
Dグループ

Ｈ１９年度 本意匠 関連意匠
D1 1332166 D4-3140    エアーコンディショナー 1332719 D4-3140    エアーコンディショナー
D2 1346297 D4-510     天井埋込換気扇 1346715 D4-510     天井埋込換気扇
D3 1314105 D5-1201    コンロ付き流し台 1331632 D5-1201    コンロ付き流し台
D4 1314105 D5-1201    コンロ付き流し台 1321633 D5-1201    コンロ付き流し台
D5 1332949 D5-1900    厨房台用キャビネット 1333835 D5-1900    厨房台用キャビネット
D6 1332949 D5-1900    厨房台用キャビネット 1333836 D5-1900    厨房台用キャビネット
D7 1345991 D6-5050    金庫 1346212 D6-5050    金庫
D8 1345991 D6-5050    金庫 1346213 D6-5050    金庫
D9 1345991 D6-5050    金庫 1346214 D6-5050    金庫
D10 1351339 D7-141     机 1351483 D7-141     机
D11 1351339 D7-141     机 1351484 D7-141     机
D12 1355005 D7-141     テーブル 1355571 D7-141     テーブル

本意匠 関連意匠
D1 1372403 D4-130     湯たんぽ 1372911 D4-130     湯たんぽ
D2 1351181 D4-510     レンジフード 1363503 D4-510     レンジフード
D3 1362110 D4-510     浴室用天井埋め込み換気扇 1362838 D4-510     浴室用天井埋め込み換気扇
D4 1366613 D5-240     壁取付け用洗面器 1367071 D5-240     壁取付け用洗面器
D5 1378696 D5-41      取付け用便器 1379058 D5-41      取付け用便器
D6 1378696 D5-41      取付け用便器 1379059 D5-41      取付け用便器
D7 1378696 D5-41      取付け用便器 1379060 D5-41      取付け用便器
D8 1381644 D7-141     カウンター 1382052 D7-141     テーブル

本意匠 関連意匠
D1 1394696 D3-3102 照明器具 1395089 D3-3102    照明器具
D2 1394696 D3-3102 照明器具 1395090 D3-3102    照明器具
D3 1399388 D3-3320 照明器具 1399483 D3-3320    照明器具
D4 1399388 D3-3320 照明器具 1399484 D3-3320    照明器具
D5 1380280 D6-11 衣服ハンガー 1380412 D6-11      衣服ハンガー
D6 1404522 D7-24 ソファー 1404953 D7-24      ベンチ

Ｈ２０年度

Ｈ２１年度



本意匠 関連意匠
D1 1418242 D3-3320 電気スタンド 1418574 D3-3320 電気スタンド
D2 1418242 D3-3320 電気スタンド 1418575 D3-3320 電気スタンド
D3 1427802 D5-492 便座 1428025 D5-492 便座
D4 1409230 D7-141 机 1409418 D7-141 机
D5 1409230 D7-141 机 1409419 D7-141 机
D6 1404843 D7-50 ドレッサー 1405015 D7-50 ドレッサー

本意匠 関連意匠
D1 1459515 D3-302 天井灯 1459970 D3-302 天井灯
D2 1459515 D3-302 天井灯 1459971 D3-302 天井灯
D3 1459515 D3-302 天井灯 1459972 D3-302 天井灯
D4 1442323 D3-4100 防犯灯 1442766 D3-4100 防犯灯
D5 1442323 D3-4100 防犯灯 1442767 D3-4100 防犯灯
D6 1442946 D4-32 エアーコンディショナー用室外機 1444350 D4-32 エアーコンディショナー用室外機
D7 1442946 D4-32 エアーコンディショナー用室外機 1444351 D4-32 エアーコンディショナー用室外機

本意匠 関連意匠
D1 1466348 D0-1100 郵便受け箱 1466473 D0-1100 郵便受け箱
D2 1457205 D3-302 スポットライト 1457499 D3-302 スポットライト
D3 1481508 D3-3101 天井吊下げ灯灯具本体 1482059 D3-3101 天井吊下げ灯灯具本体
D4 1461610 D3-3102 天井埋め込み灯 1461947 D3-3102 天井埋め込み灯
D5 1461610 D3-3102 天井埋め込み灯 1467791 D3-3102 天井埋め込み灯
D6 1462106 D3-3102 天井埋込み灯 1462570 D3-3102 天井埋込み灯
D7 1449523 D3-3320 電気スタンド 1466454 D3-3320 電気スタンド
D8 1468121 D3-3320 床置き式電気スタンド 1468406 D3-3320 床置き式電気スタンド
D9 1474063 D4-3130 浴室暖房乾燥機 1474289 D4-3130 浴室暖房乾燥機
D10 1469204 D4-3320 除湿機 1473434 D4-3320 除湿機
D11 1441925 D4-510 レンジフード 1454275 D4-510 レンジフード
D12 1466634 D4-510 換気扇 1467078 D4-510 換気扇
D13 1475679 D5-191 流し台用流し 1476343 D5-191 流し台用流し
D14 1472179 D5-220 洗面化粧台 1472365 D5-220 洗面化粧台
D15 1467035 D5-311 浴槽 1467171 D5-311 浴槽
D16 1466807 D5-3192 浴槽用手すり 1469778 D5-3192 浴槽用手すり
D17 1468861 D5-492 局部洗浄機能付き便座 1469074 D5-492 局部洗浄機能付き便座
D18 1467627 D5-495 洋式便器用手すり 1467819 D5-495 洋式便器用手すり

Ｈ２２年度

Ｈ２３年度

Ｈ２４年度



D19 1506233 D6-516 ロッカー 1506388 D6-516 ロッカー
D20 1466874 D7-24 長いす 1467139 D7-24 長いす
D21 1481707 D7-24 テーブル付きいす 1482088 D7-24 テーブル付きいす
D22 1464691 D9-13 家具用扉 1464832 D9-13 家具用扉

本意匠 関連意匠
D1 1480023 D3-3320 電気スタンド 1493527 D3-3320 電気スタンド
D2 1489884 D3-4100 太陽電池付き灯具 1490068 D3-4100 太陽電池付き灯具
D3 1482797 D3-500 イベント用ライト 1506361 D3-500 イベント用ライト
D4 1506239 D4-173 ガスストーブ 1506392 D4-173 ガスストーブ
D5 1496870 D4-3310 加湿器 1497011 D4-3310 加湿器
D6 1498703 D7-141 テーブル 1499023 D7-141 テーブル
D7 1500948 D7-200 ついたて付きいす 1501177 D7-200 ついたて付きいす
D8 1482763 D7-21 椅子 1482978 D7-21 椅子
D9 1505410 D7-24 長いす 1505520 D7-24 長いす
D10 1492603 D7-391 ベッド用ヘッドボード 1492802 D7-391 ベッド用ヘッドボード

本意匠 関連意匠
D1 1524146 D3-3101 天井つり下げ灯本体 1524549 D3-3101 天井つり下げ灯本体
D2 1515765 D3-600 照明器具 1515835 D3-600 照明器具
D3 1536678 D5-1202 ディスプレイ付き流し台 1537098 D5-1202 ディスプレイ付き流し台
D4 1521522 D7-24 ソファ 1521711 D7-24 ソファ
D5 1532769 D9-13 家具用扉 1533113 D9-13 家具用扉
D6 1507191 D9-162 家具用ブラケット 1523333 D9-162 家具用ブラケット

本意匠 関連意匠
D1 1554493 D3-302 スポットライト 1554879 D3-302 スポットライト
D2 1559173 D3-3102 天井直付け灯 1559714 D3-3102 天井直付け灯
D3 1556055 D4-3110 温風暖房機 1556505 D4-3110 温風暖房機
D4 1561272 D4-3130 エアーコンディショナー 1561613 D4-3130 エアーコンディショナー
D5 1548888 D4-410 天井扇風機 1549041 D4-410 天井扇風機
D6 1561735 D5-311 浴槽 1562111 D5-311 浴槽
D7 1545465 D7-141 テーブル 1545869 D7-141 テーブル
D8 1554317 D7-142 整理棚付き机 1554432 D7-142 整理棚付き机
D9 1552202 D7-24 椅子 1552539 D7-24 椅子

