
Eグループ

本意匠 関連意匠
E1 1329047 E0-13      愛玩動物用首輪 1329353 E0-13      愛玩動物用首輪
E2 1364786 E3-35291   ゴルフクラブ用ヘッド 1364907 E3-35291   ゴルフクラブ用ヘッド

本意匠 関連意匠
E1 1372753 E0-100     ペットフード 1373551 E0-100     ペットフード
E2 1367017 E2-3191    遊技機用スイッチ 1367580 E2-3191    遊技機用スイッチ
E3 1367017 E2-3191    遊技機用スイッチ 1367581 E2-3191    遊技機用スイッチ
E4 1356116 E3-35291   ゴルフクラブヘッド 1356406 E3-35291   ゴルフクラブヘッド

本意匠 関連意匠
E1 1398068 E1-621 スコップおもちゃ 1398239 E1-620     クマデおもちゃ
E2 1386233 E3-35291 ゴルフクラブヘッド 1386448 E3-35291   ゴルフクラブヘッド

本意匠 関連意匠
E1 1429761 E3-041 ライフルスコープ 1447595 E3-041 ライフルスコープ
E2 1393997 E3-3520 ゴルフクラブ 1422091 E3-3520 ゴルフクラブ
E3 1393997 E3-3520 ゴルフクラブ 1422092 E3-3520 ゴルフクラブ
E4 1416334 E3-400 スケートボード 1416611 E3-400 スケートボード
E5 1415315 E4-39 弦楽器演奏用ピック 1423575 E4-39 弦楽器演奏用ピック

本意匠 関連意匠
E1 1448672 E0-100 ペット用口輪 1448796 E0-100 ペット用口輪
E2 1425507 E3-35291 ゴルフクラブ用ヘッド 1425613 E3-35291 ゴルフクラブ用ヘッド
E3 1425507 E3-35291 ゴルフクラブ用ヘッド 1425614 E3-35291 ゴルフクラブ用ヘッド

本意匠 関連意匠
E1 1471630 E0－13 愛玩動物のリハビリ訓練用ハーネス 1471818 E0－13 愛玩動物のリハビリ訓練用ハーネス
E2 1460173 E1－35114 馬のぬいぐるみ 1461112 E1－35114 馬のぬいぐるみ
E3 1484016 E2－200 麻雀卓 1484117 E2－200 麻雀卓

本意匠 関連意匠
E1 1495989 E3-340 野球用グラブ 1496237 E3-340 野球用グラブ
E2 1499082 E4-40 管楽器用消音器 1499873 E4-40 管楽器用消音器

Ｈ１９年度

Ｈ２３年度

Ｈ２４年度

Ｈ２５年度

Ｈ２０年度

Ｈ２１年度

Ｈ２２年度



本意匠 関連意匠
E1 1523104 E2-31900 遊技機島 1523322 E2-31900 遊技機島
E2 1522641 E3-340 野球用バット 1522837 E3-340 野球用バット

本意匠 関連意匠
E1 1544771 E0-100 ペット用櫛 1544877 E0-100 ペット用櫛
E2 1545778 E2-5230 キックスクータ 1545934 E2-5230 キックスクータ
E3 1563493 E4-200 シェイカー 1563858 E4-200 シェイカー

本意匠 関連意匠
E1 1570809 E0-17 ペット用ベッド 1571136 E0-17 ペット用ベッド
E2 1566160 E1-6321 電車おもちゃ 1566326 E1-6321 電車おもちゃ
E3 1582525 E3-35291 ゴルフクラブ用ヘッド 1582789 E3-35291 ゴルフクラブ用ヘッド
E４ 1592073 E4-600 電子鍵盤楽器 1592457 E4-600 電子鍵盤楽器

Ｈ２８年度

Ｈ２７年度

Ｈ２６年度



本意匠 関連意匠 

E1 

意匠登録第     号  1329047 

日本意匠分類  E0-13   

意匠に係る物品  愛玩動物用首輪 

： 

： 

意匠登録第     号  1329353 

日本意匠分類  E0-13  

意匠に係る物品  愛玩動物用首輪 

： 

： 

【正面図】 【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【接合部のみの参考拡大図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 【背面図】 

