
Hグループ

Ｈ１９年度 本意匠 関連意匠
Ｈ１ 1335900 H1-460     電子回路用基板 1348429 H1-460     電子回路用基板
Ｈ２ 1366887 H1-557     圧力センサ 1367128 H1-557     圧力センサ
Ｈ３ 1349178 H1-75      発光ダイオード 1349695 H1-75      発光ダイオード
Ｈ４ 1314291 H2-23      放電灯用点灯制御器 1319266 H2-23      放電灯用点灯制御器
Ｈ５ 1351045 H6-12      無線タグ用平面アンテナ 1352047 H6-12      無線タグ用平面アンテナ
Ｈ６ 1351045 H6-12      無線タグ用平面アンテナ 1352048 H6-12      無線タグ用平面アンテナ
Ｈ７ 1351045 H6-12      無線タグ用平面アンテナ 1352049 H6-12      無線タグ用平面アンテナ
Ｈ８ 1339064 H7-1210    表示灯付入力操作器 1339569 H7-1210    表示灯付入力操作器
Ｈ９ 1339064 H7-1210    表示灯付入力操作器 1339570 H7-1210    表示灯付入力操作器
Ｈ１０ 1335907 H7-2322    スピーカーボックス 1336282 H7-2322    スピーカーボックス
Ｈ１１ 1331018 H7-23291   車載用スピーカー 1331362 H7-23291   車載用スピーカー
Ｈ１２ 1330504 H7-43      無線電話機 1331246 H7-43      無線電話機
Ｈ１３ 1330504 H7-43      無線電話機 1331247 H7-43      無線電話機
Ｈ１４ 1330504 H7-43      無線電話機 1331248 H7-43      無線電話機
Ｈ１５ 1324890 H7-6244    浴室用テレビ受像機 1325351 H7-6244    浴室用テレビ受像機

本意匠 関連意匠
H1 1371623 H1-5400    レバースイッチ 1372032 H1-5400    レバースイッチ
H2 1371623 H1-5400    レバースイッチ 1372033 H1-5400    レバースイッチ
H3 1352471 H1-75      照明用発光ダイオードモジュール 1352645 H1-75      照明用発光ダイオードモジュール
H4 1355415 H1-75      発光ダイオード 1355650 H1-75      発光ダイオード
H5 1363612 H1-75      発光ダイオードランプ 1363959 H1-75      発光ダイオードランプ
H6 1354003 H1-83      支柱付き太陽電池 1354214 H1-83      支柱付き太陽電池
H7 1365423 H6-12      アンテナ 1365851 H6-12      アンテナ
H8 1361626 H7-110     住宅用警報器 1361999 H7-110     住宅用警報器
H9 1378263 H7-1320    座標入力機 1378527 H7-1320    座標入力機
H10 1346267 H7-43      無線電話機 1346700 H7-43      無線電話機
H11 1346267 H7-43      無線電話機 1346701 H7-43      無線電話機

Ｈ２０年度



本意匠 関連意匠
H1 1399836 H1-10 光ファイバ収束器 1399985 H1-10      光ファイバ収束器
H2 1399836 H1-10 光ファイバ収束器 1399986 H1-10      光ファイバ収束器
H3 1397158 H1-351 差込プラグ受け具 1410932 H1-3402    差込プラグ受け具
H4 1401065 H1-49 光通信用モジュール 1402052 H1-49      光通信用モジュール
H5 1401229 H1-5590 自動車用バックセンサ取付具 1401546 H1-5590    自動車用バックセンサ取付具
H6 1390415 H1-75 光源モジュール 1412330 H1-75      光源モジュール
H7 1400421 H1-75 発光ダイオード電球 1400561 H1-75      発光ダイオード電球
H8 1401638 H1-75 発光ダイオードランプ 1402041 H1-75      発光ダイオードランプ
H9 1394604 H1-800 端子付電池 1395060 H1-800     端子付電池
H10 1404823 H2-110 発電機 1405012 H2-110     発電機
H11 1401913 H7-120 舶用機器用操作器 1404995 H7-120     舶用機器用操作器
H12 1375249 H7-212 アイシーレコーダー 1375514 H7-212     アイシーレコーダー

本意匠 関連意匠
H1 1411054 H1-04 電子計算機用キー釦 1411413 H1-04 電子計算機用キー釦
H2 1426670 H1-411 コンデンサ 1426958 H1-411 コンデンサ
H3 1426670 H1-411 コンデンサ 1426959 H1-411 コンデンサ
H4 1412394 H1-75 発光ダイオードランプ 1412845 H1-75 発光ダイオードランプ
H5 1412394 H1-75 発光ダイオードランプ 1412847 H1-75 発光ダイオードランプ
H6 1425670 H1-75 発光ダイオードランプ 1425958 H1-75 発光ダイオードランプ
H7 1425670 H1-75 発光ダイオードランプ 1425959 H1-75 発光ダイオードランプ
H8 1432096 H1-75 全方向性発光ダイオードランプ 1448256 H1-75 発光ダイオードランプ
H9 1432096 H1-75 全方向性発光ダイオードランプ 1448257 H1-75 発光ダイオードランプ
H10 1411976 H7-233 イヤホン 1412313 H7-233 イヤホン
H11 1417054 H7-43 カメラ付き携帯電話機 1417186 H7-43 カメラ付き携帯電話機
H12 1415615 H7-724 携帯用電子計算機 1416488 H7-724 携帯用電子計算機
H13 1441605 H7-725 携帯情報端末機 1442154 H7-725 携帯情報端末機
H14 1441605 H7-725 携帯情報端末機 1442155 H7-725 携帯情報端末機

Ｈ２２年度

Ｈ２１年度



本意匠 関連意匠
H1 1453960 H1-34260 同軸ケーブル付コネクター 1454269 H1-34260 同軸ケーブル付コネクター
H2 1439538 H1-460 電子回路用基板 1439903 H1-460 電子回路用基板
H3 1439538 H1-460 電子回路用基板 1439904 H1-460 電子回路用基板
H4 1439538 H1-460 電子回路用基板 1439909 H1-460 電子回路用基板
H5 1426495 H1-75 発光ダイオードランプ 1442158 H1-75 発光ダイオードランプ
H6 1449026 H2-4230 配線用ボックス 1449274 H2-4230 配線用ボックス
H7 1461181 H7-725 携帯情報端末機 1461855 H7-725 携帯情報端末機
H8 1461181 H7-725 携帯情報端末機 1461859 H7-725 携帯情報端末機
H9 1461181 H7-725 携帯情報端末機 1461860 H7-725 携帯情報端末機
H10 1461181 H7-725 携帯情報端末機 1461864 H7-725 携帯情報端末機
H11 1461181 H7-725 携帯情報端末機 1461867 H7-725 携帯情報端末機
H12 1443490 H7-792 携帯電子機器用ホルダー 1444413 H7-792 携帯電子機器用ホルダー

本意匠 関連意匠
H1 1463569 H1-75 発光ダイオードランプ 1463780 H1-759 発光ダイオードランプ用反射面付きレンズ
H2 1484555 H7-122  エアーコンディショナー用リモートコントローラー 1485068 H7-122  エアーコンディショナー用リモートコントローラー
H3 1476188 H7-131 電子計算機用データ入力機 1476365 H7-131 電子計算機用データ入力機
H4 1471858 H7-1322 電子ペン 1472873 H7-1322 電子ペン
H5 1454646 H7-233 ヘッドホン 1454796 H7-233 ヘッドホン
H6 1462881 H7-233 イヤホン 1463280 H7-233 イヤホン
H7 1473945 H7-724 携帯用電子計算機 1474255 H7-724 携帯用電子計算機

本意匠 関連意匠
H1 1506168 H1-411 固定コンデンサー 1506370 H1-411 固定コンデンサー
H2 1487503 H1-5500 水分センサ 1501708 H1-5500 水分センサ
H3 1500211 H7-110 ガス検知器 1500642 H7-110 ガス検知器
H4 1530211 H7-210 ジュークボックス本体 1530417 H7-210 ジュークボックス本体
H5 1519444 H7-591 インクジェット記録機用液体容器 1519636 H7-591 インクジェット記録機用液体容器
H6 1513520 H7-61 プロジェクター 1513951 H7-61 プロジェクター

本意匠 関連意匠
H1 1514185 H1-34200 電気コネクタ 1514429 H1-34200 電気コネクタ
H2 1524453 H1-3433 電気コネクタ 1524629 H1-3434 電気コネクタ
H3 1533009 H1-390 端子台カバー 1533147 H1-390 端子台カバー
H4 1523692 H1-410 コンデンサ 1523984 H1-410 コンデンサ

Ｈ２６年度

Ｈ２３年度

Ｈ２４年度

Ｈ２５年度



H5 1519751 H1-460 電子回路用基板 1520122 H1-460 電子回路用基板
H6 1515186 H1-557 圧力センサ 1533717 H1-557 圧力センサ
H7 1513567 H1-62 電磁接触器 1513964 H1-62 電磁接触器
H8 1521465 H1-75 発光ダイオード 1522253 H1-75 発光ダイオード
H9 1511638 H2-20 電源供給器 1511924 H2-20 電源供給器
H10 1515745 H2-220 変圧器 1515831 H2-220 変圧器
H11 1514327 H7-110 ガス・火災警報器 1514452 H7-110 ガス・火災警報器
H12 1519380 H7-1210 便器洗浄用リモートコントローラー 1519632 H7-1210 便器洗浄用リモートコントローラー
H13 1532422 H7-721 入金機能付き非接触カードリーダライタ 1532580 H7-721 入金機能付き非接触カードリーダライタ
H14 1535648 H7-792 携帯電話機用カバー 1535779 H7-792 携帯電話機用カバー