Ｈ２７年度

Ｈ２６年度

Ｈ２５年度



本意匠 関連意匠
D1 1579802 D4-300 エアーコンディショナー 1580026 D4-300 エアーコンディショナー
D2 1583912 D5-200 キャビネット付き手洗器 1584306 D5-200 キャビネット付き手洗器
D3 1568801 D5-220 洗面化粧台 1568933 D5-220 洗面化粧台
D4 1594334 D6-512 収納庫 1594438 D6-512 収納庫
D5 1571573 D7-24 ベンチ 1571715 D7-24 ベンチ

Ｈ２８年度



本意匠 関連意匠 

D1 

意匠登録第     号  1332166 

日本意匠分類  D4-3140   

意匠に係る物品  エアーコンディショナー 

： 

： 

意匠登録第     号  1332719 

日本意匠分類  D4-3140   

意匠に係る物品  エアーコンディショナー 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【参考斜視図】 

【内部機構を省略した 

  Ａ－Ａ’拡大断面図】 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【参考斜視図】 

【内部機構を省略した 

  Ａ－Ａ’拡大断面図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
図中、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 ： 
図中、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。 



本意匠 関連意匠 

D2 

意匠登録第     号  1346297 

日本意匠分類  D4-510   

意匠に係る物品  天井埋込換気扇 

： 

： 

意匠登録第     号  1346715 

日本意匠分類  D4-510   

意匠に係る物品  天井埋込換気扇 

： 

： 

【平面図】 

【左側面図】 【正面図】 【右側面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【内部機構を省略した 

        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】 

【内部機構を省略した 

        Ａ－Ａ’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 ： 
断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 ： 
断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 

D3 

意匠登録第     号  1314105 

日本意匠分類  D5-1201  

意匠に係る物品  コンロ付き流し台 

： 

： 

意匠登録第     号  1321632 

日本意匠分類  D5-1201 

意匠に係る物品  コンロ付き流し台 

： 

： 

H19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】 【左側面図】 

【内部機構を省略した 

Ａ－Ａ拡大断面図】 

【内部機構を省略した 

Ｂ－Ｂ拡大断面図】 

【使用状態を示す参考斜視図】 

【内部機構を省略した 

Ｂ－Ｂ拡大断面図】 【背面図】 

【底面図】 

【正面図】 

【平面図】 【内部機構を省略した 

Ａ－Ａ拡大断面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【使用状態を示す参考斜視図】 

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 

D4 

意匠登録第     号  1314105 

日本意匠分類  D5-1201 

意匠に係る物品  コンロ付き流し台 

： 

： 

意匠登録第     号  1321633 

日本意匠分類  D5-1201  

意匠に係る物品  コンロ付き流し台 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【内部機構を省略した 

Ａ－Ａ拡大断面図】 

【内部機構を省略した 

Ｂ－Ｂ拡大断面図】 

【使用状態を示す参考斜視図】 

【平面図】 【内部機構を省略した 

Ａ－Ａ拡大断面図】 

【右側面図】 【左側面図】 【正面図】 

【底面図】 【使用状態を示す参考斜視図】 

【内部機構を省略した 

Ｂ－Ｂ拡大断面図】 
【背面図】 

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 

D5 

意匠登録第     号  1332949 

日本意匠分類  D5-1900  

意匠に係る物品  厨房台用キャビネット 

： 

： 

意匠登録第     号  1333835 

日本意匠分類  D5-1900  

意匠に係る物品  厨房台用キャビネット 

： 

： 

【背面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【平面図】 

【底面図】 【斜視図】 
【扉を開けた 

  状態の斜視図】 

【正面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 
【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 【背面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【斜視図】 【底面図】 【扉を開けた 

  状態の斜視図】 

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 

D6 

意匠登録第     号  1332949 

日本意匠分類  D5-1900  

意匠に係る物品  厨房台用キャビネット 

： 

： 

意匠登録第     号  1333836 

日本意匠分類  D5-1900  

意匠に係る物品  厨房台用キャビネット 

： 

： 

【右側面図】 【左側面図】 

【平面図】 

【底面図】 【斜視図】 
【扉を開けた 

  状態の斜視図】 

【正面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 【背面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【斜視図】 【底面図】 
【扉を開けた 

  状態の斜視図】 

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 

D7 

意匠登録第     号  1345991 

日本意匠分類  D6-5050   

意匠に係る物品  金庫 

： 

： 

意匠登録第     号  1346212 

日本意匠分類  D6-5050   

意匠に係る物品  金庫 

： 

： 

【正面図】 【背面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【縮小斜視図】 

【拡大参考斜視図】 【平面図】 【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 【背面図】 

【縮小斜視図】 

【底面図】 

【拡大参考斜視図】 

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。 

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。 



本意匠 関連意匠 

D8 

意匠登録第     号  1345991 

日本意匠分類  D6-5050 

意匠に係る物品  金庫 

： 

： 

意匠登録第     号  1346213 

日本意匠分類  D6-5050  

意匠に係る物品  金庫 

： 

： 

【正面図】 【背面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【縮小斜視図】 

【拡大参考斜視図】 【平面図】 【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 【背面図】 

【底面図】 

【拡大参考斜視図】 

【縮小斜視図】 

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。 

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。 



本意匠 関連意匠 

D9 

意匠登録第     号  1345991 

日本意匠分類  D6-5050  

意匠に係る物品  金庫 

： 

： 

意匠登録第     号  1346214 

日本意匠分類  D6-5050   

意匠に係る物品  金庫 

： 

： 

【正面図】 【背面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【縮小斜視図】 

【拡大参考斜視図】 【平面図】 【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 【背面図】 

【拡大参考斜視図】 

【底面図】 

【縮小斜視図】 

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。 

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。 



本意匠 関連意匠 

D10 

意匠登録第     号  1351339 

日本意匠分類  D7-141  

意匠に係る物品  机 

： 

： 

意匠登録第     号  1351483 

日本意匠分類  D7-141 

意匠に係る物品  机 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【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 

D11 

意匠登録第     号  1351339 

日本意匠分類  D7-141  

意匠に係る物品  机 

： 

： 

意匠登録第     号  1351484 

日本意匠分類  D7-141 

意匠に係る物品  机 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【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 

D12 

意匠登録第     号 1355005 

日本意匠分類  D7-141   

意匠に係る物品  テーブル 

： 

： 

意匠登録第     号  1355571 

日本意匠分類 D7-141  

意匠に係る物品  テーブル 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【Ｂ－Ｂ拡大断面図】 【拡大左側面図】 

【参考拡大斜視図】 【Ａ－Ａ部における 

   Ｃ－Ｃ拡大断面図】 

【左側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【底面図】 

【参考拡大斜視図】 【Ａ－Ａ部における 

   Ｃ－Ｃ拡大断面図】 

【Ｂ－Ｂ拡大断面図】 【拡大左側面図】 

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。拡大図及び断面

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。拡大図及び断面

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） 



本意匠 関連意匠 

D1 

意匠登録第     号  1372403 

日本意匠分類  D4-130   

意匠に係る物品  湯たんぽ 

： 

： 

意匠登録第     号  1372911 

日本意匠分類  D4-130   

意匠に係る物品  湯たんぽ 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【参考斜視図】 

【左側面図】 

【底面図】 【Ａ－Ａ切断部端面図】 

【B－B切断部端面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【底面図】 【参考斜視図】 【Ａ－Ａ切断部端面図】 

【B－B切断部端面図】 

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。背面図は正面図と対

称につき省略する。 

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。背面図は正面図と対

称につき省略する。 



本意匠 関連意匠 

D2 

意匠登録第     号  1351181 

日本意匠分類  D4-510  

意匠に係る物品  レンジフード 

： 

： 

意匠登録第     号  1363503 

日本意匠分類  D4-510  

意匠に係る物品  レンジフード 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 
【右側面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【底面図】 【参考斜視図】 
【Ａ－Ａ切断部

拡大端面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【Ａ－Ａ切断部

拡大端面図】 【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 

D3 

意匠登録第     号  1362110 

日本意匠分類  D4-510  

意匠に係る物品  浴室用天井埋め込み換気扇 

： 

： 

意匠登録第     号  1362838 

日本意匠分類  D4-510  

意匠に係る物品  浴室用天井埋め込み換気扇 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【底面図】 
【内部機構を省略し

たＡ－Ａ’断面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【内部機構を省略し

たＡ－Ａ’断面図】 【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 ： 
断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 ： 
断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 

