 

日本意匠分類  B3-02 

意匠に係る物品  ハンドストラップ付動物おもちゃ 

： 

： 

意匠登録第     号   1449868 

日本意匠分類  B3-02 

意匠に係る物品  ハンドストラップ付動物おもちゃ 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【正面図】 【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

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。（後略） 

意匠の説明 ： 
（前略）赤色で着色された部分以外の部分が部分

意匠として意匠登録を受けようとする部分であ

る。（後略） 



本意匠 関連意匠 

B4 

意匠登録第     号  1432675 

日本意匠分類  B7-2210 

意匠に係る物品  安全剃刀 

： 

： 

意匠登録第     号   1432809 

日本意匠分類  B7-2210 

意匠に係る物品  安全剃刀 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【背面・底面・左側面図

からの斜視図】 【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 
【右側面図】 

【拡大左側面図】 【拡大右側面図】 

【正面・平面・右側面図

【意匠登録を受けようとする

部分を示す参考底面図】 

【正面図】 

【背面・底面・左側面図

からの斜視図】 【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 
【右側面図】 

【拡大左側面図】 【拡大右側面図】 

【正面・平面・右側面図

【意匠登録を受けようとする

部分を示す参考底面図】 
【ａ－ａ’部における

Ａ－Ａ拡大断面図】 
【ａ－ａ’部における

Ａ－Ａ拡大断面図】 

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、意匠登録を受けようとする部分と

それ以外の部分との境界のみを表すものである。意

匠登録を受けようとする部分を示す参考底面図にお

いて薄墨を施した部分が意匠登録を受けようとする

部分である。 

意匠の説明 ： 
（前略）部分意匠として意匠登録を受けようとする

部分を実線で、それ以外の部分を破線で表してい

る。一点鎖線は、意匠登録を受けようとする部分と

それ以外の部分との境界のみを表すものである。意

匠登録を受けようとする部分を示す参考底面図にお

いて薄墨を施した部分が意匠登録を受けようとする

部分である。 



本意匠 関連意匠 

B1 

意匠登録第     号  1453656 

日本意匠分類  B1-670 

意匠に係る物品  タイツ 

： 

： 

意匠登録第     号   1453786 

日本意匠分類  B1-670 

意匠に係る物品  タイツ 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【右側面を中心に平

置きした状態の図】 

【緊締力が強い

部分を示す参考

正面図】 

【緊締力が強い部分

を示す参考背面図】 
【着用状態を示す

前方斜視図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【右側面を中心に平

置きした状態の図】 

【緊締力が強い

部分を示す参考

正面図】 

【緊締力が強い部分

を示す参考背面図】 
【着用状態を示す

前方斜視図】 

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。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 

B2 

意匠登録第     号  1467413 

日本意匠分類  B2-441 

意匠に係る物品  踵用サポーター 

： 

： 

意匠登録第     号   1467786 

日本意匠分類  B2-441 

意匠に係る物品  踵用サポーター 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【Ｂ－Ｂ線断面図】 

【Ｃ－Ｃ線断面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【斜視図】 【各部の名称を示す参考図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【Ｂ－Ｂ線断面図】 

【Ｃ－Ｃ線断面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【斜視図】 【各部の名称を示す参考図】 

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。 

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。 



本意匠 関連意匠 

B3 

意匠登録第     号  1455495 

日本意匠分類  B5-10 

意匠に係る物品  短靴 

： 

： 

意匠登録第     号   1471765 

日本意匠分類  B5-10 

意匠に係る物品  短靴 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【ａ－ａ’部分における

Ａ－Ａ拡大断面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【ａ－ａ’部分における

Ａ－Ａ拡大断面図】 

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。図
面中表れる一点鎖線は、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 ： 
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。図
面中表れる一点鎖線は、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。 



本意匠 関連意匠 

B4 

意匠登録第     号  1498576 

日本意匠分類  B7-140 

意匠に係る物品  爪化粧用樹脂硬化器 

： 

： 

意匠登録第     号   1499015 

日本意匠分類  B7-140 

意匠に係る物品  爪化粧用樹脂硬化器 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 

【斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【Ｂ－Ｂ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。各図に表された細線
は、いずれも立体表面の形状を表
す線である。右側面図は左側面図
と対称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。（中略）各図に表された細線
は、いずれも立体表面の形状を表す
線である。右側面図は左側面図と対
称に表れるため省略する。  



本意匠 関連意匠 

B5 

意匠登録第     号  1468193 

日本意匠分類  B7-3400 

意匠に係る物品  ヘアードライヤー 

： 

： 

意匠登録第     号   1468416 

日本意匠分類  B7-3400 

意匠に係る物品  ヘアードライヤー 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【背面側斜視図】 【斜視図】 