本意匠 関連意匠
H1 1543460 H1-119 電線付きモールド 1543570 H1-119 電線付きモールド
H2 1551042 H1-4300 コイル 1551192 H1-4300 コイル
H3 1571305 H1-519 高圧カットアウト等の取付金具 1578468 H1-519 高圧カットアウト等の取付金具
H4 1570293 H1-523 歯科診療椅子用フットコントローラ 1571688 H1-523 歯科診療椅子用フットコントローラ
H5 1556899 H1-5590 ひずみゲージ 1561634 H1-5590 ひずみゲージ
H6 1566091 H1-759 ヒートシンク 1566316 H1-759 ヒートシンク
H7 1530217 H2-444 支柱用バンドの締付け具 1544880 H2-444 支柱用バンドの締付け具
H8 1562467 H6-12 アンテナ素子 1562718 H6-12 アンテナ素子
H9 1554736 H7-1211 昇降機用操作盤 1554928 H7-1211 昇降機用操作盤
H10 1558053 H7-220 マイクロホン 1572212 H7-220 マイクロホン
H11 1547145 H7-61 プロジェクター 1547322 H7-61 プロジェクター
H12 1544618 H7-792 携帯情報端末機用ケース 1544854 H7-792 携帯情報端末機用ケース

本意匠 関連意匠
H1 1592871 H1-3200 電気接触子 1593020 H1-3200 電気接触子
H2 1560857 H1-3433 電気自動車用充電コネクタ 1579084 H1-3433 電気自動車用充電コネクタ
H3 1564742 H1-452 光源モジュール 1565401 H1-452 光源モジュール
H4 1572511 H6-20 通信用中継器 1573312 H6-20 通信用中継器
H5 1563200 H7-122 ゲーム機用コントローラ 1563311 H7-122 ゲーム機用コントローラ
H6 1574797 H7-792 電子計算機用操作器 1574931 H7-792 電子計算機用操作器

Ｈ２８年度

Ｈ２７年度



本意匠 関連意匠 

H1 

意匠登録第     号  1335900 

日本意匠分類  H1-460 

意匠に係る物品  電子回路用基板 

： 

： 

意匠登録第     号  1348429 

日本意匠分類  H1-460 

意匠に係る物品  電子回路用基板 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 【右側面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【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】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
断面図を含め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 ： 
断面図を含め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 

H2 

意匠登録第     号  1366887 

日本意匠分類  H1-557 

意匠に係る物品  圧力センサ 

： 

： 

意匠登録第     号  1367128 

日本意匠分類  H1-557 

意匠に係る物品  圧力センサ 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【正面側からの斜視図】 

【背面側からの斜視図】 

【平面図】 

【左側面図】 【正面図】 【右側面図】 

【底面図】 

【正面側からの斜視図】 

【背面側からの斜視図】 【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 ： 
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。

（後略） 



本意匠 関連意匠 

H3 

意匠登録第     号  1349178 

日本意匠分類  H1-75 

意匠に係る物品  発光ダイオード 

： 

： 

意匠登録第     号  1349695 

日本意匠分類  H1-75 

意匠に係る物品  発光ダイオード 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【参考斜視図１】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【底面図】 

【参考斜視図２】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【参考斜視図２】 【参考斜視図１】 

【右側面図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、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 

H4 

意匠登録第     号  1314291 

日本意匠分類  H2-23   

意匠に係る物品  放電灯用点灯制御器 

： 

： 

意匠登録第     号  1319266 

日本意匠分類  H2-23 

意匠に係る物品  放電灯用点灯制御器 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【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】 

【内部機構を省略した 

    Ｂ－Ｂ断面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【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】 

【内部機構を省略した 

    Ｂ－Ｂ断面図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表わした部分が、部分意匠と

して意匠登録を受けようとする部分

である。一点鎖線は部分意匠として

意匠登録を受けようとする部分と、

それ以外の部分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、

それ以外の部分の境界のみを示す線

である。 



本意匠 関連意匠 

H5 

意匠登録第     号  1351045 

日本意匠分類  H6-12 

意匠に係る物品  無線タグ用平面アンテナ 

： 

： 

意匠登録第     号  1352047 

日本意匠分類  H6-12 

意匠に係る物品  無線タグ用平面アンテナ 

： 

： 

【表面図】 

【裏面図】 

【表面図】 

【裏面図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表された部分が、部

分意匠として意匠登録を受けようと

する部分である。一点鎖線は、部分

意匠として意匠登録を受けようとす

る部分とその他の部分との境界のみ

を示す線である。 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表された部分が、部

分意匠として意匠登録を受けようと

する部分である。一点鎖線は、部分

意匠として意匠登録を受けようとす

る部分とその他の部分との境界のみ

を示す線である。 



本意匠 関連意匠 

H6 

意匠登録第     号  1351045 

日本意匠分類  H6-12    

意匠に係る物品  無線タグ用平面アンテナ 

： 

： 

意匠登録第     号  1352048 

日本意匠分類  H6-12    

意匠に係る物品  無線タグ用平面アンテナ 

： 

： 

【表面図】 

【裏面図】 

【表面図】 

【裏面図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表された部分が、部

分意匠として意匠登録を受けようと

する部分である。一点鎖線は、部分

意匠として意匠登録を受けようとす

る部分とその他の部分との境界のみ

を示す線である。 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表された部分が、部

分意匠として意匠登録を受けようと

する部分である。一点鎖線は、部分

意匠として意匠登録を受けようとす

る部分とその他の部分との境界のみ

を示す線である。  



本意匠 関連意匠 

H7 

意匠登録第     号  1351045 

日本意匠分類  H6-12 

意匠に係る物品  無線タグ用平面アンテナ 

： 

： 

意匠登録第     号  1352049 

日本意匠分類  H6-12 

意匠に係る物品  無線タグ用平面アンテナ 

： 

： 

【表面図】 

【裏面図】 

【表面図】 

【裏面図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表された部分が、部

分意匠として意匠登録を受けようと

する部分である。一点鎖線は、部分

意匠として意匠登録を受けようとす

る部分とその他の部分との境界のみ

を示す線である。 

意匠の説明 ： 
（前略） 実線で表された部分が、

部分意匠として意匠登録を受けよう

とする部分である。一点鎖線は、部

分意匠として意匠登録を受けようと

する部分とその他の部分との境界の

みを示す線である。  



本意匠 関連意匠 

H8 

意匠登録第     号  1339064 

日本意匠分類  H7-1210 

意匠に係る物品  表示灯付入力操作器 

： 

： 

意匠登録第     号  1339569 

日本意匠分類  H7-1210 

意匠に係る物品  表示灯付入力操作器 

： 

： 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 【右側面図】 

【スライドスイッチ部分 

 を移動させた参考正面図】 

【透光性を有する部分 

     を示す参考正面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 【背面図】 

【底面図】 
【透光性を有する部分 

     を示す参考正面図】 

【スライドスイッチ部分 

 を移動させた参考正面図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表した部分が部分意匠

として意匠登録を受けようとする部分

であり、一点鎖線は部分意匠として意

匠登録を受けようとする部分とその他

の部分との境界のみを示す線である。

（後略） 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表した部分が部分意匠

として意匠登録を受けようとする部分

であり、一点鎖線は部分意匠として意

匠登録を受けようとする部分とその他

の部分との境界のみを示す線である。

（後略） 



本意匠 関連意匠 

H9 

意匠登録第     号  1339064 

日本意匠分類  H7-1210  

意匠に係る物品  表示灯付入力操作器 

： 

： 

意匠登録第     号  1339570 

日本意匠分類  H7-1210  

意匠に係る物品  表示灯付入力操作器 

： 

： 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 【右側面図】 

【スライドスイッチ部分 

 を移動させた参考正面図】 

【透光性を有する部分 

     を示す参考正面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 【背面図】 

【底面図】 【透光性を有する部分 

     を示す参考正面図】 

【スライドスイッチ部分 

 を移動させた参考正面図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表した部分が部分意匠

として意匠登録を受けようとする部分

であり、一点鎖線は部分意匠として意

匠登録を受けようとする部分とその他

の部分との境界のみを示す線である。

（後略） 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表した部分が部分意匠

として意匠登録を受けようとする部分

であり、一点鎖線は部分意匠として意

匠登録を受けようとする部分とその他

の部分との境界のみを示す線である。

（後略） 



本意匠 関連意匠 

H10 

意匠登録第     号  1335907 

日本意匠分類  H7-2322  

意匠に係る物品  スピーカーボックス 

： 

： 

意匠登録第     号  1336282 

日本意匠分類  H7-2322  

意匠に係る物品  スピーカーボックス 

： 

： 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 【底面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【Ｂ－Ｂ’、Ｃ－Ｃ’ 

     部分拡大断面図】 

【内部機構を省略 

したＡ－Ａ’断面図】 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 【背面図】 【左側面図】 

【底面図】 
【Ｂ－Ｂ’、Ｃ－Ｃ’ 

     部分拡大断面図】 

【内部機構を省略 

したＡ－Ａ’断面図】 

【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 ： 
内部機構を省略したＡ－Ａ’断面図及

びＢ－Ｂ’、Ｃ－Ｃ’部分拡大断面図

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 ： 
内部機構を省略したＡ－Ａ’断面図及

びＢ－Ｂ’、Ｃ－Ｃ’部分拡大断面図

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 

H11 

意匠登録第     号  1331018 

日本意匠分類  H7-23291 

意匠に係る物品  車載用スピーカー 

： 

： 

意匠登録第     号  1331362 

日本意匠分類  H7-23291 

意匠に係る物品  車載用スピーカー 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 
【内部構造を省略 

 したＡ－Ａ線端面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【背面図】 

【内部構造を省略 

 したＡ－Ａ線端面図】 

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。（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 

H12 

意匠登録第     号  1330504 

日本意匠分類  H7-43    

意匠に係る物品  無線電話機 

： 

： 

意匠登録第     号  1331246 

日本意匠分類  H7-43  

意匠に係る物品  無線電話機 

： 

： 

【正面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【可動部を示す後方斜視図】 

【後方斜視図】 

【平面図】 

【背面図】 

【収納状態の斜視図】 

【可動部を示す斜視図】 
【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 
【収納状態の斜視図】 

【右側面図】 【背面図】 

【可動部を示す斜視図】 

【可動部を示す後方斜視図】 

【後方斜視図】 【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 ： 
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。（後