D4 

意匠登録第     号  1366613 

日本意匠分類  D5-240  

意匠に係る物品  壁取付け用洗面器 

： 

： 

意匠登録第     号  1367071 

日本意匠分類  D5-240  

意匠に係る物品  壁取付け用洗面器 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 
【右側面図】 【背面図】 【斜視図】 

【底面図】 【Ａ－Ａ断面図】 【Ｂ－Ｂ部分拡大図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 【右側面図】 【斜視図】 

【Ａ－Ａ断面図】 【Ｂ－Ｂ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との境界のみを

表す線である。（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 

D5 

意匠登録第     号  1378696 

日本意匠分類  D5-41 

意匠に係る物品  取付け用便器 

： 

： 

意匠登録第     号  1379058 

日本意匠分類  D5-41 

意匠に係る物品  取付け用便器 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【背面図】 

【参考斜視図】 

【左側面図】 

【底面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【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 ： 
薄墨を施した部分以外の部分が、部分意匠として

意匠登録を受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
薄墨を施した部分以外の部分が、部分意匠として

意匠登録を受けようとする部分である。 



本意匠 関連意匠 

D6 

意匠登録第     号  1378696 

日本意匠分類  D5-41 

意匠に係る物品  取付け用便器 

： 

： 

意匠登録第     号  1379059 

日本意匠分類  D5-41 

意匠に係る物品  取付け用便器 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【背面図】 

【参考斜視図】 

【左側面図】 

【底面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【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 ： 
薄墨を施した部分以外の部分が、部分意匠として

意匠登録を受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
薄墨を施した部分以外の部分が、部分意匠として

意匠登録を受けようとする部分である。 



本意匠 関連意匠 

D7 

意匠登録第     号  1378696 

日本意匠分類  D5-41    

意匠に係る物品  取付け用便器 

： 

： 

意匠登録第     号  1379060 

日本意匠分類  D5-41    

意匠に係る物品  取付け用便器 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【背面図】 

【参考斜視図】 

【左側面図】 

【底面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面図】 【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 ： 
薄墨を施した部分以外の部分が、部分意匠として

意匠登録を受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
薄墨を施した部分以外の部分が、部分意匠として

意匠登録を受けようとする部分である。 



本意匠 関連意匠 

D8 

意匠登録第     号  1381644 

日本意匠分類  D7-141 

意匠に係る物品  カウンター 

： 

： 

意匠登録第     号  1382052 

日本意匠分類  D7-141 

意匠に係る物品  テーブル 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【底面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【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。 

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 

D1 

意匠登録第     号  1394696 

日本意匠分類  D3-3102  

意匠に係る物品  照明器具 

： 

： 

意匠登録第     号  1395089 

日本意匠分類  D3-3102  

意匠に係る物品  照明器具 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【Ｂ－Ｂ¸Ｃ－Ｃ 

部分拡大図】 

【内部機構を省略した 

Ａ－Ａ拡大断面図】 

H21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】 

【右側面図】 

【Ｂ－Ｂ¸Ｃ－Ｃ 

部分拡大図】 

【内部機構を省略した 

Ａ－Ａ拡大断面図】 

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。断面図及び部分拡大

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。断面図及び部分拡大

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 

D2 

意匠登録第     号  1394696 

日本意匠分類  D3-3102 

意匠に係る物品  照明器具 

： 

： 

意匠登録第     号  1395090 

日本意匠分類  D3-3102 

意匠に係る物品  照明器具 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【Ｂ－Ｂ¸Ｃ－Ｃ 

部分拡大図】 

【内部機構を省略した 

Ａ－Ａ拡大断面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【Ｂ－Ｂ¸Ｃ－Ｃ 

部分拡大図】 

【内部機構を省略した 

Ａ－Ａ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 ： 
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。断面図及び部分拡大

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。断面図及び部分拡大

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 

D3 

意匠登録第     号  1399388 

日本意匠分類  D3-3320  

意匠に係る物品  照明器具 

： 

： 

意匠登録第     号  1399483 

日本意匠分類  D3-3320  

意匠に係る物品  照明器具 

： 

： 

【斜視図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【後方斜視図】 【斜視図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【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 ： 
実線で表した部分は、部分意匠として意匠登録を

受けようとする部分である。（後略） 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分は、部分意匠として意匠登録を

受けようとする部分である。（後略） 



本意匠 関連意匠 

D4 

意匠登録第     号  1399388 

日本意匠分類  D3-3320  

意匠に係る物品  照明器具 

： 

： 

意匠登録第     号  1399484 

日本意匠分類  D3-3320  

意匠に係る物品  照明器具 

： 

： 

【斜視図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【後方斜視図】 【斜視図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【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 ： 
実線で表した部分は、部分意匠として意匠登録を

受けようとする部分である。（後略） 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分は、部分意匠として意匠登録を

受けようとする部分である。（後略） 



本意匠 関連意匠 

D5 

意匠登録第     号  1380280 

日本意匠分類  D6-11 

意匠に係る物品  衣服ハンガー 

： 

： 

意匠登録第     号  1380412 

日本意匠分類  D6-11 

意匠に係る物品  衣服ハンガー 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【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登録を受けよ

うとする部分である。（後略） 



本意匠 関連意匠 

D6 

意匠登録第     号  1404522 

日本意匠分類  D7-24 

意匠に係る物品  ソファー 

： 

： 

意匠登録第     号  1404953 

日本意匠分類  D7-24 

意匠に係る物品  ベンチ 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【参考図(1)】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【参考図(2)】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【参考図(1)】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【参考図(2)】 

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。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。 

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。 



本意匠 関連意匠 

D1 

意匠登録第     号  1418242 

日本意匠分類  D3-3320 

意匠に係る物品  電気スタンド 

： 

： 

意匠登録第     号  1418574 

日本意匠分類  D3-3320 

意匠に係る物品  電気スタンド 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ線端面拡大図】 

【使用状態を示

す参考図】 

【斜視図】 

【右側面図】 

【内部機構を省略した

B－B線端面拡大図】 

【C－C線端面

拡大図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ線端面拡大図】 

【斜視図】 

【右側面図】 

【内部機構を省略した

B－B線端面拡大図】 

【C－C線端面

拡大図】 
【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。 



本意匠 関連意匠 

D2 

意匠登録第     号  1418242 

日本意匠分類  D3-3320 

意匠に係る物品  電気スタンド 

： 

： 

意匠登録第     号  1418575 

日本意匠分類  D3-3320 

意匠に係る物品  電気スタンド 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ線端面拡大図】 

【使用状態を示

す参考図】 

【斜視図】 

【右側面図】 

【内部機構を省略した

B－B線端面拡大図】 

【C－C線端面

拡大図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ線端面拡大図】 

【斜視図】 

【右側面図】 

【内部機構を省略した

B－B線端面拡大図】 

【C－C線端面

拡大図】 

【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。 



本意匠 関連意匠 

D3 

意匠登録第     号  1427802 

日本意匠分類  D5-492 

意匠に係る物品  便座 

： 

： 

意匠登録第     号  1428025 

日本意匠分類  D5-492 

意匠に係る物品  便座 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【右側面図】 【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【右側面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【E－E断面図】 【C－C断面図】 

【B－B断面図】 【D－D断面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【B－B断面図】 

【C－C断面図】 

【D－D断面図】 

【E－E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。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 

D4 

意匠登録第     号  1409230 

日本意匠分類  D7-141 

意匠に係る物品  机 

： 

： 

意匠登録第     号  1409418 

日本意匠分類  D7-141 

意匠に係る物品  机 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【前方斜視図】 

【左側面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【後方斜視図】 

【B－B、C－C部
拡大図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【前方斜視図】 

【左側面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【後方斜視図】 

【B－B、C－C部
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 ： 
（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 

D5 

意匠登録第     号  1409230 

日本意匠分類  D7-141 

意匠に係る物品  机 

： 

： 

意匠登録第     号  1409419 

日本意匠分類  D7-141 

意匠に係る物品  机 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【前方斜視図】 

【左側面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【後方斜視図】 

【B－B、C－C部
拡大図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【前方斜視図】 

【左側面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【後方斜視図】 

【B－B、C－C部
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 ： 
（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 

D6 

意匠登録第     号  1404843 

日本意匠分類  D7-50 

意匠に係る物品  ドレッサー 

： 

： 

意匠登録第     号  1405015 

日本意匠分類  D7-50 

意匠に係る物品  ドレッサー 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 【背面図】 

【A-A断面図】 
【底面図】 

【斜視図】 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 【背面図】 

【A-A断面図】 【底面図】 【斜視図】 

H22年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
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 