【右側面図】 【正面図】 【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【背面側斜視図】 【斜視図】 

【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。図面中表れる一点鎖線
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 ： 
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。図面中表れる一点鎖線
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。 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1483241 

日本意匠分類  B2-441 ： 

意匠に係る物品  足裏用サポーター ： 

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。 

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。 

国際意匠分類  02-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  B2-441 ： 

意匠に係る物品  足裏用サポーター ： 

国際意匠分類  02-04 ： 

 1483505 

B1 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ線端面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 【斜視図】 

【Ａ－Ａ線端面図】 

【使用状態を示す参考図】 

 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1497446 

日本意匠分類  B2-511 ： 

意匠に係る物品  手袋 ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）黄色に着色された部分を除く部分が部分
意匠として意匠登録を受けようとする部分であ
る。（後略） 

意匠の説明 ： 
（前略）黄色に着色された部分を除く部分が部分
意匠として意匠登録を受けようとする部分であ
る。（後略） 国際意匠分類  02-06 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  B2-511 ： 

意匠に係る物品  手袋 ： 

国際意匠分類  02-06 ： 

1497651 

B2 

【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

 

【平面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1493201 

日本意匠分類  B3-60 ： 

意匠に係る物品  眼鏡フレーム ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
参考図以外の図面中、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  02-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  B3-60 ： 

意匠に係る物品  眼鏡フレーム ： 

国際意匠分類  02-03 ： 

1502111 

B3 

【背面図】 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

 

【平面図】 【斜視図】 

【参考図】 

【背面図】 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 【斜視図】 

【参考図1】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1486148 

日本意匠分類  B4-15 ： 

意匠に係る物品 ランドセル ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
朱色に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。 

意匠の説明 ： 
朱色に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。 

国際意匠分類  03-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  B4-15 ： 

意匠に係る物品  ランドセル ： 

国際意匠分類  03-01 ： 

1486289 

B4 

【背面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

 

【平面図】 【蓋を閉じた状態を示す参

考斜視図】 

【Ａ－Ｂ部分拡大図】 

【正面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 【蓋を閉じた状態を示す参

考斜視図】 

【Ａ－Ｂ部分拡大図】 

【正面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1511598 

日本意匠分類  B5-020 ： 

意匠に係る物品 靴 ： 

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。（中略）本物品
は、透明である。（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）本物品
は、透明である。（後略） 国際意匠分類  02-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  B5-020 ： 

意匠に係る物品  靴 ： 

国際意匠分類  02-04 ： 

1511914 

B5 

【Ｂ－Ｂ線参考拡大端面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【Ａ－Ａ線参考断面図】 
【透明部分を薄墨で表した

Ａ－Ａ線参考断面図】 

【正面図】 

【Ｃ－Ｄ－Ｅ線組み合わせ参考拡大端面図】 

【左側面図】 

【Ｂ－Ｂ線参考拡大端面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【Ａ－Ａ線参考断面図】 
【透明部分を薄墨で表した

Ａ－Ａ線参考断面図】 

【正面図】 

【Ｃ－Ｄ－Ｅ線組み合わせ参考拡大端面図】 

【左側面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1488919 

日本意匠分類  B7-0100 ： 

意匠に係る物品 化粧用コンパクト容器 ： 

H25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。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。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。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。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  28-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  B7-0100 ： 

意匠に係る物品  化粧用コンパクト容器 ： 

国際意匠分類  28-03 ： 

1489042 

B6 

【開蓋状態の底面図】 

【開蓋状態の右側面図】 

 

【開蓋状態の平面図】 

【閉蓋状態の斜視図】 

【開蓋状態の正面図】 【開蓋状態の左側面図】 

【開蓋状態の背面図】 

【開蓋状態の斜視図】 【開蓋状態の参考平面図】 

【Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ組合せ断面図】 
【使用状態を示す参考図】 

【開蓋状態の底面図】 

【開蓋状態の右側面図】 

【開蓋状態の平面図】 

【閉蓋状態の斜視図】 

【開蓋状態の正面図】 【開蓋状態の左側面図】 

【開蓋状態の背面図】 

【開蓋状態の斜視図】 【開蓋状態の参考平面図】 

【Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ組合せ断面図】 
【使用状態を示す参考図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1494414 

日本意匠分類  B7-120 ： 

意匠に係る物品 化粧用ブラシ ： 

H25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。 

意匠の説明 ： 
破線で表した部分以外が部分意匠として意匠登録を受
けようとする部分である。 

国際意匠分類  04-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  B7-120 ： 

意匠に係る物品  化粧用ブラシ ： 

国際意匠分類  04-02 ： 

1494580 

B7 

【底面図】 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【参考図（２）】 【参考図（１）】 

【底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【参考図（２）】 【参考図（１）】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1534703 