【接合部のみの参考拡大図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
図面中、意匠登録を受けようとする部分を実線で

示す。 

意匠の説明 ： 
図面中、意匠登録を受けようとする部分を実線で

示す。 



本意匠 関連意匠 

E2 

意匠登録第     号  1364786 

日本意匠分類  E3-35291  

意匠に係る物品  ゴルフクラブ用ヘッド 

： 

： 

意匠登録第     号  1364907 

日本意匠分類  E3-35291 

意匠に係る物品  ゴルフクラブ用ヘッド 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図2】 【斜視図1】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【斜視図1】 【斜視図2】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）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。 

意匠の説明 ： 
（前略）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。 



本意匠 関連意匠 

E1 

意匠登録第     号  1372753 

日本意匠分類  E0-100 

意匠に係る物品  ペットフード 

： 

： 

意匠登録第     号  1373551 

日本意匠分類  E0-100 

意匠に係る物品  ペットフード 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ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 ： 
各図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。 

意匠の説明 ： 
各図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） 



本意匠 関連意匠 

E2 

意匠登録第     号  1367017 

日本意匠分類  E2-3191 

意匠に係る物品  遊技機用スイッチ 

： 

： 

意匠登録第     号  1367580 

日本意匠分類  E2-3191 

意匠に係る物品  遊技機用スイッチ 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【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 ： 
実線で表した部分が、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 

E3 

意匠登録第     号  1367017 

日本意匠分類  E2-3191 

意匠に係る物品  遊技機用スイッチ 

： 

： 

意匠登録第     号  1367581 

日本意匠分類  E2-3191 

意匠に係る物品  遊技機用スイッチ 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【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 ： 
実線で表した部分が、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 

E4 

意匠登録第     号  1356116 

日本意匠分類  E3-35291 

意匠に係る物品  ゴルフクラブヘッド 

： 

： 

意匠登録第     号  1356406 

日本意匠分類  E3-35291 

意匠に係る物品  ゴルフクラブヘッド 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図１】 【斜視図２】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【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 ： 
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。 

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。 



本意匠 関連意匠 

E1 

意匠登録第     号   

日本意匠分類    E1-621    

意匠に係る物品  スコップおもちゃ 

： 

： 

意匠登録第     号   

日本意匠分類  E1-620    

意匠に係る物品  クマデおもちゃ 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 【斜視図】 

【平面図】 

【左側面図】 【正面図】 【右側面図】 

【底面図】 

1398068 1398239 

H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）緑色に着色した部分以外の部分が、部分

意匠として意匠登録を受けようとする部分であ

る。 

意匠の説明 ： 
（前略）緑色に着色した部分以外の部分が、部分

意匠として意匠登録を受けようとする部分であ

る。 



本意匠 関連意匠 

E2 

意匠登録第     号  1386233 

日本意匠分類    E3-35291    

意匠に係る物品  ゴルフクラブヘッド 

： 

： 

意匠登録第     号  1386448 

日本意匠分類  E3-35291  

意匠に係る物品  ゴルフクラブヘッド 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【平面斜視図】 【底面斜視図】 

【底面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【底面図】 

【平面斜視図】 【底面斜視図】 

【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 ： 
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。 

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。 



本意匠 関連意匠 

E1 

意匠登録第     号  1429761 

日本意匠分類  E3-041 

意匠に係る物品  ライフルスコープ 

： 

： 

意匠登録第     号  1447595 

日本意匠分類   E3-041 

意匠に係る物品  ライフルスコープ 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【正面・平面・右側面側からの斜視図】 【背面・底面・左側面側からの斜視図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【正面・平面・右側面側からの斜視図】 【背面・底面・左側面側からの斜視図】 