略） 

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。（後

略） 



本意匠 関連意匠 

H13 

意匠登録第     号  1330504 

日本意匠分類  H7-43    

意匠に係る物品  無線電話機 

： 

： 

意匠登録第     号  1331247 

日本意匠分類  H7-43  

意匠に係る物品  無線電話機 

： 

： 

【正面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【可動部を示す後方斜視図】 

【後方斜視図】 

【平面図】 

【背面図】 

【収納状態の斜視図】 

【可動部を示す斜視図】 【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【背面図】 

【収納状態の斜視図】 

【斜視図】 【後方斜視図】 

【可動部を示す後方斜視図】 

【可動部を示す斜視図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
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。（後

略） 

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。（後

略） 



本意匠 関連意匠 

H14 

意匠登録第     号  1330504 

日本意匠分類  H7-43    

意匠に係る物品  無線電話機 

： 

： 

意匠登録第     号  1331248 

日本意匠分類  H7-43  

意匠に係る物品  無線電話機 

： 

： 

【正面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【可動部を示す後方斜視図】 

【後方斜視図】 

【平面図】 

【背面図】 

【収納状態の斜視図】 

【可動部を示す斜視図】 【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 【背面図】 

【可動部を示す斜視図】 

【可動部を示す後方斜視図】 

【底面図】 
【収納状態の斜視図】 

【斜視図】 【後方斜視図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
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。（後

略） 

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。（後

略） 



本意匠 関連意匠 

H15 

意匠登録第     号  1324890 

日本意匠分類  H7-6244 

意匠に係る物品  浴室用テレビ受像機 

： 

： 

意匠登録第     号  1325351 

日本意匠分類  H7-6244 

意匠に係る物品  浴室用テレビ受像機 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【参内部機構を省略した 

 Ａ－Ａ切断部端面拡大図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【参内部機構を省略した 

 Ａ－Ａ切断部端面拡大図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
一点鎖線で囲まれた部分が、部分意匠と

して意匠登録を受けようとする部分であ

る。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 ： 
一点鎖線で囲まれた部分が、部分意匠と

して意匠登録を受けようとする部分であ

る。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 

H1 

意匠登録第     号  1371623 

日本意匠分類  H1-5400   

意匠に係る物品  レバースイッチ 

： 

： 

意匠登録第     号  1372032 

日本意匠分類  H1-5400   

意匠に係る物品  レバースイッチ 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【斜視図１】 

【斜視図２】 

【斜視図４】 

【斜視図３】 

【左側面図】 【右側面図】 

【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】 

【斜視図４】 

【斜視図３】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分である。一点鎖線

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 

H2 

意匠登録第     号  1371623 

日本意匠分類  H1-5400  

意匠に係る物品  レバースイッチ 

： 

： 

意匠登録第     号  1372033 

日本意匠分類  H1-5400  

意匠に係る物品  レバースイッチ 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【斜視図１】 

【斜視図２】 

【斜視図４】 

【斜視図３】 

【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【斜視図３】 

【斜視図４】 

【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 ： 
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 

H3 

意匠登録第     号  1352471 

日本意匠分類  H1-75 

意匠に係る物品  照明用発光ダイオードモジュール 

： 

： 

意匠登録第     号  1352645 

日本意匠分類  H1-75 

意匠に係る物品  照明用発光ダイオードモジュール 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 

【参考斜視図】 【斜視図】 

【背面図】 

【内部機構を省略した 

    Ａ－Ａ線拡大断面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【背面図】 

【斜視図】 【参考斜視図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【内部機構を省略した 

    Ａ－Ａ線拡大断面図】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分は、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 

H4 

意匠登録第     号  1355415 

日本意匠分類  H1-75 

意匠に係る物品  発光ダイオード 

： 

： 

意匠登録第     号  1355650 

日本意匠分類  H1-75 

意匠に係る物品  発光ダイオード 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【内部機構を省略したＡ－Ａ’断面図】 

【左側面図】 

【底面図】 

【内部機構を省略した 

    Ｂ－Ｂ’断面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【内部機構を省略したＡ－Ａ’断面図】 

【内部機構を省略した 

    Ｂ－Ｂ’断面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【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 

H5 

意匠登録第     号  1363612 

日本意匠分類  H1-75  

意匠に係る物品  発光ダイオードランプ 

： 

： 

意匠登録第     号  1363959 

日本意匠分類  H1-75  

意匠に係る物品  発光ダイオードランプ 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【内部機構を省略した 

         Ａ－Ａ線断面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【内部機構を省略した 

         Ａ－Ａ線断面図】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で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 

H6 

意匠登録第     号  1354003 

日本意匠分類  H1-83  

意匠に係る物品  支柱付き太陽電池 

： 

： 

意匠登録第     号  1354214 

日本意匠分類  H1-83  

意匠に係る物品  支柱付き太陽電池 

： 

： 

【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端面図】 

【平面図】 

【正面図】 
【左側面図】 【右側面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【内部機構を省略し 

    たＡ－Ａ端面図】 

【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。 

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 

H7 

意匠登録第     号  1365423 

日本意匠分類  H6-12 

意匠に係る物品  アンテナ 

： 

： 

意匠登録第     号  1365851 

日本意匠分類  H6-12 

意匠に係る物品  アンテナ 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【参考図】 

【Ａ－Ａ’、Ｂ－Ｂ’ 

  間における拡 

     大平面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ’、Ｂ－Ｂ’ 

  間における拡 

     大平面図】 【参考図】 

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 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録

を受けようとする部分である。一点鎖線は、部分

意匠として意匠登録を受けようとする部分とその

他の部分との境界のみを示す線である。 



本意匠 関連意匠 

H8 

意匠登録第     号  1361626 

日本意匠分類  H7-110 

意匠に係る物品  住宅用警報器 

： 

： 

意匠登録第     号  1361999 

日本意匠分類  H7-110 

意匠に係る物品  住宅用警報器 

： 

： 

【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】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【斜視図】 【内部機構を省略した 

    Ａ－Ａ断面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録

を受けようとする部分である。（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 

H9 

意匠登録第     号  1378263 

日本意匠分類  H7-1320 

意匠に係る物品  座標入力機 

： 

： 

意匠登録第     号  1378527 

日本意匠分類  H7-1320 

意匠に係る物品  座標入力機 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【Ｂ－Ｂ部拡大図】 

【内部機構を省略した 

  Ａ－Ａ線拡大端面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【Ｂ－Ｂ部拡大図】 

【内部機構を省略した 

  Ａ－Ａ線拡大端面図】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が部分意匠の意匠登録を受け

ようとする部分であります。（後略） 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が部分意匠の登録を受けよう

とする部分であります。（後略） 



本意匠 関連意匠 

H10 

意匠登録第     号  1346267 

日本意匠分類  H7-43  

意匠に係る物品  無線電話機 

： 

： 

意匠登録第     号  1346700 

日本意匠分類  H7-43  

意匠に係る物品  無線電話機 

： 

： 

【正面図】 
【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【操作部可動状態を 

  示す斜視図（１）】 

【斜視図】 

【操作部可動状態を 

  示す斜視図（２）】 
【操作部可動状態を 

  示す斜視図（３）】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 【右側面図】 【斜視図】 

【操作部可動状態を 

  示す斜視図（１）】 

【操作部可動状態を 

  示す斜視図（３）】 

【操作部可動状態を 

  示す斜視図（２）】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
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。（後

略） 

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。（後

略） 



本意匠 関連意匠 

H11 

意匠登録第     号  1346267 

日本意匠分類  H7-43  

意匠に係る物品  無線電話機 

： 

： 

意匠登録第     号  1346701 

日本意匠分類  H7-43  

意匠に係る物品  無線電話機 

： 

： 

【正面図】 
【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 
【斜視図】 

【操作部可動状態を 

  示す斜視図（１）】 

【操作部可動状態を 

  示す斜視図（２）】 

【操作部可動状態を 

  示す斜視図（３）】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【背面図】 

【斜視図】 

【操作部可動状態を 

  示す斜視図（１）】 

【操作部可動状態を 

  示す斜視図（３）】 

【操作部可動状態を 

  示す斜視図（２）】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
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。（後

略） 

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。（後

略） 



H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

本意匠 関連意匠 

H1 

意匠登録第     号  1399836 

日本意匠分類      H1-10 

意匠に係る物品  光ファイバ収束器 

： 

： 

意匠登録第     号  1399985 

日本意匠分類  H1-10 

意匠に係る物品  光ファイバ収束器 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 【Ａ－Ａ’部分拡大図】 

【Ｂ－Ｂ’部分拡大図】 

【Ｃ－Ｃ’部分拡大図】 

【Ｄ－Ｄ’及びＥ－Ｅ’部分拡大図】 

【右側面図】 

【Ｂ－Ｂ’部分拡大図】 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【Ａ－Ａ’部分拡大図】 【Ｃ－Ｃ’部分拡大図】 

【Ｄ－Ｄ’及びＥ－Ｅ’部分拡大図】 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表した部分（出射側コネ

クタの先端部分）が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、一点鎖線は部分意匠として意匠登録

を受けようとする部分とその他の部分の

境界のみを示す線である。（後略） 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表した部分（出射側コネク

タの先端部分）が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、一点

鎖線は部分意匠として意匠登録を受けよう

とする部分とその他の部分の境界のみを示

す線である。（後略） 



H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

本意匠 関連意匠 

H2 

意匠登録第     号  1399836 

日本意匠分類  H1-10 

意匠に係る物品  光ファイバ収束器 

： 

： 

意匠登録第     号  1399986 

日本意匠分類        H-110       

意匠に係る物品  光ファイバ収束器 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 【Ａ－Ａ’部分拡大図】 

【Ｂ－Ｂ’部分拡大図】 

【Ｃ－Ｃ’部分拡大図】 

【Ｄ－Ｄ’及びＥ－Ｅ’部分拡大図】 

【右側面図】 

【Ｂ－Ｂ’部分拡大図】 

【平面図】 

【Ａ－Ａ’部分拡大図】 

【右側面図】 

【Ｃ－Ｃ’部分拡大図】 

【Ｄ－Ｄ’及びＥ－Ｅ’部分拡大図】 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表した部分（出射側コネ