D1 

意匠登録第     号  1459515 

日本意匠分類  D3-302 

意匠に係る物品  天井灯 

： 

： 

意匠登録第     号  1459970 

日本意匠分類  D3-302 

意匠に係る物品  天井灯 

： 

： 

【底面図】 

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】 

【斜視図】 

【使用状態の一例を

示す参考図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ切断部端面図】 【正面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【斜視図】 

【使用状態の一例を

示す参考図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ切断部端面図】 

【底面図】 

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 

D2 

意匠登録第     号  1459515 

日本意匠分類  D3-302 

意匠に係る物品  天井灯 

： 

： 

意匠登録第     号  1459971 

日本意匠分類  D3-302 

意匠に係る物品  天井灯 

： 

： 

【底面図】 

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】 

【斜視図】 

【使用状態の一例を

示す参考図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ切断部端面図】 【正面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【斜視図】 

【使用状態の一例を

示す参考図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ切断部端面図】 

【底面図】 

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 

D3 

意匠登録第     号  1459515 

日本意匠分類  D3-302 

意匠に係る物品  天井灯 

： 

： 

意匠登録第     号  1459972 

日本意匠分類  D3-302 

意匠に係る物品  天井灯 

： 

： 

【底面図】 

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】 

【斜視図】 

【使用状態の一例を

示す参考図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ切断部端面図】 【正面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【斜視図】 

【使用状態の一例を

示す参考図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ切断部端面図】 

【底面図】 

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 

D4 

意匠登録第     号  1442323 

日本意匠分類  D3-4100 

意匠に係る物品  防犯灯 

： 

： 

意匠登録第     号  1442766 

日本意匠分類  D3-4100 

意匠に係る物品  防犯灯 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【底面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【斜視図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ線断面図】 

【右側面図】 

【内部機構を省略した

Ｂ－Ｂ線拡大断面図】 

【Ｃ－Ｃ線、Ｄ－Ｄ線で

囲まれた部分の拡大図】 

【底面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ線断面図】 

【右側面図】 

【内部機構を省略した

Ｂ－Ｂ線拡大断面図】 

【Ｃ－Ｃ線、Ｄ－Ｄ線で

囲まれた部分の拡大図】 

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。（中略）図面中、内部機構を

省略したＡ－Ａ線断面図および同Ｂ－Ｂ線拡大断面図

とＣ－Ｃ線、Ｄ－Ｄ線で囲まれた部分の拡大図におい

て、二重線ハッチングを施した部分は、透光である。  

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。（中略）図面中、内部機構を

省略したＡ－Ａ線断面図および同Ｂ－Ｂ線拡大断面図

とＣ－Ｃ線、Ｄ－Ｄ線で囲まれた部分の拡大図におい

て、二重線ハッチングを施した部分は、透光である。  



本意匠 関連意匠 

D5 

意匠登録第     号  1442323 

日本意匠分類  D3-4100 

意匠に係る物品  防犯灯 

： 

： 

意匠登録第     号  1442767 

日本意匠分類  D3-4100 

意匠に係る物品  防犯灯 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【底面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【斜視図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ線断面図】 

【右側面図】 

【内部機構を省略した

Ｂ－Ｂ線拡大断面図】 

【Ｃ－Ｃ線、Ｄ－Ｄ線で

囲まれた部分の拡大図】 

【底面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ線断面図】 

【右側面図】 

【内部機構を省略した

Ｂ－Ｂ線拡大断面図】 

【Ｃ－Ｃ線、Ｄ－Ｄ線で

囲まれた部分の拡大図】 

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。（中略）図面中、内部機構を

省略したＡ－Ａ線断面図および同Ｂ－Ｂ線拡大断面図

とＣ－Ｃ線、Ｄ－Ｄ線で囲まれた部分の拡大図におい

て、二重線ハッチングを施した部分は、透光である。  

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。（中略）図面中、内部機構を

省略したＡ－Ａ線断面図および同Ｂ－Ｂ線拡大断面図

とＣ－Ｃ線、Ｄ－Ｄ線で囲まれた部分の拡大図におい

て、二重線ハッチングを施した部分は、透光である。  



本意匠 関連意匠 

D6 

意匠登録第     号  1442946 

日本意匠分類  D4-32 

意匠に係る物品  エアーコンディショナー用室外機 

： 

： 

意匠登録第     号  1444350 

日本意匠分類  D4-32 

意匠に係る物品  エアーコンディショナー用室外機 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【底面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【斜視図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【斜視図】 

【右側面図】 

【背面図】 

意匠の説明 ： 
図中、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 ： 
図中、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。 



本意匠 関連意匠 

D7 

意匠登録第     号  1442946 

日本意匠分類  D4-32 

意匠に係る物品  エアーコンディショナー用室外機 

： 

： 

意匠登録第     号  1444351 

日本意匠分類  D4-32 

意匠に係る物品  エアーコンディショナー用室外機 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【底面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【斜視図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【斜視図】 

【右側面図】 

【背面図】 

意匠の説明 ： 
図中、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 ： 
図中、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。 



本意匠 関連意匠 

D1 

意匠登録第     号  1466348 

日本意匠分類  D0-1100 

意匠に係る物品  郵便受け箱 

： 

： 

意匠登録第     号  1466473 

日本意匠分類  D0-1100 

意匠に係る物品  郵便受け箱 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【底面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 
【使用状態示す参考図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 【使用状態示す参考図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

意匠の説明 ： 
図面中、実線で表した部分が、部分意匠として意
匠登録を受けようとする部分である。左側面図は
右側面図と対称にあらわれる。 

意匠の説明 ： 
図面中、実線で表した部分が、部分意匠として意
匠登録を受けようとする部分である。左側面図は
右側面図と対称にあらわれる。 



本意匠 関連意匠 

D2 

意匠登録第     号  1457205 

日本意匠分類  D3-302 

意匠に係る物品  スポットライト 

： 

： 

意匠登録第     号  1457499 

日本意匠分類  D3-302 

意匠に係る物品  スポットライト 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【底面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【使用状態示す参考図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ拡大断面図】 

【左側面図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【使用状態示す参考図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ拡大断面図】 

【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。使用状
態を示す参考図中平行斜線を施した部分は
透明である。 
 

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。使用状態を
示す参考図中平行斜線を施した部分は透明で
ある。 



本意匠 関連意匠 

D3 

意匠登録第     号  1481508 

日本意匠分類  D3-3101 

意匠に係る物品  天井吊下げ灯灯具本体 

： 

： 

意匠登録第     号  1482059 

日本意匠分類  D3-3101 

意匠に係る物品  天井吊下げ灯灯具本体 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【底面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ’断面図】 

【左側面図】 

【斜視図】 【底面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ’断面図】 

【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。（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 

D4 

意匠登録第     号  1461610 

日本意匠分類  D3-3102 

意匠に係る物品  天井埋め込み灯 

： 

： 

意匠登録第     号  1461947 

日本意匠分類  D3-3102 

意匠に係る物品  天井埋め込み灯 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【底面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ線端面図】 

【左側面図】 

【斜視図】 【底面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ線端面図】 

【左側面図】 

【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。内部機
構を省略したＡ－Ａ線端面図において、二
重ハッチングで表した部分は透明である。 

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。内部機構を
省略したＡ－Ａ線端面図において、二重ハッ
チングで表した部分は透明である。 



本意匠 関連意匠 

D5 

意匠登録第     号  1461610 

日本意匠分類  D3-3102 

意匠に係る物品  天井埋め込み灯 

： 

： 

意匠登録第     号  1467791 

日本意匠分類  D3-3102 

意匠に係る物品  天井埋め込み灯 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【底面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ線端面図】 

【左側面図】 

【斜視図】 【底面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ線端面図】 

【左側面図】 

【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。内部機
構を省略したＡ－Ａ線端面図において、二
重ハッチングで表した部分は透明である。 

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。内部機構を
省略したＡ－Ａ線端面図において、二重ハッ
チングで表した部分は透明である。 



本意匠 関連意匠 

D6 

意匠登録第     号  1462106 

日本意匠分類  D3-3102 

意匠に係る物品  天井埋込み灯 

： 

： 

意匠登録第     号  1462570 

日本意匠分類  D3-3102 

意匠に係る物品  天井埋込み灯 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【底面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ線断面図】 