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。

（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。 



本意匠 関連意匠 

E2 

意匠登録第     号  1393997 

日本意匠分類  E3-3520 

意匠に係る物品  ゴルフクラブ 

： 

： 

意匠登録第     号  1422091 

日本意匠分類  E3-3520 

意匠に係る物品  ゴルフクラブ 

： 

： 

【正面図】 【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【A-A拡大端面図】 

【D-D拡大端面図】 

【C-C拡大端面図】 

【B-B拡大端面図】 

【正面図】 【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【A-A拡大端面図】 

【D-D拡大端面図】 【C-C拡大端面図】 

【B-B拡大端面図】 

H22年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録

を受けようとする部分である。（後略） 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録

を受けようとする部分である。（後略） 



本意匠 関連意匠 

E3 

意匠登録第     号  1393997 

日本意匠分類   E3-3520 

意匠に係る物品  ゴルフクラブ 

： 

： 

意匠登録第     号  1422092 

日本意匠分類  E3-3520 

意匠に係る物品  ゴルフクラブ 

： 

： 

【正面図】 【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【A-A拡大端面図】 

【D-D拡大端面図】 

【C-C拡大端面図】 

【B-B拡大端面図】 

【正面図】 【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【A-A拡大端面図】 

【D-D拡大端面図】 【C-C拡大端面図】 

【B-B拡大端面図】 

【右側面図】 

H22年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録

を受けようとする部分である。（後略） 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録

を受けようとする部分である。（後略） 



本意匠 関連意匠 

E4 

意匠登録第     号  1416334 

日本意匠分類  E3-400 

意匠に係る物品  スケートボード 

： 

： 

意匠登録第     号  1416611 

日本意匠分類  E3-400 

意匠に係る物品  スケートボード 

： 

： 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【A-A断面図】 

【参考斜視図】 

【B-B断面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【A-A断面図】 

【参考斜視図】 

【B-B断面図】 

【正面図】 

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 

E5 

意匠登録第     号  1415315 

日本意匠分類  E4-39 ： 

意匠に係る物品  弦楽器演奏用ピック ： 

意匠登録第     号  1423575 

日本意匠分類  E4-39 ： 

意匠に係る物品  弦楽器演奏用ピック ： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【参考部分拡大正面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【参考部分拡大正面図】 

H22年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表わされた部分が部分意匠として意

匠登録を受けようとする部分である。一点

鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けよ

うとする部分とその他の部分との境界のみ

を示す線である。 

意匠の説明 ： 
実線で表わした部分が部分意匠として意匠

登録を受けようとする部分である。一点鎖

線は、部分意匠として意匠登録を受けよう

とする部分とその他の部分との境界のみを

示す線である。 



本意匠 関連意匠 

E1 

意匠登録第     号  1448672 

日本意匠分類  E0-100 

意匠に係る物品  ペット用口輪 

： 

： 

意匠登録第     号  1448796 

日本意匠分類  E0-100 

意匠に係る物品  ペット用口輪 

： 

： 

H23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】 【Ａ－Ａ断面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【使用状態を示す参考右側面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を

受けようとする部分である。一点鎖線は、部分意

匠として意匠登録を受けようとする部分とその他

の部分との境界のみを示す線である。（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 

E2 

意匠登録第     号  1425507 

日本意匠分類  E3-35291 ： 

意匠に係る物品  ゴルフクラブ用ヘッド ： 

意匠登録第     号  1425613 

日本意匠分類  E3-35291 ： 

意匠に係る物品  ゴルフクラブ用ヘッド ： 

H23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】 【左側面図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【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。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。 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が部分意匠として意匠登録を受

けようとする部分である。一点鎖線は、部分意匠

として意匠登録を受けようとする部分とその他の

部分との境界を示すためのみに引いた線である。 



本意匠 関連意匠 

E3 

意匠登録第     号  1425507 

日本意匠分類  E3-35291 ： 

意匠に係る物品  ゴルフクラブ用ヘッド ： 

意匠登録第     号  1425614 

日本意匠分類  E3-35291 ： 

意匠に係る物品  ゴルフクラブ用ヘッド ： 

H23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】 【左側面図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【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。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。 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が部分意匠として意匠登録を受

けようとする部分である。一点鎖線は、部分意匠

として意匠登録を受けようとする部分とその他の

部分との境界を示すためのみに引いた線である。 



本意匠 関連意匠 

E1 

意匠登録第     号  1471630 

日本意匠分類  E0-13 ： 

意匠に係る物品  愛玩動物のリハビリ訓練用ハーネス ： 

意匠登録第     号  1471818 

日本意匠分類  E0-13 ： 

意匠に係る物品  愛玩動物のリハビリ訓練用ハーネス ： 

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】 

【Ａ－Ａ線拡大端面図】 

【斜視参考図】 

【左側面図】 

【Ａ－Ａ線断面参考図】 

【展開した状態の平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【展開した状態の底面図】 

【Ａ－Ａ線拡大端面図】 

【使用状態の一例を示す参考図】 

【左側面図】 

【Ａ－Ａ線断面参考図】 

【展開した状態の平面図】 

【展開した状態の底面図】 

【使用状態の一例を示す参考図】 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が部分意匠として意匠登録を受けよう