クタの先端部分）が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、一点鎖線は部分意匠として意匠登録

を受けようとする部分とその他の部分の

境界のみを示す線である。（後略） 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表した部分（出射側コネ

クタの先端部分）が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、一点鎖線は部分意匠として意匠登録

を受けようとする部分とその他の部分の

境界のみを示す線である。（後略） 



H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

本意匠 関連意匠 

H3 

意匠登録第     号  1397158 

日本意匠分類      H1-351 

意匠に係る物品  差込プラグ受け具 

： 

： 

意匠登録第     号  1410932 

日本意匠分類  H1-3402  

意匠に係る物品  差込プラグ受け具 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【蓋の開閉動作途中 

      の斜視図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【蓋が閉じた状態 

     の斜視図】 

【蓋が閉じた状態 

     の斜視図】 

【斜視図】 

【蓋が閉じた 

 状態の正面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 

【蓋が閉じた 

 状態の平面図】 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を

受けようとする部分である。（後略） 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を

受けようとする部分である。（後略） 



H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

本意匠 関連意匠 

H4 

意匠登録第     号  1401065 

日本意匠分類  H1-49 

意匠に係る物品  光通信用モジュール 

： 

： 

意匠登録第     号  1402052 

日本意匠分類  H1-49  

意匠に係る物品  光通信用モジュール 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図１】 

【内部機構を省略した 

  Ａ－Ａ切断部端面拡大図】 

【斜視図２】 

【平面図】 

【正面図】 
【右側面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【内部機構を省略した 

  Ａ－Ａ切断部端面拡大図】 

【斜視図２】 【斜視図１】 

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。 



H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

本意匠 関連意匠 

H5 

意匠登録第     号  1401229 

日本意匠分類      H1-5590 ： 

意匠に係る物品  自動車用バックセンサ取付具 ： 

意匠登録第     号  1401546 

日本意匠分類  H1-5590  ： 

意匠に係る物品  自動車用バックセンサ取付具 ： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【背面図】 

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。 

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。 



H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

本意匠 関連意匠 

H6 

意匠登録第     号  1390415 

日本意匠分類  H1-75 

意匠に係る物品  光源モジュール 

： 

： 

意匠登録第     号  1412330 

日本意匠分類  H1-75   

意匠に係る物品  光源モジュール 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【Ａ－Ａ，Ｂ－Ｂ部分拡大図】 

【Ｃ－Ｃ端面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【Ｄ－Ｄ端面図】 

【Ｅ－Ｅ端面図】 【Ｆ－Ｆ端面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ，Ｂ－Ｂ部分拡大図】 

【Ｆ－Ｆ端面図】 【Ｅ－Ｅ端面図】 

【Ｃ－Ｃ端面図】 

【Ｄ－Ｄ端面図】 

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。各端面図において二重ハッチ

ングで表される部分は透光性を有する。（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。各端面図において二重ハッチ

ングで表される部分は透光性を有する。（後略） 



H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

本意匠 関連意匠 

H7 

意匠登録第     号  1400421 

日本意匠分類      H1-75 

意匠に係る物品  発光ダイオード電球 

： 

： 

意匠登録第     号  1400561 

日本意匠分類  H1-75  

意匠に係る物品  発光ダイオード電球 

： 

： 

【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】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 【背面図】 

【斜視図】 

意匠の説明 ： 
本物品における導光板は透明である。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 ： 
本物品における導光板は透明である。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。 



H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

本意匠 関連意匠 

H8 

意匠登録第     号  1401638 

日本意匠分類      H1-75 

意匠に係る物品  発光ダイオードランプ 

： 

： 

意匠登録第     号  1402041 

日本意匠分類  H1-75 

意匠に係る物品  発光ダイオードランプ 

： 

： 

【正面図】 
【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【使用状態の参考断面図】 

【Ａ－Ａ’断面図】 

【使用状態の参考図】 

【斜視図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 【背面図】 

【使用状態の参考図】 

【使用状態の参考断面図】 

【Ａ－Ａ’断面図】 【斜視図】 

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。 



H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

本意匠 関連意匠 

H9 

意匠登録第     号  1394604 

日本意匠分類      H1-800 

意匠に係る物品  端子付電池 

： 

： 

意匠登録第     号  1395060 

日本意匠分類  H1-800  

意匠に係る物品  端子付電池 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ’断面図】 【Ｂ－Ｂ’断面図】 

【Ｃ－Ｃ’部分拡大図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ’断面図】 【Ｂ－Ｂ’断面図】 

【斜視図】 【Ｃ－Ｃ’部分拡大図】 

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。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 ： 
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。一点

鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けようとす

る部分とその他の部分との境界のみを示す線であ

る。 



H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

本意匠 関連意匠 

H10 

意匠登録第     号  1404823 

日本意匠分類      H2-110 

意匠に係る物品  発電機 

： 

： 

意匠登録第     号  1405012 

日本意匠分類  H2-110  

意匠に係る物品  発電機 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

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。 

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。 



H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

本意匠 関連意匠 

H11 

意匠登録第     号  1401913 

日本意匠分類  H7-120 

意匠に係る物品  舶用機器用操作器 

： 

： 

意匠登録第     号  1404995 

日本意匠分類  H7-120      ： 

意匠に係る物品  舶用機器用操作器 ： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【参考斜視図】 

【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】 
【参考平面図】 

意匠の説明 ： 
参考図の表面部全体に表された濃淡は、い

ずれも立体表面の形状を特定するためのも

のである。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 ： 
各参考図の表面部全体に表された濃淡は、いずれ

も立体表面の形状を特定するためのものである。

また正面図、左右側面図、背面図、平面図に表さ

れた細線はいずれも立体形状を表すためのもので

ある。実線で表された部分が、部分意匠として意

匠出願を受けようとする部分である。 



H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

本意匠 関連意匠 

H12 

意匠登録第     号  1375249 

日本意匠分類  H7-212 

意匠に係る物品  アイシーレコーダー 

： 

： 

意匠登録第     号  1375514 

日本意匠分類        H7-212      

意匠に係る物品  アイシーレコーダー 

： 

： 

【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】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 【背面図】 

【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。 

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 

H1 

意匠登録第     号  1411054 

日本意匠分類  H1-04 

意匠に係る物品  電子計算機用キー釦 

： 

： 

意匠登録第     号  1411413 

日本意匠分類  H1-04 

意匠に係る物品  電子計算機用キー釦 

： 

： 

【使用状態を示す参考図】 

【左側面図】 

【底面側斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【平面側斜視図】 

【Ａ－Ａ’断面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【左側面図】 

【底面側斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【平面側斜視図】 

【Ａ－Ａ’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 ： 
断面図を含む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 ： 
断面図を含む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 

H2 

意匠登録第     号  1426670 

日本意匠分類  H1-411 

意匠に係る物品  コンデンサ 

： 

： 

意匠登録第     号  1426958 

日本意匠分類  H1-411 

意匠に係る物品  コンデンサ 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【内部構造を省略した 

  A－A部分における 

      B－B線端面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【内部構造を省略した 

  A－A部分における 

      B－B線端面図】 

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。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 

H3 

意匠登録第     号  1426670 

日本意匠分類  H1-411 

意匠に係る物品  コンデンサ 

： 

： 

意匠登録第     号  1426959 

日本意匠分類  H1-411 

意匠に係る物品  コンデンサ 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【内部構造を省略した 

  A－A部分における 

      B－B線端面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【内部構造を省略した 

  A－A部分における 

      B－B線端面図】 

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。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 

H4 

意匠登録第     号  1412394 

日本意匠分類  H1-75 

意匠に係る物品  発光ダイオードランプ 

： 

： 

意匠登録第     号  1412845 

日本意匠分類  H1-75 

意匠に係る物品  発光ダイオードランプ 

： 

： 

【斜視図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ線断面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ線断面図】 

【底面図】 

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 

H5 

意匠登録第     号  1412394 

日本意匠分類  H1-75 

意匠に係る物品  発光ダイオードランプ 

： 

： 

意匠登録第     号  1412847 

日本意匠分類  H1-75 

意匠に係る物品  発光ダイオードランプ 

： 

： 

【斜視図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ線断面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ線断面図】 

【底面図】 

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 

H6 

意匠登録第     号  1425670 

日本意匠分類  H1-75 

意匠に係る物品  発光ダイオードランプ 

： 

： 

意匠登録第     号  1425958 

日本意匠分類  H1-75 

意匠に係る物品  発光ダイオードランプ 

： 

： 

【内部機構を省略した 

A－A線断面図】 

【左側面図】 【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【斜視図（２）】 
【斜視図（１）】 

【内部機構を省略した 

 B－B線断面図】 

【内部機構を省略した 

A－A線断面図】 

【左側面図】 【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【斜視図（２）】 
【斜視図（１）】 

【内部機構を省略した 

 B－B線断面図】 

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 

H7 

意匠登録第     号   1425670 

日本意匠分類   H1-75 

意匠に係る物品  発光ダイオードランプ 

： 

： 

意匠登録第     号  1425959 

日本意匠分類  H1-75 

意匠に係る物品  発光ダイオードランプ 

： 

： 

【内部機構を省略した 

A－A線断面図】 

【左側面図】 【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【斜視図（２）】 
【斜視図（１）】 

【内部機構を省略した 

 B－B線断面図】 

【内部機構を省略した 

A－A線断面図】 

【左側面図】 【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【斜視図（２）】 
【斜視図（１）】 

【内部機構を省略した 

 B－B線断面図】 

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 

H8 

意匠登録第     号  1432096 

日本意匠分類  H1-75 

意匠に係る物品  全方向性発光ダイオードランプ 

： 

： 

意匠登録第     号  1448256 

日本意匠分類  H1-75 

意匠に係る物品  発光ダイオードランプ 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【参考斜視図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【参考斜視図】 

H22年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
本意匠は、本物品の一部であり、実線部が意匠登

録を受けようとする部分であり、二点鎖線部はそ

の他の部分である。 

意匠の説明 ： 
本意匠は、本物品の一部であり、実線部が意匠登

録を受けようとする部分であり、二点鎖線部はそ

の他の部分である。 



本意匠 関連意匠 

H9 

意匠登録第     号  1432096 

日本意匠分類  H1-75 

意匠に係る物品  全方向性発光ダイオードランプ 

： 

： 

意匠登録第     号  1448257 

日本意匠分類  H1-75 

意匠に係る物品  発光ダイオードランプ 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【参考斜視図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【参考斜視図】 

