
Kグループ

Ｈ１９年度 本意匠 関連意匠
K1 1326031 K1-200     容器加工具 1326184 K1-200     容器加工具
K2 1335659 K1-402     エンドミル 1357904 K1-402     エンドミル
K3 1354543 K1-410     回転バリ取り工具 1354944 K1-410     回転バリ取り工具
K4 1354543 K1-410     回転バリ取り工具 1354945 K1-410     回転バリ取り工具
K5 1354543 K1-410     回転バリ取り工具 1354946 K1-410     回転バリ取り工具
K6 1356173 K1-420     段ボール切断用刃 1356414 K1-420     段ボール切断用刃
K7 1330634 K3-3210    油圧ショベル用の走行機 1331287 K3-3210    油圧ショベル用の走行機
K8 1337849 K6-1210    浄水器 1338207 K6-1210    浄水器

本意匠 関連意匠
K1 1382430 K1-282     ボード切削用やすり 1382743 K1-282     ボード切削用やすり
K2 1365629 K2-40      釣竿用ハンドル 1365894 K2-40      釣竿用ハンドル
K3 1365629 K2-40      釣竿用ハンドル 1365895 K2-40      釣竿用ハンドル
K4 1348345 K7-49      樹脂成形用金型のスプルーブッシュ 1348529 K7-49      樹脂成形用金型のスプルーブッシュ
K5 1352519 K9-23      ディーゼルエンジン用黒煙除去フィルタ 1352655 K9-23      ディーゼルエンジン用黒煙除去フィルタ
K6 1352519 K9-23      ディーゼルエンジン用黒煙除去フィルタ 1352656 K9-23      ディーゼルエンジン用黒煙除去フィルタ

本意匠 関連意匠
K1 1375764 K3-153 植物栽培用容器 1376049 K3-153     植物栽培用容器
K2 1385542 K7-590 整流ノズル 1402113 K7-590     整流ノズル
K3 1395409 K8-300 貯湯式ボイラー 1395596 K8-300     貯湯式ボイラー
K4 1400334 K9-10 回転ダンパー用ローター 1400547 K9-10      回転ダンパー用ローター

本意匠 関連意匠
K1 1423047 K1-1300 はさみ 1423515 K1-1300 はさみ
K2 1411682 K1-406 切削インサート 1411902 K1-406 切削インサート
K3 1411682 K1-406 切削インサート 1411903 K1-406 切削インサート
K4 1411682 K1-406 切削インサート 1411904 K1-406 切削インサート
K5 1421061 K1-4080 ホールカッター 1421207 K1-4080 ホールカッター
K6 1415805 K7-100 転造盤 1418571 K7-100 転造盤
K7 1426158 K7-69 プラズマトーチ用電極 1426405 K7-69 プラズマトーチ用電極
K8 1426158 K7-69 プラズマトーチ用電極 1426406 K7-69 プラズマトーチ用電極

Ｈ２０年度

Ｈ２２年度

Ｈ２１年度



本意匠 関連意匠
K1 1428207 K1-132 理髪はさみ 1434874 K1-132 理髪はさみ
K2 1447407 K2-591 釣用リールのスプール 1447662 K2-591 釣用リールのスプール
K3 1452765 K8-791 送風用ファン 1452884 K8-791 送風用ファン
K4 1452766 K8-791 送風用ファン 1452885 K8-791 送風用ファン
K5 1428884 K9-0 機械支持部材用構造材 1429010 K9-0 機械支持部材用構造材

本意匠 関連意匠
K1 1461480 K2-500 釣り竿用リール 1476899 K2-500 釣り竿用リール
K2 1476526 K2-592 釣用リールのハンドル 1476908 K2-592 釣用リールのハンドル
K3 1476526 K2-592 釣用リールのハンドル 1476909 K2-592 釣用リールのハンドル
K4 1450275 K5-2392 ミシンの布押さえ 1450355 K5-2392 ミシンの布押さえ

本意匠 関連意匠
K1 1496620 K0-39 刷毛収納具 1496980 K0-39 刷毛収納具
K2 1495440 K0-61 錠剤搬出ローター 1495767 K0-61 錠剤搬出ローター
K3 1485922 K1-2319 ドライバービット 1499927 K1-2319 ドライバービット
K4 1500879 K1-260 ケージ付き圧縮工具 1501161 K1-260 ケージ付き圧縮工具
K5 1504627 K1-414 研磨パッド 1505947 K1-414 研磨パッド
K6 1488719 K1-51 工具差し 1489012 K1-51 工具差し
K7 1476574 K2-500 釣用リール 1490030 K2-500 釣用リール
K8 1483311 K3-1630 雪かき本体 1483516 K3-1630 雪かき本体
K9 1490142 K4-71 ベーカリーオーブン 1490560 K4-71 ベーカリーオーブン
K10 1504989 K6-129 浄水器用蓋 1505445 K6-129 浄水器用蓋
K11 1499374 K7-1900 超音波振動用加工具 1499925 K7-1900 超音波振動用加工具
K12 1493116 K8-500 ダイアフラムポンプ 1493474 K8-500 ダイアフラムポンプ
K13 1486885 K9-15 カップリングボックス 1487233 K9-15 カップリングボックス