日本意匠分類 B1-660 ： 

意匠に係る物品 パンツ ： 

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
分の境界のみを示す線である。 

国際意匠分類 02-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 B1-660 ： 

意匠に係る物品 パンツ ： 

国際意匠分類 02-01 ： 

1535092 

B1 

【平面図】 

【背面図】 

 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【各部名称を示す参考背面図】 
【斜視図】 【平面図】 

【背面図】 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【各部名称を示す参考背面図】 【斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1518824 

日本意匠分類 B3-02 ： 

意匠に係る物品 ハンドストラップ付動物おもちゃ ： 

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。 

意匠の説明 ： 
赤色で着色された部分以外の部分が部分意匠とし
て意匠登録を受けようとする部分である。（後
略） 国際意匠分類 03-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 B3-02 ： 

意匠に係る物品 ハンドストラップ付ぬいぐるみおもちゃ ： 

国際意匠分類 03-01 ： 

1519080 

B2 

 

【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

 

【平面図】 

【左側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【左側面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1532380 

日本意匠分類 B5-922 ： 

意匠に係る物品 靴用インソール ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

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

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

国際意匠分類 02-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 B5-922 ： 

意匠に係る物品 靴用インソール ： 

国際意匠分類 02-04 ： 

1532577 

B3 

【底面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【背面図】 

【参考底面図】 

【Ａ－Ａ線切断部端面図】 

【底面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【背面図】 

【参考底面図】 

【Ａ－Ａ線切断部端面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1521255 

日本意匠分類 B7-120 ： 

意匠に係る物品 化粧用ブラシ ： 

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 04-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 B7-120 ： 

意匠に係る物品 化粧用ブラシ ： 

国際意匠分類 04-02 ： 

1563301 

B4 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【底面図】 【背面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【参考斜視図１】 

【底面図】 

【背面図】 

【参考斜視図２】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1518918 

日本意匠分類 B7-2300 ： 

意匠に係る物品 電気かみそり ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
本意匠出願は、部分意匠に関するものであって、
意匠登録を受けようとする部分は実線で描かれた
部分である。 

意匠の説明 ： 
本意匠出願は、部分意匠に関するものであっ
て、意匠登録を受けようとする部分は実線で描
かれた部分である。 国際意匠分類 28-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 B7-2300 ： 

意匠に係る物品  電気かみそり ： 

国際意匠分類 28-03 ： 

1519070 

B5 

【底面図】 

 

【正面図】 

【斜視図】 【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【正面図】 

【斜視図】 【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【平面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1533767 

日本意匠分類 B1-670 ： 

意匠に係る物品 スポーツ用タイツ ： 

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 02-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 B1-670 ： 

意匠に係る物品 スポーツ用タイツ ： 

国際意匠分類 02-01 ： 

1541456 

B1 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

 

【正面図】 【左側面図】 

【斜視図】 【平面図】 

【背面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【右側面を中心に平置き 

した状態の図】 
【斜視図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【右側面を中心に平置き 

した状態の図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1554090 

日本意匠分類 B1-68 ： 

意匠に係る物品 使い捨ておむつ ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
淡赤色に着色された部分を除く部分が、部分意匠
として意匠登録を受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
淡赤色に着色された部分を除く部分が、部分意匠
として意匠登録を受けようとする部分である。 

国際意匠分類 02-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 B1-68 ： 

意匠に係る物品 使い捨ておむつ ： 

国際意匠分類 02-01 ： 

1554372 

B2 

 

【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

 

【平面図】 

【左側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【Ａ－Ａ´部拡大図】 

【着用状態を示す参考図】 

【斜視図】 
【Ａ－Ａ´部拡大図】 

【着用状態を示す参考図２】 

【斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1568551 

日本意匠分類 B5-10 ： 

意匠に係る物品 靴 ： 

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。実線で表された領域の
周囲に示した破線は、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。（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。実線で表された領域の
周囲に示した破線は、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。（後略） 

国際意匠分類 02-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 B5-10 ： 

意匠に係る物品 靴 ： 

国際意匠分類 02-04 ： 

1568894 

B3 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【背面図】 

【部分拡大図１】 

【部分拡大図３】 【部分拡大図２】 

【部分拡大図１】 

【部分拡大図２】 【部分拡大図３】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1549711 

日本意匠分類 B7-121 ： 

意匠に係る物品 化粧料塗布具 ： 

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。（後略） 

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

国際意匠分類 28-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 B7-121 ： 

意匠に係る物品  化粧料塗布具 ： 

国際意匠分類 28-02 ： 

1564912 

B4 

【本体の底面図】 

 