H22年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
本意匠は、本物品の一部であり、実線部が意匠登

録を受けようとする部分であり、二点鎖線部はそ

の他の部分である。 

意匠の説明 ： 
本意匠は、本物品の一部であり、実線部が意匠登

録を受けようとする部分であり、二点鎖線部はそ

の他の部分である。 



本意匠 関連意匠 

H10 

意匠登録第     号  1411976 

日本意匠分類  H7-233 

意匠に係る物品  イヤホン 

： 

： 

意匠登録第     号 1412313 

日本意匠分類  H7-233 

意匠に係る物品  イヤホン 

： 

： 

【斜視図1(前方斜視)】 

【背面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 【斜視図2(後方斜視)】 

【正面図】 

【斜視図1(前方斜視)】 

【背面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 【斜視図2(後方斜視)】 

【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 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録

を受けようとする部分である。一点鎖線は、部分

意匠として意匠登録を受けようとする部分とその

他の部分との境界のみを示す線である。 



本意匠 関連意匠 

H11 

意匠登録第     号  1417054 

日本意匠分類  H7-43 

意匠に係る物品  カメラ付き携帯電話機 

： 

： 

意匠登録第     号  1417186 

日本意匠分類  H7-43 

意匠に係る物品  カメラ付き携帯電話機 

： 

： 

【透明部を示した参考図】 

【左側面図】 

【内部機構を省略した 

       A－A断面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【背面側斜視図】 

【各部の名称を示した参考図】 

【透明部を示した参考図】 

【左側面図】 

【内部機構を省略した 

       A－A断面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【背面側斜視図】 

【各部の名称を示した参考図】 

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 

H12 

意匠登録第     号  1415615 

日本意匠分類  H7-724 

意匠に係る物品  携帯用電子計算機 

： 

： 

意匠登録第     号  1416488 

日本意匠分類  H7-724 

意匠に係る物品  携帯用電子計算機 

： 

： 

【内部機構を省略した 

    A－A’端面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 【斜視図】 

【正面図】 

【内部機構を省略した 

    A－A’端面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 【斜視図】 

【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 ： 
端面図を含む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 ： 
端面図を含む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 

H13 

意匠登録第     号  1441605 

日本意匠分類  H7-725 

意匠に係る物品  携帯情報端末機 

： 

： 

意匠登録第     号  1442154 

日本意匠分類  H7-725 

意匠に係る物品  携帯情報端末機 

： 

： 

【内部機構を省略した 

    B－B’端面図】 

【後方斜視図】 

【内部機構を省略した 

     A－A’端面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【C－C’部分拡大図】 

【内部機構を省略した 

    B－B’端面図】 

【D－D’部分拡大図】 

【内部機構を省略した 

     A－A’端面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【C－C’部分拡大図】 

【後方斜視図】 

H22年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
端面図を含む、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。

（後略） 

意匠の説明 ： 
端面図を含む、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。

（後略） 



本意匠 関連意匠 

H14 

意匠登録第     号  1441605 

日本意匠分類  H7-725 

意匠に係る物品  携帯情報端末機 

： 

： 

意匠登録第     号  1442155 

日本意匠分類  H7-725 

意匠に係る物品  携帯情報端末機 

： 

： 

【内部機構を省略した 

    B－B’端面図】 

【後方斜視図】 

【内部機構を省略した 

     A－A’端面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【C－C’部分拡大図】 

【内部機構を省略した 

    B－B’端面図】 

【後方斜視図】 

【内部機構を省略した 

     A－A’端面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【C－C’部分拡大図】 【D－D’部分拡大図】 

H22年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
端面図を含む、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。

（後略） 

意匠の説明 ： 
端面図を含む、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。

（後略） 



 

  本意匠 関連意匠 

H1 

意匠登録第     号  1453960 

日本意匠分類  H1-34260 

意匠に係る物品  同軸ケーブル付コネクター 

： 

： 

意匠登録第     号  1454269 

日本意匠分類  H1-34260 

意匠に係る物品  同軸ケーブル付コネクター 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【参考斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【参考斜視図】 

【底面図】 【底面図】 

意匠の説明 ： 
（前略）各図において黄色で塗りつぶした部分以

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 ： 
（前略）各図において黄色で塗りつぶした部分以

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。 



 

  本意匠 関連意匠 

H2 

意匠登録第     号  1439538 

日本意匠分類  H1-460 

意匠に係る物品  電子回路用基板 

： 

： 

意匠登録第     号  1439903 

日本意匠分類  H1-460 

意匠に係る物品  電子回路用基板 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【Ａ－Ａ、Ｂ－Ｂ部 

の拡大図】 

【斜視図】 【Ｃ－Ｃ、Ｄ－Ｄ、

Ｅ－Ｅ部の拡大図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【Ａ－Ａ、Ｂ－Ｂ部 

の拡大図】 

【斜視図】 【Ｃ－Ｃ、Ｄ－Ｄ、

Ｅ－Ｅ部の拡大図】 

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。（中略）一

点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けよ

うとする部分とその他の部分との境界のみを

示す線である。（後略） 

意匠の説明 ： 
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 

H3 

意匠登録第     号  1439538 

日本意匠分類  H1-460 

意匠に係る物品  電子回路用基板 

： 

： 

意匠登録第     号  1439904 

日本意匠分類  H1-460 

意匠に係る物品  電子回路用基板 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【Ａ－Ａ、Ｂ－Ｂ部 

の拡大図】 

【斜視図】 【Ｃ－Ｃ、Ｄ－Ｄ、

Ｅ－Ｅ部の拡大図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【Ａ－Ａ、Ｂ－Ｂ部 

の拡大図】 

【斜視図】 【Ｃ－Ｃ、Ｄ－Ｄ、

Ｅ－Ｅ部の拡大図】 

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。（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。（中略）一

点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けよ

うとする部分とその他の部分との境界のみを

示す線である。（後略） 



 

  本意匠 関連意匠 

H4 

意匠登録第     号  1439538 

日本意匠分類  H1-460 

意匠に係る物品  電子回路用基板 

： 

： 

意匠登録第     号  1439909 

日本意匠分類  H1-460 

意匠に係る物品  電子回路用基板 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【Ａ－Ａ、Ｂ－Ｂ部 

の拡大図】 

【斜視図】 【Ｃ－Ｃ、Ｄ－Ｄ、

Ｅ－Ｅ部の拡大図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【Ａ－Ａ、Ｂ－Ｂ部 

の拡大図】 

【斜視図】 【Ｃ－Ｃ、Ｄ－Ｄ、

Ｅ－Ｅ部の拡大図】 

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。（中略）一

点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けよ

うとする部分とその他の部分との境界のみを

示す線である。（後略） 

意匠の説明 ： 
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）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 

H5 

意匠登録第     号  1426495 

日本意匠分類  H1-75 

意匠に係る物品  発光ダイオードランプ 

： 

： 

意匠登録第     号  1442158 

日本意匠分類  H1-75 

意匠に係る物品  発光ダイオードランプ 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【モジュール上に配置された

発光部分を示す拡大参考図】 【斜視図】 

【左側面図】 【Ａ－Ａ’断面図】 【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【モジュール上に配置された

発光部分を示す拡大参考図】 【斜視図】 

【左側面図】 【Ａ－Ａ’断面図】 

【背面図】 

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 

H6 

意匠登録第     号  1449026 

日本意匠分類  H2-4230 ： 

意匠に係る物品  配線用ボックス ： 

意匠登録第     号  1449274 

日本意匠分類  H2-4230 ： 

意匠に係る物品  配線用ボックス ： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 【Ｄ－Ｄ断面図】 

【Ｃ－Ｃ断面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【使用状態参考図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 

【Ｄ－Ｄ断面図】 【Ｃ－Ｃ断面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【使用状態参考図】 

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。一点鎖線は部分意匠として

登録を受けようとする部分とその他の部分との境

界のみを示す線である。 

意匠の説明 ： 
実線で示した部分が部分意匠として登録を受けよ

うとする部分である。一点鎖線は部分意匠として

登録を受けようとする部分とその他の部分との境

界のみを示す線である。 



 

  本意匠 関連意匠 

H7 

意匠登録第     号  1461181 

日本意匠分類  H7-725 

意匠に係る物品  携帯情報端末機 

： 

： 

意匠登録第     号  1461855 

日本意匠分類  H7-725 

意匠に係る物品  携帯情報端末機 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【後方斜視図】 

【斜視図】 

【内部機構を省略した 

 Ａ－Ａ’端面図 】 

【各部の名称を

示す参考図】 

【透明部を示す

参考正面図】 

【内部機構を省略した 

  Ｂ－Ｂ’端面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【後方斜視図】 

【斜視図】 

【内部機構を省略した 

 Ａ－Ａ’端面図 】 

【各部の名称を

示す参考図】 

【透明部を示す

参考正面図】 

【内部機構を省略した 

  Ｂ－Ｂ’端面図】 

意匠の説明 ： 
端面図を含む、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。

（後略） 

意匠の説明 ： 
端面図を含む、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。

（後略） 



 

  本意匠 関連意匠 

H8 

意匠登録第     号  1461181 

日本意匠分類  H7-725 

意匠に係る物品  携帯情報端末機 

： 

： 

意匠登録第     号  1461859 

日本意匠分類  H7-725 

意匠に係る物品  携帯情報端末機 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【後方斜視図】 

【斜視図】 

【内部機構を省略した 

 Ａ－Ａ’端面図 】 

【各部の名称を

示す参考図】 

【透明部を示す

参考正面図】 

【内部機構を省略した 

  Ｂ－Ｂ’端面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【後方斜視図】 

【斜視図】 

【内部機構を省略した 

 Ａ－Ａ’端面図 】 

【各部の名称を

示す参考図】 

【透明部を示す

参考正面図】 

【内部機構を省略した 

  Ｂ－Ｂ’端面図】 

意匠の説明 ： 
端面図を含む、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。

（後略） 

意匠の説明 ： 
端面図を含む、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。

（後略） 



 