とする部分である。各図の表面に表された模様は当該部

位が網目状生地であることを示している。（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。各図の表面に表された模様は当該部

位が網目状生地であることを示している。（後略） 



本意匠 関連意匠 

E2 

意匠登録第     号  1460173 

日本意匠分類  E1-35114 

意匠に係る物品  馬のぬいぐるみ 

： 

： 

意匠登録第     号  1461112 

日本意匠分類  E1-35114 

意匠に係る物品  馬のぬいぐるみ 

： 

： 

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】 【左側面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

意匠の説明 ： 
点線で示す箇所以外の部分が、部分意匠とし

て意匠登録を受けようとする部分である。点

線で示す箇所は、鼻の形状、前足と後足の形

状、たて髪の形状、尾の形状である。 

意匠の説明 ： 
点線で示す箇所以外の部分が、部分意匠とし

て意匠登録を受けようとする部分である。点

線で示す箇所は、鼻の形状、前足と後足の形

状、たて髪の形状、尾の形状である。（後

略） 



本意匠 関連意匠 

E3 

意匠登録第     号  1484016 

日本意匠分類  E2-200 

意匠に係る物品  麻雀卓 

： 

： 

意匠登録第     号  1484117 

日本意匠分類  E2-200 

意匠に係る物品  麻雀卓 

： 

： 

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】 

【右側面図】 

【脚を伸ばした状態の正面図】 

【脚を倒した状態の底面図】 【底面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【脚を伸ばした状態の正面図】 

【脚を倒した状態の底面図】 

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  1495989 

日本意匠分類  E3-340 ： 

意匠に係る物品  野球用グラブ ： 

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  21-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  E3-340 ： 

意匠に係る物品  野球用グラブ ： 

国際意匠分類  21-02 ： 

 1496237 

E1 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【斜視図】 

 

【左側面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1499082 

日本意匠分類  E4-40 ： 

意匠に係る物品  管楽器用消音器 ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で示した部分が、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」及び「背
面側からの斜視図」における一点鎖線は、部分意
匠として意匠登録を受けようとする部分とその他
の部分との境界のみを示す線である。左側面図は
右側面図と対称に表れるので、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」及び「背
面側からの斜視図」における一点鎖線は、部分意
匠として意匠登録を受けようとする部分とその他
の部分との境界のみを示す線である。左側面図は
右側面図と対称に表れるため省略する。 

国際意匠分類  17-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  E4-40 ： 

意匠に係る物品  管楽器用消音器 ： 

国際意匠分類  17-02 ： 

 1499873 

E2 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【背面からの斜視図】 

【正面からの斜視図】 

 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【背面からの斜視図】 

【正面からの斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1523104 

日本意匠分類 E2-31900 ： 

意匠に係る物品 遊技機島 ： 

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 21-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 E2-31900 ： 

意匠に係る物品 遊技機島 ： 

国際意匠分類 21-03 ： 

1523322 

E1 

 

【正面図】 【右側面図】 

 

【平面図】 

【意匠登録を受けようとする部分の参考斜視図】 【斜視図】 

【底面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【意匠登録を受けようとする部分の参考斜視図】 【斜視図】 

【底面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1522641 

日本意匠分類 E3-340 ： 

意匠に係る物品 野球用バット ： 

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 21-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 E3-340 ： 

意匠に係る物品 野球用バット ： 

国際意匠分類 21-02 ： 

1522837 

E2 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【拡大Ｂ－Ｂ断面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ断面図】 
【拡大Ｃ－Ｃ断面図】 

【写真による参考図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【拡大Ｂ－Ｂ断面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ断面図】 【拡大Ｃ－Ｃ断面図】 