【本体の正面図】 

【開いた斜視図】 

【本体の左側面図】 

【本体の平面図】 【Ａ－Ａ部拡大図】 

【Ｂ－Ｂ部拡大図】 

【Ｄ－Ｄ部拡大図】 

【Ｃ－Ｃ部拡大図】 

【Ｅ－Ｅ，Ｆ－Ｆ部拡大図】 

【本体の平面図】 

【本体の正面図】 

【本体の底面図】 

【本体の左側面図】 

【Ａ－Ａ部拡大図】 

【Ｂ－Ｂ部拡大図】 

【Ｃ－Ｃ部拡大図】 

【Ｄ－Ｄ部拡大図】 

【Ｅ－Ｅ，Ｆ－Ｆ部拡大図】 

【開いた斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1556491 

日本意匠分類 B7-222 ： 

意匠に係る物品 長柄かみそり ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
図面上実線にて表した部分が、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 ： 
図面上実線にて表した部分が、部分意匠として意
匠登録を受けようとする部分である。一点鎖線
は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部
分とその他の部分との境界のみを示す線である。 

国際意匠分類 28-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 B7-222 ： 

意匠に係る物品  長柄かみそり ： 

国際意匠分類 28-03 ： 

1580619 

B5 

【底面図】 

 

【正面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 
【左側面図】 

【底面図】 

【斜視図】 【背面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1555154 

日本意匠分類 B9-11491 ： 

意匠に係る物品 スライドファスナー用スライダー ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
薄赤色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。
左側面図は右側面図と対称にあらわれるため省略
する。（後略） 

意匠の説明 ： 
薄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。
左側面図は右側面図と対称にあらわれるため省略
する。（後略） 

国際意匠分類 02-07 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 B9-11491 ： 

意匠に係る物品  スライドファスナー用スライダー ： 

国際意匠分類 02-07 ： 

1555895 

B6 

【底面図】 

 

【正面図】 

【斜視図１】 

【平面図】 

【右側面図】 【背面図】 

【斜視図２】 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 【背面図】 

【斜視図１】 

【斜視図２】 

【底面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1596658 

日本意匠分類 B3-01 ： 

意匠に係る物品 キーホルダ ： 

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

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

国際意匠分類 03-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 B3-01 ： 

意匠に係る物品 キーホルダ ： 

国際意匠分類 03-01 ： 

1596980 

B1 

【平面図】 

【背面図】 

 

【正面図】 【左側面図】 

【使用状態を示す参考縮小左側面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【右側面図】 

【底面図】 
【Ｂ－Ｂ部分における 

左側面側斜視図】 

【平面図】 

【背面図】 【正面図】 【左側面図】 

【使用状態を示す参考縮小左側面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【Ｂ－Ｂ部分における 

左側面側斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1592371 

日本意匠分類 B5-91200 ： 

意匠に係る物品 靴底 ： 

意匠の説明 ： 
黄土色で着色した部分以外が、部分意匠として意
匠登録を受けようとする部分である。（後略） 

意匠の説明 ： 
黄土色で着色した部分以外が、部分意匠として意
匠登録を受けようとする部分である。（後略） 

国際意匠分類 02-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 B5-91200 ： 

意匠に係る物品 靴底 ： 

国際意匠分類 02-04 ： 

1592517 

B2 

 

【背面図】 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

 

【平面図】 

【左側面図】 

【斜視図２】 

【斜視図１】 

【背面図】 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【斜視図２】 

【斜視図１】 

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 1588445 

日本意匠分類 B7-1419 ： 

意匠に係る物品 爪切り用操作てこ ： 

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。（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。（後略） 国際意匠分類 28-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 B7-1419 ： 

意匠に係る物品 爪切り用操作てこ ： 

国際意匠分類 28-03 ： 

1588533 

B3 

【底面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【背面図】 

【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】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【立体表面の形状を表す

参考斜視図１】 
【Ｂ－Ｂ断面図】 

【Ｃ－Ｃ断面図】 

【立体表面の形状を表す

参考斜視図２】 

【底面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【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】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【立体表面の形状を表す

参考斜視図１】 
【Ｂ－Ｂ断面図】 

【Ｃ－Ｃ断面図】 

【立体表面の形状を表す

参考斜視図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 意匠登録第     号 1566108 

日本意匠分類 B7-320 ： 

意匠に係る物品 染毛用ブラシ ： 

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

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

国際意匠分類 04-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 B7-320 ： 

意匠に係る物品 染毛用ブラシ ： 

国際意匠分類 04-02 ： 

1566318 

B4 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

H28年度出願の部分意匠の関連意匠登録事例集 