  本意匠 関連意匠 

H9 

意匠登録第     号  1461181 

日本意匠分類  H7-725 

意匠に係る物品  携帯情報端末機 

： 

： 

意匠登録第     号  1461860 

日本意匠分類  H7-725 

意匠に係る物品  携帯情報端末機 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【後方斜視図】 

【斜視図】 

【内部機構を省略した 

 Ａ－Ａ’端面図 】 

【各部の名称を

示す参考図】 

【透明部を示す

参考正面図】 

【内部機構を省略した 

  Ｂ－Ｂ’端面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【後方斜視図】 

【斜視図】 

【内部機構を省略した 

 Ａ－Ａ’端面図 】 

【各部の名称を

示す参考図】 

【透明部を示す

参考正面図】 

【内部機構を省略した 

  Ｂ－Ｂ’端面図】 

意匠の説明 ： 
端面図を含む、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。

（後略） 

意匠の説明 ： 
端面図を含む、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。

（後略） 



 

  本意匠 関連意匠 

H10 

意匠登録第     号  1461181 

日本意匠分類  H7-725 

意匠に係る物品  携帯情報端末機 

： 

： 

意匠登録第     号  1461864 

日本意匠分類  H7-725 

意匠に係る物品  携帯情報端末機 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【後方斜視図】 

【斜視図】 

【内部機構を省略した 

 Ａ－Ａ’端面図 】 

【各部の名称を

示す参考図】 

【透明部を示す

参考正面図】 

【内部機構を省略した 

  Ｂ－Ｂ’端面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【後方斜視図】 

【斜視図】 

【内部機構を省略した 

 Ａ－Ａ’端面図 】 

【各部の名称を

示す参考図】 

【透明部を示す

参考正面図】 

【内部機構を省略した 

  Ｂ－Ｂ’端面図】 

意匠の説明 ： 
端面図を含む、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。

（後略） 

意匠の説明 ： 
端面図を含む、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。

（後略） 



 

  本意匠 関連意匠 

H11 

意匠登録第     号  1461181 

日本意匠分類  H7-725 

意匠に係る物品  携帯情報端末機 

： 

： 

意匠登録第     号  1461867 

日本意匠分類  H7-725 

意匠に係る物品  携帯情報端末機 

： 

： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【後方斜視図】 

【斜視図】 

【内部機構を省略した 

 Ａ－Ａ’端面図 】 

【各部の名称を

示す参考図】 

【透明部を示す

参考正面図】 

【内部機構を省略した 

  Ｂ－Ｂ’端面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【後方斜視図】 

【斜視図】 

【内部機構を省略した 

 Ａ－Ａ’端面図 】 

【各部の名称を

示す参考図】 

【透明部を示す

参考正面図】 

【内部機構を省略した 

  Ｂ－Ｂ’端面図】 

意匠の説明 ： 
端面図を含む、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。

（後略） 

意匠の説明 ： 
端面図を含む、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。

（後略） 



 

  本意匠 関連意匠 

H12 

意匠登録第     号  1443490 

日本意匠分類  H7-792 ： 

意匠に係る物品  携帯電子機器用ホルダー ： 

意匠登録第     号  1444413 

日本意匠分類  H7-792 ： 

意匠に係る物品  携帯電子機器用ホルダー ： 

H23年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【背面斜視図】 【正面斜視図】 【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【背面斜視図】 【正面斜視図】 

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。各図

の表面の一部に表された略平行の細線

は、立体表面の形状を表す線である。  

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。各図

の表面の一部に表された略平行の細線

は、立体表面の形状を表す線である。 



 

  

 

本意匠 関連意匠 

H1 

意匠登録第     号  1463569 

日本意匠分類  H1-75 

意匠に係る物品  発光ダイオードランプ 

： 

： 

意匠登録第     号  1463780 

日本意匠分類  H1-759 

意匠に係る物品  発光ダイオードランプ用反射面付きレンズ 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 【Ａ－Ａ断面図】 

【底面図】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 

【正面図】 

【平面図】 【Ａ－Ａ断面図】 

【底面図】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 

【左側面図】 【背面図】 

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。（後略） 

意匠の説明 ： 
実線で表わされた部分が部分意匠として意匠登録

を受けようとする部分である。（後略） 



 

  

本意匠 関連意匠 

H2 

意匠登録第     号  1484555 

日本意匠分類  H7-122 

意匠に係る物品  エアーコンディショナー用リモートコントローラー 

： 

： 

意匠登録第     号  1485068 

日本意匠分類  H7-122 

意匠に係る物品  エアーコンディショナー用リモートコントローラー 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【背面図】 

【底面図】 【斜視図】 

【左側面図】 【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【背面図】 

【底面図】 【斜視図】 

【左側面図】 

意匠の説明 ： 
図中、一点鎖線で囲われた部分が、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、一点鎖線で囲われた部分が、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 

H3 

意匠登録第     号  1476188 

日本意匠分類  H7-131 

意匠に係る物品  電子計算機用データ入力機 

： 

： 

意匠登録第     号  1476365 

日本意匠分類  H7-131 

意匠に係る物品  電子計算機用データ入力機 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

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。 

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 

H4 

意匠登録第     号  1471858 

日本意匠分類  H7-1322 

意匠に係る物品  電子ペン 

： 

： 

意匠登録第     号  1472873 

日本意匠分類  H7-1322 

意匠に係る物品  電子ペン 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面】 

【底面図】 

【斜視図】 

【左側面】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面】 

【底面図】 

【斜視図】 

【左側面】 

意匠の説明 ： 
各図において実線で表された部分が、部分意匠と

して意匠登録を受けようとする部分である。一点

鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けようとす

る部分とそれ以外の部分の境界を示す。 

意匠の説明 ： 
各図において実線で表された部分が、部分意匠と

して意匠登録を受けようとする部分である。一点

鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けようとす

る部分とそれ以外の部分の境界を示す。 



 

  本意匠 関連意匠 

H5 

意匠登録第     号  1454646 

日本意匠分類  H7-233 

意匠に係る物品  ヘッドホン 

： 

： 

意匠登録第     号  1454796 

日本意匠分類  H7-233 

意匠に係る物品  ヘッドホン 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【ヘッドバンドの

一部を伸ばした状

態の参考斜視図】 

【参考斜視図】 【参考一部拡大図１】 

【参考一部拡大図２】 【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【ヘッドバンドの

一部を伸ばした状

態の参考斜視図】 

【参考斜視図】 【参考一部拡大図１】 

【参考一部拡大図２】 

意匠の説明 ： 
図面代用写真において、黄色に塗りつぶした部分

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 ： 
図面代用写真において、黄色に塗りつぶした部分

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。 



 

  

 

本意匠 関連意匠 

H6 

意匠登録第     号  1462881 

日本意匠分類  H7-233 

意匠に係る物品  イヤホン 

： 

： 

意匠登録第     号  1463280 

日本意匠分類  H7-233 

意匠に係る物品  イヤホン 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【左側側面】 

【背面側からの斜視図】 【正面側からの斜視図】 

【イヤピースを外した

状態の参考背面図】 【Ａ－Ａ断面図】 【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【左側側面】 

【背面側からの斜視図】 【正面側からの斜視図】 

【イヤピースを外した

状態の参考背面図】 【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。Ａ－Ａ断面図は、

右側面図に記載のＡ－Ａ線にて切断したときの、

内部構造の一部を省略した断面図である。 

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。Ａ－Ａ断面図は、

右側面図に記載のＡ－Ａ線にて切断したときの内

部構造の一部を省略した断面図である。 



 

  本意匠 関連意匠 

H7 

意匠登録第     号  1473945 

日本意匠分類  H7-724 

意匠に係る物品  携帯用電子計算機 

： 

： 

意匠登録第     号  1474255 

日本意匠分類  H7-724 

意匠に係る物品  携帯用電子計算機 

： 

： 

H24年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 【斜視図】 

【内部機構を省略した 

 Ａ－Ａ’端面図 】 

【各部の名称を示す参考図】 

【 Ｂ－Ｂ’部分拡大図】 

【左側面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 【斜視図】 

【内部機構を省略した 

 Ａ－Ａ’端面図 】 

【各部の名称を示す参考図】 

【 Ｂ－Ｂ’部分拡大図】 

【左側面図】 

意匠の説明 ： 
端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 ： 
端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 意匠登録第     号  1506168 

日本意匠分類  H1-411 ： 

意匠に係る物品  固定コンデンサー ： 

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、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  13-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  H1-411 ： 

意匠に係る物品  固定コンデンサー ： 

国際意匠分類  13-03 ： 

 1506370 

H1 

【参考底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【底面図】 

 

【斜視図】 

【参考底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1487503 

日本意匠分類  H1-5500 ： 

意匠に係る物品  水分センサ ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
透光性を有する部分を示す参考正面図におい
て、薄墨を施した部分は透光性を有する。部
分意匠として意匠登録を受けようとする部分
を実線で、それ以外の部分を破線で表した。
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
た。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  10-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  H1-5500 ： 

意匠に係る物品  水分センサ ： 

国際意匠分類  10-05 ： 

 1501708 

H2 

【透光性を有する部分を示す

参考正面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【底面図】 

 

【斜視図】 

【左側面図】 

【背面図】 

【各部の名称を示す参考図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【背面図】 

【各部の名称を示す参考図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1500211 

日本意匠分類  H7-110 ： 

意匠に係る物品  ガス検知器 ： 

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  10-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  H7-110 ： 

意匠に係る物品  ガス検知器 ： 

国際意匠分類  10-05 ： 

 1500642 

H3 

【背面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【斜視図】 

【底面図】 

 

【背面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【斜視図】 

【底面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1530211 

日本意匠分類  H7-210 ： 

意匠に係る物品  ジュークボックス本体 ： 

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。各部の表面部に表さ
れた細線は、いずれも立体表面の形状を特定する
ためのものである。 

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。各部の表面部に表さ
れた細線は、いずれも立体表面の形状を特定する
ためのものである。 