【左側面図】 

【斜視図（１）】 【斜視図（２）】 【底面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ線断面図】 

【左側面図】 

【斜視図（１）】 【斜視図（２）】 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意
匠登録を受けようとする部分である。図面
中、内部機構を省略したＡ－Ａ線断面図に
おいて、二重線ハッチングを施した部分は
透明である。 

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。図面中、
内部機構を省略したＡ－Ａ線断面図におい
て、二重線ハッチングを施した部分は透光で
ある。 



本意匠 関連意匠 

D7 

意匠登録第     号  1449523 

日本意匠分類  D3-3320 

意匠に係る物品  電気スタンド 

： 

： 

意匠登録第     号  1466454 

日本意匠分類  D3-3320 

意匠に係る物品  電気スタンド 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【底面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ線拡大端面図】 

【左側面図】 

【Ｂ－Ｂ線拡大端面図】 

【使用状態を示す参考図１】 【使用状態を示す参考図２】 

【底面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ線拡大端面図】 

【左側面図】 

【Ｂ－Ｂ線拡大端面図】 

【使用状態を示す参考図１】 【使用状態を示す参考図２】 

【ライト部の参考斜視図】 

意匠の説明 ： 
図面中、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。本願の底面図に
おいて、円形形状に表現されているレンズ
状のコーティング層は透光性を有する。 

意匠の説明 ： 
図面中、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。本願の底面図におい
て、円形形状に表現されているレンズ状の
コーティング層は透光性を有する。 



【Ｃ－Ｃ部分拡大図】 

【透光部分をあらわ

した参考平面図】 

本意匠 関連意匠 

D8 

意匠登録第     号  1468121 

日本意匠分類  D3-3320 

意匠に係る物品  床置き式電気スタンド 

： 

： 

意匠登録第     号  1468406 

日本意匠分類  D3-3320 

意匠に係る物品  床置き式電気スタンド 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【底面図】 

【斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 【内部構造を省略し

たＢ－Ｂ線断面図】 

【Ｃ－Ｃ部分拡大図】 

【Ｄ－Ｄ部分拡大図】 

【内部構造を省略し

たＡ－Ａ線断面図】 

【透光部分をあらわ

した参考平面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 【内部構造を省略し

たＢ－Ｂ線断面図】 

【Ｄ－Ｄ部分拡大図】 

【内部構造を省略し

たＡ－Ａ線断面図】 

【左側面図】 【左側面図】 【右側面図】 【右側面図】 

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。背面図は正面図と対称にあ
らわれるため省略する。「透光部分
をあらわした参考平面図」に示す濃
墨部分は透光性を有する部分であ
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。背面図は正面図と対称にあ
らわれるため省略する。「透光部分
をあらわした参考平面図」に示す濃
墨部分は透光性を有する部分であ
る。 



本意匠 関連意匠 

D9 

意匠登録第     号  1474063 

日本意匠分類  D4-3130 

意匠に係る物品  浴室暖房乾燥機 

： 

： 

意匠登録第     号  1474289 

日本意匠分類  D4-3130 

意匠に係る物品  浴室暖房乾燥機 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【底面図】 【斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 

【内部機構を一部省略し

たＡ－Ａ切断部端面図】 

【背面図】 【内部機構を一部省略し

たＢ－Ｂ切断部端面図】 

【底面図】 【斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 

【内部機構を一部省略し

たＡ－Ａ切断部端面図】 

【背面図】 【内部機構を一部省略し

たＢ－Ｂ切断部端面図】 

【左側面図】 【左側面図】 【右側面図】 【右側面図】 

意匠の説明 ： 
斜視図に表れる形状線と連続しない途切れ
た線は、いずれも形状を特定するための線
（稜線）である。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 ： 
斜視図に表れる形状線と連続しない途切れた
線は、いずれも形状を特定するための線（稜
線）である。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 

D10 

意匠登録第     号  1469204 

日本意匠分類  D4-3320 

意匠に係る物品  除湿機 

： 

： 

意匠登録第     号  1473434 

日本意匠分類  D4-3320 

意匠に係る物品  除湿機 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【底面図】 

【斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 

【内部機構を省略し

たＡ－Ａ端面図】 【背面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 

【内部機構を省略し

たＡ－Ａ端面図】 【背面図】 

【左側面図】 【左側面図】 【右側面図】 【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。 

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 

D11 

意匠登録第     号  1441925 

日本意匠分類  D4-510 

意匠に係る物品  レンジフード 

： 

： 

意匠登録第     号  1454275 

日本意匠分類  D4-510 

意匠に係る物品  レンジフード 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【底面図】 

【参考斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 【意匠登録を受けようと

する部分の拡大正面図】 

【背面図】 

【Ａ－Ａ’線断面図】 【Ｂ－Ｃ部分拡大図】 

【各部の名称を示

す参考断面図】 

【底面図】 

【参考斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 【意匠登録を受けようと

する部分の拡大正面図】 

【背面図】 

【Ａ－Ａ’線断面図】 【Ｂ－Ｃ部分拡大図】 

【各部の名称を示すＡ－

Ａ’線参考断面図】 

【左側面図】 【左側面図】 

意匠の説明 ： 
右側面図は左側面図と対称に表れるため省
略する。また、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
との境界線のみを示す線である。（後略） 

意匠の説明 ： 
右側面図は左側面図と対称に表れるため省
略する。また、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
との境界線のみを示す線である。（後略） 



本意匠 関連意匠 

D12 

意匠登録第     号  1466634 

日本意匠分類  D4-510 

意匠に係る物品  換気扇 

： 

： 

意匠登録第     号  1467078 

日本意匠分類  D4-510 

意匠に係る物品  換気扇 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【底面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【ファン部材

の内部機構を

省略したＡ－

Ａ断面図】 

【背面図】 【参考分解斜視図】 

【使用状態参考図】 

【ファン部材

の内部機構を

省略したＢ－

Ｂ断面図】 

【斜視図】 
【底面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【ファン部材

の内部機構を

省略したＡ－

Ａ断面図】 

【背面図】 【参考分解斜視図】 

【使用状態参考図】 

【ファン部材

の内部機構を

省略したＢ－

Ｂ断面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 【左側面図】 【右側面図】 【右側面図】 

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。 

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。 



本意匠 関連意匠 

D13 

意匠登録第     号  1475679 

日本意匠分類  D5-191 

意匠に係る物品  流し台用流し 

： 

： 

意匠登録第     号  1476343 

日本意匠分類  D5-191 

意匠に係る物品  流し台用流し 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【底面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 【Ｃ－Ｃ断面図】 

【参考斜視図】 

【底面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 【Ｃ－Ｃ断面図】 

【参考斜視図】 

【右側面図】 【右側面図】 

意匠の説明 ： 
左側面図は、右側面図と対称にあわられる
ため省略する。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 ： 
左側面図は、右側面図と対称にあわられる
ため省略する。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 

D14 

意匠登録第     号  1472179 

日本意匠分類  D5-220 

意匠に係る物品  洗面化粧台 

： 

： 

意匠登録第     号  1472365 

日本意匠分類  D5-220 

意匠に係る物品  洗面化粧台 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【底面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【Ｃ－Ｃ部分拡大図】 【使用状態を示す

参考部分斜視図】 

【Ａ－Ａ，Ｂ－

Ｂ部分拡大図】 

【小物収納部を引出し

た状態の右側面図】 

【小物収納部を引出

した状態の平面図】 

【底面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【Ｃ－Ｃ部分拡大図】 【使用状態を示す

参考部分斜視図】 

【Ａ－Ａ，Ｂ－

Ｂ部分拡大図】 

【小物収納部を引出し

た状態の右側面図】 

【小物収納部を引出

した状態の平面図】 

【左側面図】 【左側面図】 【右側面図】 【右側面図】 

意匠の説明 ： 
部分意匠として登録しようとする部分は、
図面中の実線の部分である。 

意匠の説明 ： 
部分意匠として登録しようとする部分は、
図面中の実線の部分である。 



本意匠 関連意匠 

D15 

意匠登録第     号  1467035 

日本意匠分類  D5-311 

意匠に係る物品  浴槽 

： 

： 

意匠登録第     号  1467171 

日本意匠分類  D5-311 

意匠に係る物品  浴槽 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【底面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ断面図】 【Ｂ－Ｂ断面図】 