【写真による参考図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1544771 

日本意匠分類 E0-100 ： 

意匠に係る物品 ペット用櫛 ： 

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。１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。１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。 

国際意匠分類 30-99 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 E0-100 ： 

意匠に係る物品 ペット用櫛 ： 

国際意匠分類 30-99 ： 

1544877 

E1 

 

【正面図】 【右側面図】 

 

【平面図】 

【底面図】 

【使用状態を示す参考斜視図】 

【Ａ－Ｂ拡大図】 【背面図】 

【左側面図】 

【重ね合わせた状

態を示す正面図】 
【参考正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 【底面図】 【Ａ－Ｂ拡大図】 

【重ね合わせた状

態を示す正面図】 
【参考正面図】 【使用状態を示す参考斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1545778 

日本意匠分類 E2-5230 ： 

意匠に係る物品 キックスクータ ： 

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。背面図は、正面図と
対称に表れる。 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を
受けようとする部分である。背面図は、正面図と
対称に表れる。 国際意匠分類 21-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 E2-5230 ： 

意匠に係る物品 キックスクータ ： 

国際意匠分類 21-02 ： 

1545934 

E2 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 
【右側面図】 

【参考拡大斜視図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【平面図】 【斜視図】 

【左側面図】 【正面図】 【右側面図】 

【底面図】 【参考拡大斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1563493 

日本意匠分類 E4-200 ： 

意匠に係る物品 シェイカー ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
本意匠は、磁石部及び挟持板を除く部分は透明で
ある。実線で表された部分が、部分意匠として登
録を受けようとする部分である。 

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

国際意匠分類 17-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 E4-200 ： 

意匠に係る物品 シェイカー ： 

国際意匠分類 17-04 ： 

1563858 

E3 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【底面図】 【背面図】 【各部の名称を 

示す参考正面図】 

【Ｂ－Ｂ拡大断面図】 
【Ａ－Ａ断面図】 

【平面図】 

【Ｂ－Ｂ拡大断面図】 

【左側面図】 【正面図】 【右側面図】 

【各部の名称を 

示す参考正面図】 
【底面図】 【背面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1570809 

日本意匠分類 E0-17 ： 

意匠に係る物品 ペット用ベッド ： 

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 ： 
写真において、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。（後略） 

意匠の説明 ： 
写真において、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。（後略） 国際意匠分類 30-06 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 E0-17 ： 

意匠に係る物品 ペット用ベッド ： 

国際意匠分類 30-06 ： 

1571136 

E1 

 

【正面図】 【右側面図】 

 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【正面図】 

【背面図】 【底面図】 

【底面側に折り返

した外皮を伸ばし

た状態の斜視図】 

【斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1566160 

日本意匠分類 E1-6321 ： 

意匠に係る物品 電車おもちゃ ： 

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 21-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 E1-6321 ： 

意匠に係る物品 電車おもちゃ ： 

国際意匠分類 21-01 ： 

1566326 

E2 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 
【右側面図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【平面図】 【斜視図】 

【左側面図】 【正面図】 【右側面図】 

【底面図】 

【使用状態を 

示す参考図】 

【背面図】 

【A-A部分拡大図】 【B-B部分拡大図】 
【A-A部分拡大図】 【B-B部分拡大図】 

【使用状態を 

示す参考図】 

【背面図】 

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 1582525 

日本意匠分類 E3-35291 ： 

意匠に係る物品 ゴルフクラブ用ヘッド ： 

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。 

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。 

国際意匠分類 21-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 E3-35291 ： 

意匠に係る物品 ゴルフクラブ用ヘッド ： 

国際意匠分類 21-02 ： 

1582789 

E3 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ切断部 

拡大端面図】 
【底面図】 【背面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【斜視図】 

【背面図】 【底面図】 【Ａ－Ａ切断部 

拡大端面図】 

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 1592073 

日本意匠分類 E4-600 ： 

意匠に係る物品 電子鍵盤楽器 ： 

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。（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 17-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 E4-600 ： 

意匠に係る物品 電子鍵盤楽器 ： 

国際意匠分類 17-01 ： 

1592457 

E4 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【左側面図】 【正面図】 【右側面図】 

【底面図】 

【背面図】 

H28年度出願の部分意匠の関連意匠登録事例集 