国際意匠分類  14-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  H7-210 ： 

意匠に係る物品  ジュークボックス本体 ： 

国際意匠分類  14-01 ： 

1530417 

H4 

【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

 

【平面図】 

【斜視図】 【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1519444 

日本意匠分類  H7-591 ： 

意匠に係る物品  インクジェット記録機用液体容器 ： 

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。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
分との境界線のみを示す線である。（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。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
分との境界線のみを示す線である。（後略） 

国際意匠分類  14-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  H7-591 ： 

意匠に係る物品  インクジェット記録機用液体容器 ： 

国際意匠分類  14-02 ： 

1519636 

H5 

【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

 

【平面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ断面図】 【Ｂ－Ｂ断面図】 

【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ断面図】 【Ｂ－Ｂ断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1513520 

日本意匠分類  H7-61 ： 

意匠に係る物品  プロジェクター ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
端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。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 ： 
端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。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  14-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  H7-61 ： 

意匠に係る物品  プロジェクター ： 

国際意匠分類  14-03 ： 

1513951 

H6 

【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【後方斜視図】 

【斜視図】 【内部機構を省略した 

Ａ－Ａ’端面図】 

【背面図】 【底面図】 

【正面図】 

 

【左側面図】 【右側面図】 

【後方斜視図】 

【斜視図】 【内部機構を省略した 

Ａ－Ａ’端面図】 
【平面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1514185 

日本意匠分類 H1-34200 ： 

意匠に係る物品 電気コネクタ ： 

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 ： 
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 13-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H1-34200 ： 

意匠に係る物品 電気コネクタ ： 

国際意匠分類 13-03 ： 

1514429 

H1 

【平面図】 

【正面図】 

 

【背面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【未嵌合状態参考図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【未嵌合状態参考図】 

【斜視図】 

【底面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1524453 

日本意匠分類 H1-3433 ： 

意匠に係る物品 電気コネクタ ： 

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、意匠登
録を受けようとする部分とその他の部分との境界
を示す線である。「参考斜視図１」及び「参考斜
視図２」において青色の着色を施した部分が、部
分意匠として意匠登録を受けようとする部分であ
る。 

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、意匠登
録を受けようとする部分とその他の部分との境界
を示す線である。「参考斜視図１」及び「参考斜
視図２」において青色の着色を施した部分が、部
分意匠として意匠登録を受けようとする部分であ
る。 

国際意匠分類 13-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H1-3434 ： 

意匠に係る物品 電気コネクタ ： 

国際意匠分類 13-03 ： 

1524629 

H2 

【平面図】 

【正面図】 

 

【正面、平面及び右側

面を表す斜視図】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【背面図】 

【参考斜視図１】 

【正面、右側面及び底

面を表す斜視図】 
【平面図】 

【正面図】 

【正面、平面及び右側

面を表す斜視図】 

【底面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【背面図】 

【参考斜視図１】 

【正面、右側面及び底

面を表す斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1533009 

日本意匠分類 H1-390 ： 

意匠に係る物品 端子台カバー ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（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。 
Ａ－Ａ´線断面図及びＢ－Ｂ´線切断部端面図を
含めて部分意匠として意匠登録を受けようとする
部分を特定している。 

意匠の説明 ： 
（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。 
Ａ－Ａ´線断面図及びＢ－Ｂ´線切断部端面図を
含めて部分意匠として意匠登録を受けようとする
部分を特定している。 

国際意匠分類 13-99 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H1-390 ： 

意匠に係る物品 端子台カバー ： 

国際意匠分類 13-99 ： 

1533147 

H3 

【平面図】 

【正面図】 

 

【参考斜視図】 

【Ａ－Ａ´線断面図】 【右側面図】 

【背面図】 【Ｂ－Ｂ´線切断部端面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【参考斜視図】 

【Ａ－Ａ´線断面図】 【右側面図】 

【背面図】 【Ｂ－Ｂ´線切断部端面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1523692 

日本意匠分類 H1-410 ： 

意匠に係る物品 コンデンサ ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表された部分が、部分意匠として
意匠登録を受けようとする部分である。一点鎖線
は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部
分とその他の部分との境界のみを示す線である。
「参考斜視図」にて、青色の着色を施した部分
が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部
分である。 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表された部分が、部分意匠として
意匠登録を受けようとする部分である。一点鎖線
は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部
分とその他の部分との境界のみを示す線である。
「参考斜視図」にて、青色の着色を施した部分
が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部
分である。 

国際意匠分類 13-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H1-410 ： 

意匠に係る物品 コンデンサ ： 

国際意匠分類 13-03 ： 

1523984 

H4 

【平面図】 

 

【正面図】 【背面図】 

【各部の名称を示す参考図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【斜視図】 

【右側面図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ断面図】 【参考斜視図】 

【内部機構を省略した

Ｂ－Ｂ断面図】 

【平面図】 

【正面図】 【背面図】 

【各部の名称を示す参考図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【斜視図】 

【右側面図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ断面図】 【参考斜視図】 

【内部機構を省略した

Ｂ－Ｂ断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1519751 

日本意匠分類 H1-460 ： 

意匠に係る物品 電子回路用基板 ： 

H26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。 

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。 

国際意匠分類 14-99 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H1-460 ： 

意匠に係る物品 電子回路用基板 ： 

国際意匠分類 14-99 ： 

1520122 

H5 

 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

 

【平面図】 

【背面から見た斜視図】 【斜視図】 

【背面図】 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【背面から見た斜視図】 【斜視図】 

【背面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1515186 

日本意匠分類 H1-557 ： 

意匠に係る物品 圧力センサ ： 

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 13-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H1-557 ： 

意匠に係る物品 圧力センサ ： 

国際意匠分類 13-03 ： 

1533717 

H6 

【底面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【各部名称を示す斜視

参考図２】 【背面図】 

【斜視図２】 【斜視図１】 

【底面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【各部名称を示す斜視

参考図２】 【背面図】 

【斜視図２】 【斜視図１】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1513567 

日本意匠分類 H1-62 ： 

意匠に係る物品 電磁接触器 ： 

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（「参考斜視図１」および「参考斜
視図２」の薄墨）部分が、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（「参考斜視図１」および「参考斜
視図２」の薄墨）部分が、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 13-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H1-62 ： 

意匠に係る物品 電磁接触器 ： 

国際意匠分類 13-03 ： 

1513964 

H7 

【底面図】 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【斜視図１】 

【斜視図３】 【参考斜視図２】 

【参考斜視図１】 

【斜視図２】 

【底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【背面図】 

【斜視図１】 

【斜視図３】 【参考斜視図２】 

【参考斜視図１】 

【斜視図２】 

【正面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1521465 

日本意匠分類 H1-75 ： 

意匠に係る物品 発光ダイオード ： 

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 25-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H1-75 ： 

意匠に係る物品 発光ダイオード ： 

国際意匠分類 25-01 ： 

1522253 

H8 

【電極部分を示す参考

底面側斜視図】 

 

【正面図】 

【平面側斜視図】 

【背面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【透明性を有する部分

を示す参考平面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【底面図】 

【底面側斜視図】 

【電極部分を示す参考

底面側斜視図】 

【正面図】 

【平面側斜視図】 

【背面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【透明性を有する部分

を示す参考平面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【底面図】 

【底面側斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1511638 

日本意匠分類 H2-20 ： 

意匠に係る物品 電源供給器 ： 

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 13-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H2-20 ： 

意匠に係る物品 電源供給器 ： 

国際意匠分類 13-02 ： 

1511924 

H9 

 

【正面図】 

【斜視図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【各部名称を示す参考

左側面図】 

【底面図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ端面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【各部名称を示す参考

右側面図】 

【正面図】 

【斜視図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【各部名称を示す参考

左側面図】 

【底面図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ端面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【各部名称を示す参考

右側面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1515745 

日本意匠分類 H2-220 ： 

意匠に係る物品 変圧器 ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
六面図において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 ： 
六面図において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 13-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H2-220 ： 

意匠に係る物品 変圧器 ： 

国際意匠分類 13-02 ： 

1515831 

H10 

 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 【斜視参考図】 

【底面図】 【背面図】 

【左側面図】 【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 
【斜視参考図】 

【底面図】 【背面図】 

【左側面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1514327 

日本意匠分類 H7-110 ： 

意匠に係る物品 ガス・火災警報器 ： 

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
の部分との境界を示す線である。 

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
の部分との境界を示す線である。 

国際意匠分類 10-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H7-110 ： 

意匠に係る物品 ガス・火災警報器 ： 

国際意匠分類 10-05 ： 

1514452 

H11 

 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【実施状態を示す参考図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ拡大端面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【内部機構を省略した

Ａ－Ａ拡大端面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1519380 

日本意匠分類 H7-1210 ： 

意匠に係る物品 便器洗浄用リモートコントローラー ： 

H26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、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。（後略） 

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。（後略） 国際意匠分類 23-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H7-1210 ： 

意匠に係る物品 便器洗浄用リモートコントローラー ： 

国際意匠分類 23-03 ： 

1519632 

H12 

 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面図】 【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1532422 

日本意匠分類 H7-721 ： 

意匠に係る物品 入金機能付き非接触カードリーダライタ ： 

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 10-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H7-721 ： 

意匠に係る物品 入金機能付き非接触カードリーダライタ ： 

国際意匠分類 10-05 ： 

1532580 

H13 

 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【参考斜視図】 

【底面図】 

【背面図】 【左側面図】 

【Ｂ－Ｂ部分の

参考斜視図 

【透光部を示す

右側面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【参考斜視図】 

【底面図】 

【背面図】 【左側面図】 

【Ｂ－Ｂ部分の

参考斜視図 

【透光部を示す

右側面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1535648 

日本意匠分類 H7-792 ： 

意匠に係る物品 携帯電話機用カバー ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として登録を受
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 03-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H7-792 ： 

意匠に係る物品 携帯電話機用カバー ： 

国際意匠分類 03-01 ： 

1535779 

H14 

 