【Ｃ－Ｃ断面図】 【Ｄ－Ｄ断面図】 

【底面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ断面図】 【Ｂ－Ｂ断面図】 

【Ｃ－Ｃ断面図】 【Ｄ－Ｄ断面図】 

【左側面図】 【左側面図】 【右側面図】 【右側面図】 

意匠の説明 ： 
薄青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。各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る。 

意匠の説明 ： 
薄青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。各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る。 



本意匠 関連意匠 

D16 

意匠登録第     号  1466807 

日本意匠分類  D5-3192 

意匠に係る物品  浴槽用手すり 

： 

： 

意匠登録第     号  1469778 

日本意匠分類  D5-3192 

意匠に係る物品  浴槽用手すり 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【底面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ線拡大断面図】 【Ｂ－Ｂ線断面図】 

【底面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ線拡大断面図】 【Ｂ－Ｂ線断面図】 

【左側面図】 【右側面図】 【右側面図】 【左側面図】 

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。
一点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受
けようとする部分とその他の部分の境界の
みを示す線である。  

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表した部分が部分意匠とし
て意匠登録を受けようとする部分である。  
  



本意匠 関連意匠 

D17 

意匠登録第     号  1468861 

日本意匠分類  D5-492 

意匠に係る物品  局部洗浄機能付き便座 

： 

： 

意匠登録第     号  1469074 

日本意匠分類  D5-492 

意匠に係る物品  局部洗浄機能付き便座 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【底面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【底面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 【右側面図】 

意匠の説明： 
各図において、桃色で着色された部
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。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： 
各図において、桃色で着色された部
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。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。 



本意匠 関連意匠 

D18 

意匠登録第     号  1467627 

日本意匠分類  D5-495 

意匠に係る物品  洋式便器用手すり 

： 

： 

意匠登録第     号  1467819 

日本意匠分類  D5-495 

意匠に係る物品  洋式便器用手すり 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【底面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【斜視図】 【右側面図】 

【使用状態を示す参考図】 【底面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【斜視図】 【右側面図】 

【使用状態を示す参考図】 

意匠の説明： 
本願の左側面図は、右側面図と対称
に表れるので省略する。添付図面
中、実線で表した部分が部分意匠と
して意匠登録を受けようとする部分
である。 

意匠の説明： 
本願の左側面図は、右側面図と対称
に表れるので省略する。添付図面
中、実線で表した部分が部分意匠と
して意匠登録を受けようとする部分
である。 



本意匠 関連意匠 

D19 

意匠登録第     号  1506233 

日本意匠分類  D6-516 

意匠に係る物品  ロッカー 

： 

： 

意匠登録第     号  1506388 

日本意匠分類  D6-516 

意匠に係る物品  ロッカー 

： 

： 

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】 

【開扉状態参考図】 【Ａ－Ａ線断面図】 

【参考説明図】 【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【開扉状態参考図】 【Ａ－Ａ線断面図】 

【参考説明図】 

意匠の説明： 
底面図は平面図と左側面図は右側面図と
同一である。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。 

意匠の説明： 
底面図は平面図と左側面図は右側面図と
同一である。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。 



本意匠 関連意匠 

D20 

意匠登録第     号  1466874 

日本意匠分類  D7-24 

意匠に係る物品  長いす 

： 

： 

意匠登録第     号  1467139 

日本意匠分類  D7-24 

意匠に係る物品  長いす 

： 

： 

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】 

【使用状態を示す参考図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【後方斜視図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【Ｂ－Ｂ線断面図】 

【前方斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【後方斜視図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【Ｂ－Ｂ線断面図】 

【前方斜視図】 

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。 

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。 



本意匠 関連意匠 

D21 

意匠登録第     号  1481707 

日本意匠分類  D7-24 

意匠に係る物品  テーブル付きいす 

： 

： 

意匠登録第     号  1482088 

日本意匠分類  D7-24 

意匠に係る物品  テーブル付きいす 

： 

： 

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】 

【意匠登録を受けようと

する部分のみをあらわす

斜視図】 

【後方斜視図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【前方斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【意匠登録を受けようと

する部分のみをあらわす

斜視図】 

【後方斜視図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【前方斜視図】 

意匠の説明： 
各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る。赤色で
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： 
各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る。赤色で
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。 



本意匠 関連意匠 

D22 

意匠登録第     号  1464691 

日本意匠分類  D9-13 

意匠に係る物品  家具用扉 

： 

： 

意匠登録第     号  1464832 

日本意匠分類  D9-13 

意匠に係る物品  家具用扉 

： 

： 

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】 

【斜視図】 

【使用状態を示す参考図】 

【Ｂ－Ｂ部分の拡大図】 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【Ａ－Ａ断面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【使用状態を示す参考図】 

【Ｂ－Ｂ部分の拡大図】 

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。
Ａ－Ａ断面図、Ｂ－Ｂ部分の拡大図、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。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部分の拡大図、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。左
側面図は右側面図と対称にあらわれるた
め省略する。 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1480023 

日本意匠分類  D3-3320 ： 

意匠に係る物品  電気スタンド ： 

H25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 ： 
図面中、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。 

国際意匠分類  26-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  D3-3320 ： 

意匠に係る物品  電気スタンド ： 

国際意匠分類  26-04 ： 

 1493527 

D1 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【折畳状態を示す参考

斜視図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

 

【左側面図】 

【Ｂ－Ｂ線断面図】 

【参考斜視図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【折畳状態を示す参考

斜視図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【左側面図】 

【Ｂ－Ｂ線断面図】 

【参考斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1489884 

日本意匠分類  D3-4100 ： 

意匠に係る物品  太陽電池付き灯具 ： 

H25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  26-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  D3-4100 ： 

意匠に係る物品  太陽電池付き灯具 ： 

国際意匠分類  26-03 ： 

1490068 

D2 

【背面図】 

【底面図】 

【正面図】 

【使用状態を示す参考図１】 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【正面図】 

【使用状態を示す参考図１】 

【右側面図】 

【平面図】 【斜視図】 【斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1482797 

日本意匠分類  D3-500 ： 

意匠に係る物品  イベント用ライト ： 

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。透
光性を有する部分を示す参考斜視図において薄
墨部分は、透光性材質である。 

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。透光性を有する部分
を示す正面側からの参考斜視図および透光性を有
する部分を示す背面側からの参考斜視図において
薄墨部分は、透光性材質である。 

国際意匠分類  26-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  D3-500 ： 

意匠に係る物品  イベント用ライト ： 

国際意匠分類  26-02 ： 

1506361 

D3 

【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

 

【平面図】 【正面側斜視図】 

【参考斜視図】 

【左側面図】 

【背面側斜視図】 

【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 【正面側からの斜視図】 

【各部の名称を示す正面

側からの参考斜視図】 

【左側面図】 

【背面側からの斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1506239 

日本意匠分類  D4-173 ： 

意匠に係る物品 ガスストーブ ： 

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  23-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  D4-173 ： 

意匠に係る物品  ガスストーブ ： 

国際意匠分類  23-03 ： 

1506392 

D4 

【Ａ－Ａ拡大端面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【内部機構を省略した

Ｂ－Ｂ拡大端面図】 

【左側面図】 

【Ａ－Ａ拡大端面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【内部機構を省略した

Ｂ－Ｂ拡大端面図】 

【左側面図】 

【外周ガード部材の参考展開図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1496870 

日本意匠分類  D4-3310 ： 

意匠に係る物品 加湿器 ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
各図において実線で表された部分が意匠登録を
受けようとする部分である。各図において破線
で表された部分は、意匠登録を受けようとする
部分ではない。（後略） 

意匠の説明 ： 
各図において実線で表された部分が意匠登録を
受けようとする部分である。各図において破線
で表された部分は、意匠登録を受けようとする
部分ではない。（後略） 

国際意匠分類  23-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  D4-3310 ： 

意匠に係る物品  加湿器 ： 

国際意匠分類  23-04 ： 

1497011 

D5 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【底面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1498703 

日本意匠分類 D7-141 ： 

意匠に係る物品 テーブル ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で示した部分が、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  06-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  D7-141 ： 

意匠に係る物品  テーブル ： 

国際意匠分類  06-03 ： 

1499023 

D6 

【底面図】 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【背面図】 

【前方斜視図】 【後方斜視図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【Ｂ－Ｂ線断面図】 【Ｃ－Ｃ線断面図】 【底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【背面図】 

【前方斜視図】 【後方斜視図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【Ｂ－Ｂ線断面図】 【Ｃ－Ｃ線断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1500948 