【正面図】 

【右側面図】 

【平面図】 【参考図】 

【底面図】 

【背面図】 【左側面図】 

【Ｂ－Ｂ’部分拡大図】 

【Ａ－Ａ’線切

断部端面図】 

【正面図】 

【右側面図】 

【平面図】 【参考図】 

【底面図】 

【背面図】 【左側面図】 

【Ｂ－Ｂ’部分拡大図】 

【Ａ－Ａ’線切

断部端面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1543460 

日本意匠分類 H1-119 ： 

意匠に係る物品 電線付きモールド ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

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

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を
受けようとする部分である。（後略） 
 国際意匠分類 13-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H1-119 ： 

意匠に係る物品 電線付きモールド ： 

国際意匠分類 13-03 ： 

1543570 

H1 

【底面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1551042 

日本意匠分類 H1-4300 ： 

意匠に係る物品 コイル ： 

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。Ａ－Ａ線断面
図とＢ－Ｂ線断面図を含めて部分意匠として意匠
登録を受けようとする部分を特定している。 

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

国際意匠分類 13-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H1-4300 ： 

意匠に係る物品 コイル ： 

国際意匠分類 13-02 ： 

1551192 

H2 

【底面図】 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【Ｂ－Ｂ線断面図】 【Ａ－Ａ線断面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 【Ｂ－Ｂ線断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1571305 

日本意匠分類 H1-519 ： 

意匠に係る物品 高圧カットアウト等の取付金具 ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線であらわした部分が、部分意匠として意匠登
録を受けようとする部分である。 

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。 

国際意匠分類 13-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H1-519 ： 

意匠に係る物品 高圧カットアウト等の取付金具 ： 

国際意匠分類 13-03 ： 

1578468 

H3 

【使用状態を示す参考図（２）】 

 

【正面図】 

【斜視図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 【底面図】 

【使用状態を示す参考図（１）】 

【正面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 【底面図】 

【左側面図】 

【斜視図】 【使用状態を示す参考図（１）】 

【左側面図】 

【使用状態を示す参考図（２）】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1570293 

日本意匠分類 H1-523 ： 

意匠に係る物品 歯科診療椅子用フットコントローラ ： 

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。 

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 13-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H1-523 ： 

意匠に係る物品 歯科診療椅子用フットコントローラ ： 

国際意匠分類 13-03 ： 

1571688 

H4 

 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 
【各部の機能を示す 

参考斜視図】 

【底面図】 【背面図】 

【左側面図】 

【正面、平面、左側面を

示す斜視図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【背面、平面、 

右側面を示す斜視図】 

【各部の機能を示す 

参考斜視図】 

【正面、平面、左側面を

示す斜視図】 

【背面、平面、 

右側面を示す斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1556899 

日本意匠分類 H1-5590 ： 

意匠に係る物品 ひずみゲージ ： 

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。（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 10-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H1-5590 ： 

意匠に係る物品 ひずみゲージ ： 

国際意匠分類 10-05 ： 

1561634 

H5 

 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 
【ゲージタブパターン部 

の部分拡大平面図】 

【底面図】 

【使用状態を示す 

参考斜視図】 【透明部分を示す 

参考斜視図】 

【左側面図】 

【ゲージタブパターン部 

の部分拡大平面図】 

【使用状態を示す 

参考斜視図】 
【透明部分を示す 

参考斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1566091 

日本意匠分類 H1-759 ： 

意匠に係る物品 ヒートシンク ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

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

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

国際意匠分類 26-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H1-759 ： 

意匠に係る物品 ヒートシンク ： 

国際意匠分類 26-04 ： 

1566316 

H6 

 

【正面図】 

【斜視図１】 【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【斜視図２】 【斜視図１】 【斜視図２】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1530217 

日本意匠分類 H2-444 ： 

意匠に係る物品 支柱用バンドの締付け具 ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表わした部分が、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。 

国際意匠分類 13-99 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H2-444 ： 

意匠に係る物品 支柱用バンドの締付け具 ： 

国際意匠分類 13-99 ： 

1544880 

H7 

 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【斜視図】 

【底面図】 【背面図】 

【左側面図】 

【拡大Ｂ－Ｂ断面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【背面図】 【底面図】 

【平面図】 

【拡大Ａ－Ａ断面図】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【拡大Ｃ－Ｃ断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1562467 

日本意匠分類 H6-12 ： 

意匠に係る物品 アンテナ素子 ： 

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 14-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H6-12 ： 

意匠に係る物品 アンテナ素子 ： 

国際意匠分類 14-03 ： 

1562718 

H8 

 

【正面図】 

【平面図】 
【斜視図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【各部の名称を示す 

参考斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 【斜視図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【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 1554736 

日本意匠分類 H7-1211 ： 

意匠に係る物品 昇降機用操作盤 ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

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

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

国際意匠分類 12-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H7-1211 ： 

意匠に係る物品 昇降機用操作盤 ： 

国際意匠分類 12-05 ： 

1554928 

H9 

【平面図】 

【正面図】 

 

【背面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【内部機構を省略した 

Ａ－Ａ拡大断面図】 

【拡大斜視図】 

【実施状態の一例と各部の

名称を示す参考正面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【拡大斜視図】 

【実施状態の一例と各部の 

名称を示す参考正面図】 

【使用状態を示す参考図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1558053 

日本意匠分類 H7-220 ： 

意匠に係る物品 マイクロホン ： 

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。（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 14-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H7-220 ： 

意匠に係る物品 マイクロホン ： 

国際意匠分類 14-01 ： 

1572212 

H10 

【平面図】 

【正面図】 

 

【正面側斜視図】 

【底面図】 

【Ａ矢視図】 

【底面側斜視図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【Ａ矢視図】 

【正面側斜視図】 

【底面側斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1547145 

日本意匠分類 H7-61 ： 

意匠に係る物品 プロジェクター ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）各図において朱色を施した部分以外が、
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 ： 
（前略）各図において朱色を施した部分以外が、
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 16-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H7-61 ： 

意匠に係る物品 プロジェクター ： 

国際意匠分類 16-02 ： 

1547322 

H11 

【平面図】 

【正面図】 

 

【正面、平面、右側面側 

からの斜視図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【底面図】 【背面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【正面、平面、右側面側 

からの斜視図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【底面図】 【背面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1544618 

日本意匠分類 H7-792 ： 

意匠に係る物品 携帯情報端末機用ケース ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表された部分が、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
拡大断面図」及び「Ｂ－Ｂ拡大断面図」を含めて
部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を
特定している。 

意匠の説明 ： 
（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。「Ａ－Ａ
拡大断面図」及び「Ｂ－Ｂ拡大断面図」を含めて
部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を
特定している。 

国際意匠分類 03-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H7-792 ： 

意匠に係る物品 携帯情報端末機用ケース ： 

国際意匠分類 03-01 ： 

1544854 

H12 

 

【底面図】 

【正面図】 
【右側面図】 

 

【平面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【斜視図】 

【背面図】 

【使用状態参考図３】 

【左側面図】 

【使用状態参考図３】 

【背面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1592871 

日本意匠分類 H1-3200 ： 

意匠に係る物品 電気接触子 ： 

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。 

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

国際意匠分類 13-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H1-3200 ： 

意匠に係る物品 電気接触子 ： 

国際意匠分類 13-03 ： 

1593020 

H1 

【底面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【各部の名称及び構成を示す参考図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【ＡＢ部分拡大図】 

【拡大左側面図】 
【底面図】 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【各部の名称及び構成を示す参考図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【左側面図】 

【ＡＢ部分拡大図】 

【拡大左側面図】 

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 1560857 

日本意匠分類 H1-3433 ： 

意匠に係る物品 電気自動車用充電コネクタ ： 

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。斜視参考図及び左側面参考図に
おいて、青色で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。 

国際意匠分類 13-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H1-3433 ： 

意匠に係る物品 電気自動車用充電コネクタ ： 

国際意匠分類 13-03 ： 

1579084 

H2 

【底面図】 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【平面側斜視図】 【底面側斜視図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【斜視図１】 【斜視図２】 

【左側面 

参考図】 

【斜視参考図】 

H28年度出願の部分意匠の関連意匠登録事例集 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1564742 

日本意匠分類 H1-452 ： 

意匠に係る物品 光源モジュール ： 

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

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 14-99 
 

： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H1-452 ： 

意匠に係る物品 光源モジュール ： 

国際意匠分類 14-99 ： 

1565401 

H3 

 

【正面図】 

【斜視図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【底面図】 
【各部名称を示す 

参考斜視図】 

【左側面図】 【正面図】 

【斜視図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【底面図】 
【各部名称を示す 

参考斜視図】 

【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 1572511 

日本意匠分類 H6-20 ： 

意匠に係る物品 通信用中継器 ： 

意匠の説明 ： 
各図の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 ： 
各図の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 14-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H6-20 ： 

意匠に係る物品 通信用中継器 ： 

国際意匠分類 14-03 ： 

1573312 

H4 

 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【斜視図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【斜視図】 

H28年度出願の部分意匠の関連意匠登録事例集 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1563200 

日本意匠分類 H7-122 ： 

意匠に係る物品 ゲーム機用コントローラ ： 

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。 

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。 

国際意匠分類 21-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H7-122 ： 

意匠に係る物品 ゲーム機用コントローラ ： 

国際意匠分類 21-01 ： 

1563311 

H5 

 

【正面図】 

【斜視図】 【平面図】 

【左側面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【参考斜視図】 

【底面図】 

【正面図】 

【斜視図】 【平面図】 

【左側面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【参考斜視図】 

【底面図】 

H28年度出願の部分意匠の関連意匠登録事例集 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1574797 

日本意匠分類 H7-792 ： 

意匠に係る物品 電子計算機用操作器 ： 

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。 

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 14-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 H7-792 ： 

意匠に係る物品 電子計算機用操作器 ： 

国際意匠分類 14-02 ： 

1574931 

H6 

 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 【斜視図１】 

【底面図】 
【背面図】 

【左側面図】 

【斜視図２】 

【本体に取り付けた状態の参考正面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 【斜視図１】 

【底面図】 
【背面図】 

【左側面図】 

【斜視図２】 

【本体に取り付けた状態の参考正面図】 

H28年度出願の部分意匠の関連意匠登録事例集 