日本意匠分類 D7-200 ： 

意匠に係る物品 ついたて付きいす ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）参考斜視図の赤色で着色された部分を
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。参考斜視図以外の図面は
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 ： 
（前略）参考斜視図の赤色で着色された部分を
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。参考斜視図以外の図面は
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  06-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  D7-200 ： 

意匠に係る物品  ついたて付きいす ： 

国際意匠分類  06-01 ： 

1501177 

D7 

【底面図】 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【参考斜視図】 【Ａ－Ａ線断面図】 

【Ｂ－Ｂ線端面図】 【背面図】 【底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【参考斜視図】 【Ａ－Ａ線断面図】 

【Ｂ－Ｂ線端面図】 【背面図】 【Ｃ－Ｃ線端面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1482763 

日本意匠分類 D7-21 ： 

意匠に係る物品 椅子 ： 

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  06-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  D7-21 ： 

意匠に係る物品  椅子 ： 

国際意匠分類  06-01 ： 

1482978 

D8 

【底面図】 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【斜視図】 【各部の機能等を示す参考図】 

【背面図】 【底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【斜視図】 【各部の機能等を示す参考図】 

【背面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1505410 

日本意匠分類 D7-24 ： 

意匠に係る物品 長いす ： 

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 ： 
（前略）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  06-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  D7-24 ： 

意匠に係る物品  長いす ： 

国際意匠分類  06-01 ： 

1505520 

D9 

【底面図】 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【Ａ－Ａ線断面図】 

【斜視図】 

【背面図】 
【底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【Ａ－Ａ線断面図】 

【斜視図】 

【背面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1492603 

日本意匠分類 D7-391 ： 

意匠に係る物品 ベッド用ヘッドボード ： 

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。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 ： 
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。 

国際意匠分類  06-06 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  D7-391 ： 

意匠に係る物品  ベッド用ヘッドボード ： 

国際意匠分類  06-06 ： 

1492802 

D10 

【底面図】 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【装飾部材を取り外した

状態を示す参考斜視図】 

【ヘッドボード本体の正面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【背面図】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【装飾部材を取り外した

状態を示す参考斜視図】 

【ヘッドボード本体の正面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【背面図】 

【Ｂ－Ｂ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 1524146 

日本意匠分類 D3-3101 ： 

意匠に係る物品 天井つり下げ灯本体 ： 

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。内部機構を省略したＡ－Ａ線拡大
断面図、内部機構を省略したＢ－Ｂ線断面図、
及びＣ－Ｃ部分拡大図を含めて、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 ： 
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。内部機構を省略したＡ－Ａ線拡大
断面図、内部機構を省略したＢ－Ｂ線断面図、
及びＣ－Ｃ部分拡大図を含めて、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 26-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 D3-3101 ： 

意匠に係る物品 天井つり下げ灯本体 ： 

国際意匠分類 26-05 ： 

1524549 

D1 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 

【内部機構を省略したＢ－Ｂ線断面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【拡大右側面図】 

【内部機構を省略

したＡ－Ａ線拡大

断面図】 

【使用状態を示す参考図２】 

【Ｃ－Ｃ部分拡大図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【内部機構を省略したＢ－Ｂ線断面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【拡大右側面図】 

【使用状態を示す参考図２】 

【Ｃ－Ｃ部分拡大図】 

【内部機構を省略

したＡ－Ａ線拡大

断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1515765 

日本意匠分類 D3-600 ： 

意匠に係る物品 照明器具 ： 

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 10-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 D3-600 ： 

意匠に係る物品 照明器具 ： 

国際意匠分類 10-05 ： 

1515835 

D2 

【平面図】 

【背面図】 

 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【斜視参考図】 

【Ａ－Ａ線断面拡大参考図】 

【透明部分を斜線で表す 

斜視参考図】 

【Ｂ－Ｂ線断面参考図】 

【平面図】 

【背面図】 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【斜視参考図】 

【Ａ－Ａ線断面拡大参考図】 

【透明部分を斜線で表す 

斜視参考図】 

【Ｂ－Ｂ線断面参考図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1536678 

日本意匠分類 D5-1202 ： 

意匠に係る物品 ディスプレイ付き流し台 ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
破線以外の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 ： 
破線以外の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 23-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 D5-1202 ： 

意匠に係る物品 ディスプレイ付き流し台 ： 

国際意匠分類 23-02 ： 

1537098 

D3 

 

【背面図】 

【正面図】 

【使用状態を示す参考図】 

 

【平面図】 

【左側面図】 

【斜視図】 

【透明部を示す参考正面図】 

【Ｂ－Ｂ間のＡ－Ａ

線部分拡大断面図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【使用状態を示す参考図】 【平面図】 

【左側面図】 

【斜視図】 

【透明部を示す参考正面図】 

【Ｂ－Ｂ間のＡ－Ａ

線部分拡大断面図】 

【右側面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1521522 

日本意匠分類 D7-24 ： 

意匠に係る物品 ソファ ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
赤色で表わした以外の部分が、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 ： 
赤色で表わした以外の部分が、部分意匠として
意匠登録を受けようとする部分である。 

国際意匠分類 06-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 D7-24 ： 

意匠に係る物品 ソファ ： 

国際意匠分類 06-01 ： 

1521711 

D4 

【底面図】 

 

【正面図】 

【前方斜視図】 【後方斜視図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【平面図】 

【クッションを外し

た状態の参考図】 

【背面図】 

【正面部分拡大参考図】 

【底面図】 

【正面図】 

【前方斜視図】 【後方斜視図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【平面図】 

【クッションを外し

た状態の参考図】 

【背面図】 

【正面部分拡大参考図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1532769 

日本意匠分類 D9-13 ： 

意匠に係る物品 家具用扉 ： 

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 06-06 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 D9-13 ： 

意匠に係る物品 家具用扉 ： 

国際意匠分類 06-06 ： 

1533113 

D5 

 

【平面図】 

【正面図】 
【Ａ－Ａ断面図】 

【取手部の背面図】 

【使用状態を示す参考斜視図】 

【右側面図】 

【背面図】 【Ｂ－Ｂ断面図】 

【Ｃ－Ｃ部拡大図】 

【平面図】 

【正面図】 
【Ａ－Ａ断面図】 

【取手部の背面図】 

【使用状態を示す参考斜視図】 

【右側面図】 

【背面図】 
【Ｂ－Ｂ断面図】 

【Ｃ－Ｃ部拡大図】 

【底面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1507191 

日本意匠分類 D9-162 ： 

意匠に係る物品 家具用ブラケット ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
赤色に着色した箇所を除いた部分が、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 ： 
赤色に着色した箇所を除いた部分が、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 06-06 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 D9-162 ： 

意匠に係る物品 家具用ブラケット ： 

国際意匠分類 06-06 ： 

1523333 

D6 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 【底面図】 

【第１斜視図】 【第２斜視図】 

【使用状態を示す参考図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 【底面図】 

【第１斜視図】 【第２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 1554493 

日本意匠分類 D3-302 ： 

意匠に係る物品 スポットライト ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録
を受けようとする部分である。図面中、内部機構
を省略したＡ－Ａ線断面図において、二重線ハッ
チングを施した部分は透光材である。 

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。図面中、内部機構
を省略したＡ－Ａ線断面図において、二重線ハッ
チングを施した部分は透光材である。 

国際意匠分類 26-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 D3-302 ： 

意匠に係る物品 スポットライト ： 

国際意匠分類 26-03 ： 

1554879 

D1 

【平面図】 

【背面図】 

 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【斜視図（１）】 

【内部機構を省略した 

Ａ－Ａ線断面図】 

【斜視図（２）】 

【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】 

【斜視図（１）】 

【内部機構を省略した 

Ａ－Ａ線断面図】 

【斜視図（２）】 

【使用状態を示す参考図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1559173 

日本意匠分類 D3-3102 ： 

意匠に係る物品 天井直付け灯 ： 

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。右側面図は左側面図と
対称に表れるため省略する。ハッチングを施した
部分は物品の断面を表す。内部機構を省略した
Ａ－Ａ拡大断面図において、本物品の内部機構を
一部省略している。（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。右側面図は左側面図と
対称に表れるため省略する。ハッチングを施した
部分は物品の断面を表す。内部機構を省略した
Ａ－Ａ拡大断面図において、本物品の内部機構を
一部省略している。（後略） 

国際意匠分類 26-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 D3-3102 ： 

意匠に係る物品 天井直付け灯 ： 

国際意匠分類 26-05 ： 

1559714 

D2 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ拡大断面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 【底面図】 

【斜視図】 

【各部の名称を示す参考 

Ａ－Ａ拡大断面図】 

【内部機構を省略した 

Ａ－Ａ拡大断面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 【底面図】 

【斜視図】 

【各部の名称を示す参考 

Ａ－Ａ拡大断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1556055 

日本意匠分類 D4-3110 ： 

意匠に係る物品 温風暖房機 ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
左側面図は、右側面図と対称に表れるため省略
する。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。「使用状
態を示す参考平面図」中、薄水色部で示す以外
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 ： 
左側面図は、右側面図と対称に表れるため省略
する。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。「使用状
態を示す参考平面図」中、薄水色部で示す以外
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 23-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 D4-3110 ： 

意匠に係る物品 温風暖房機 ： 

国際意匠分類 23-03 ： 

1556505 

D3 

  

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 

【Ｂ－Ｂ’部分拡大図】 

【底面図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ’断面図】 

【背面図】 

【使用状態を示す参考 

平面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【使用状態を示す参考 

平面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【Ｂ－Ｂ’部分拡大図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ’断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1561272 

日本意匠分類 D4-3130 ： 

意匠に係る物品 エアーコンディショナー ： 

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 23-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 D4-3130 ： 

意匠に係る物品 エアーコンディショナー ： 

国際意匠分類 23-04 ： 

1561613 

D4 

【背面図】 

【正面図】 

【運転状態を示す参考図】 

 

【平面図】 

【左側面図】 

【斜視図】 

【底面図】   

【内部機構を省略した 

参考Ａ－Ａ断面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【正面図】 

【使用状態を示す参考図】 
【平面図】 

【左側面図】 

【斜視図】 

【背面図】 【内部機構を省略した 

参考Ａ－Ａ断面図】 

【右側面図】 

 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1548888 

日本意匠分類 D4-410 ： 

意匠に係る物品 天井扇風機 ： 

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
同一に現れ、左側面図は右側面図と同一に現れる
ため、背面図及び左側面図を省略する。 

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。背面図は正面図と
同一に現れ、左側面図は右側面図と同一に現れる
ため、背面図及び左側面図を省略する。 

国際意匠分類 23-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 D4-410 ： 

意匠に係る物品 天井扇風機 ： 

国際意匠分類 23-04 ： 

1549041 

D5 

【底面図】 

 

【正面図】 

【斜視図】 

【右側面図】 

【各部の名称を示す 

参考図】 

【平面図】 

【Ｂ－Ｂ、Ｃ－Ｃで 

囲まれた部分の拡大図】 【内部機構を省略 

したＡ－Ａ断面図】 

【底面図】 

【正面図】 

【斜視図】 【各部の名称を示す 

参考図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【Ｂ－Ｂ、Ｃ－Ｃで 

囲まれた部分の拡大図】 【内部機構を省略 

したＡ－Ａ断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1561735 

日本意匠分類 D5-311 ： 

意匠に係る物品 浴槽 ： 

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 23-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 D5-311 ： 

意匠に係る物品 浴槽 ： 

国際意匠分類 23-02 ： 

1562111 

D6 

 

【平面図】 

【正面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 【斜視図１】 

【右側面図】 

【背面図】 【Ｂ－Ｂ断面図】 

【左側面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【左側面図】 

【斜視図１】 

【右側面図】 

【背面図】 【Ｂ－Ｂ断面図】 【底面図】 【底面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1545465 

日本意匠分類 D7-141 ： 

意匠に係る物品 テーブル ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
左側面図は右側面図と対称にあらわれる。実線で
あらわされた部分が、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 ： 
左側面図は右側面図と対称にあらわれる。実線で
あらわされた部分が、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 06-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 D7-141 ： 

意匠に係る物品 テーブル ： 

国際意匠分類 06-03 ： 

1545869 

D7 

 

【平面図】 

【正面図】 【Ａ－Ａ断面図】 

【天板を取り外した 

状態を示す正面図】 【斜視図】 

【右側面図】 

【背面図】 
【各部の名称を示す 

参考図】 

【平面図】 

【正面図】 【Ａ－Ａ断面図】 

【斜視図】 

【右側面図】 

【背面図】 【底面図】 【底面図】 

【天板を取り外した 

状態を示す正面図】 

【各部の名称を示す 

参考図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1554317 

日本意匠分類 D7-142 ： 

意匠に係る物品 整理棚付き机 ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
各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る。青色で着色された部分を
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 ： 
各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る。青色で着色された部分を
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 06-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 D7-142 ： 

意匠に係る物品 整理棚付き机 ： 

国際意匠分類 06-03 ： 

1554432 

D8 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【前方斜視図】 

【右側面図】 

【背面図】 
【底面図】 

【後方斜視図】 【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【前方斜視図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【後方斜視図】 

【底面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1552202 

日本意匠分類 D7-24 ： 

意匠に係る物品 椅子 ： 

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。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。
左側面図は右側面図と対称にあらわれる。 

意匠の説明 ： 
実線であらわした部分が、部分意匠として意匠登
録を受けようとする部分である。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。
左側面図は右側面図と対称にあらわれる。 

国際意匠分類 06-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 D7-24 ： 

意匠に係る物品 椅子 ： 

国際意匠分類 06-01 ： 

1552539 

D9 

 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【縮小斜視図】 

【右側面図】 

【背面図】 【縮小斜視図】 

【底面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1579802 

日本意匠分類 D4-300 ： 

意匠に係る物品 エアーコンディショナー ： 

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 ： 
薄墨を付した部分以外の部分が、意匠登録を受け
ようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
薄墨を付した部分以外の部分が、意匠登録を受け
ようとする部分である。 

国際意匠分類 23-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 D4-300 ： 

意匠に係る物品 エアーコンディショナー ： 

国際意匠分類 23-04 ： 

1580026 

D1 

 

【平面図】 

【背面図】 

【正面図】 
【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【内部機構を省略した 

Ａ－Ａ線断面図】 

【各部の名称を示す 

参考斜視図】 

【平面図】 

【背面図】 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【内部機構を省略した 

Ａ－Ａ線断面図】 

【各部の名称を示す 

参考斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1583912 

日本意匠分類 D5-200 ： 

意匠に係る物品 キャビネット付き手洗器 ： 

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。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
以外の部分との境界のみを表す線である。 

国際意匠分類 23-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 D5-200 ： 

意匠に係る物品 キャビネット付き手洗器 ： 

国際意匠分類 23-02 ： 

1584306 

D2 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 【底面図】 

【斜視図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ断面図】 

【平面図】 

【正面図】 
【左側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【斜視図】 【使用状態を示す 

参考図】 

【右側面図】 

【使用状態を示す 

参考図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ断面図】 

【右側面図】 

H28年度出願の部分意匠の関連意匠登録事例集 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1568801 

日本意匠分類 D5-220 ： 

意匠に係る物品 洗面化粧台 ： 

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、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、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 23-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 D5-220 ： 

意匠に係る物品 洗面化粧台 ： 

国際意匠分類 23-02 ： 

1568933 

D3 

  

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 
【Ａ－Ａ断面図】 【背面図】 

【斜視図１】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【斜視図２】 【斜視図１】 【斜視図２】 

【左側面図】 【左側面図】 

H28年度出願の部分意匠の関連意匠登録事例集 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1594334 

日本意匠分類 D6-512 ： 

意匠に係る物品 収納庫 ： 

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
る部分は実線で表し、その他の部分は破線で表し
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
る部分は実線で表し、その他の部分は破線で表し
た。 国際意匠分類 06-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 D6-512 ： 

意匠に係る物品 収納庫 ： 

国際意匠分類 06-04 ： 

1594438 

D4 

【背面図】 

【正面図】 

【参考図】 

 

【平面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【右側面図】 【正面図】 

【参考図】 【平面図】 

【背面図】 【Ａ－Ａ線断面図】 

【右側面図】 

 

H28年度出願の部分意匠の関連意匠登録事例集 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1571573 

日本意匠分類 D7-24 ： 

意匠に係る物品 ベンチ ： 

意匠の説明 ： 
（前略）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 ： 
（前略）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 06-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 D7-24 ： 

意匠に係る物品 ベンチ ： 

国際意匠分類 06-01 ： 

1571715 

D5 

【底面図】 

 

【正面図】 

【前方斜視図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【正面図】 
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