本意匠 関連意匠
K1 1536130 K0-61 散薬切出用回転羽根 1536342 K0-61 散薬切出用回転羽根
K2 1520824 K0-790 半導体加工機用基板移載機のクリーンユニット 1521100 K0-790 半導体加工機用基板移載機のクリーンユニット
K3 1533862 K1-221 ニッパー 1534210 K1-221 ニッパー
K4 1511216 K1-2310 ドライバー 1511426 K1-2310 ドライバー
K5 1518329 K1-414 研磨パッド 1518580 K1-414 研磨パッド
K6 1524120 K2-4920 釣竿用導糸環 1524543 K2-4920 釣竿用導糸環
K7 1519292 K3-122 植物栽培容器 1519606 K3-122 植物栽培容器

Ｈ２６年度

Ｈ２３年度

Ｈ２４年度

Ｈ２５年度



K8 1530612 K6-20 流体混合器 1530971 K6-20 流体混合器
K9 1517158 K6-400 炭酸泉製造機 1517332 K6-400 炭酸泉製造機
K10 1528652 K6-72 細胞集塊吸引及び吐出用チップ 1528957 K6-72 細胞集塊吸引及び吐出用チップ
K11 1512412 K7-69 溶接トーチ用ハンドル 1512592 K7-69 溶接トーチ用ハンドル
K12 1520266 K8-500 給水ポンプ 1520605 K8-500 給水ポンプ
K13 1513589 K9-1191 シール 1514729 K9-1191 シール
K14 1515253 K9-23 オイルミスト除去フィルタ 1516292 K9-23 オイルミスト除去フィルタ

本意匠 関連意匠
K1 1547425 K0-320 スプレーガン 1547774 K0-320 スプレーガン
K2 1568056 K0-790 半導体製造装置用整流板 1568323 K0-790 半導体製造装置用整流板
K3 1566640 K1-4081 ロックドリルビット 1566747 K1-4081 ロックドリルビット
K4 1548409 K3-120 定植板用キャップ 1548562 K3-120 定植板用キャップ
K5 1550406 K3-14300 刈取り機 1555395 K3-14300 刈取り機
K6 1547276 K3-3900 管引抜用治具 1547348 K3-3900 管引抜用治具
K7 1535950 K3-3910 掘削ヘッド 1547301 K3-3910 掘削ヘッド
K8 1531907 K5-2300 ミシン 1548567 K5-2300 ミシン
K9 1544111 K6-71 液体混合用容器 1544437 K6-71 液体混合用容器
K10 1576215 K6-79 試料混合用カートリッジ 1576549 K6-79 試料混合用カートリッジ
K11 1550608 K9-110 ローラーベアリング 1550757 K9-110 ローラーベアリング
K12 1538572 K9-13 コンベヤチェーン用プレート 1538799 K9-13 コンベヤチェーン用プレート

本意匠 関連意匠
K1 1583756 K0-0200 産業用ロボット 1583858 K0-0200 産業用ロボット
K2 1577602 K0-029 産業ロボット用手首 1582252 K0-029 産業ロボット用手首
K3 1575182 K1-05 直角切断用治具 1575463 K1-05 直角切断用治具
K4 1589869 K1-390 結束機用ボビン 1590238 K1-390 結束機用ボビン
K5 1581569 K1-403 歯車切削工具 1581665 K1-403 歯車切削工具
K6 1594256 K1-4080 コンクリート壁用ホールカッター 1594415 K1-4080 コンクリート壁用ホールカッター
K7 1573666 K6-1210 飲料及び調理用ろ過機 1573873 K6-1210 飲料及び調理用ろ過機
K8 1570247 K8-592 ウォーターポンプ用カバー 1585904 K8-592 ウォーターポンプ用カバー
K9 1561160 K9-17 電動アクチュエータ 1561231 K9-17 電動アクチュエータ

Ｈ２８年度

Ｈ２７年度



本意匠 関連意匠 

K1 

意匠登録第     号  1326031 

日本意匠分類  K1-200   

意匠に係る物品  容器加工具 

： 

： 

意匠登録第     号  1326184 

日本意匠分類  K1-200 

意匠に係る物品  容器加工具 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【キャップのみ 

        の斜視図】 

【キャップを外した 

       状態の斜視図】 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【キャップを外した 

       状態の斜視図】 

【背面図】 

【キャップのみ 

        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 ： 
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。 



本意匠 関連意匠 

K2 

意匠登録第     号  1335659 

日本意匠分類  K1-402  

意匠に係る物品  エンドミル 

： 

： 

意匠登録第     号  1357904 

日本意匠分類  K1-402  

意匠に係る物品  エンドミル 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【ａ－ａ’部分拡大図】 

【正面・底面・左側面側 

            からの斜視図】 

【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【背面図】 

【正面・底面・左側面側 

            からの斜視図】 

【正面・平面・左側面側 

           からの斜視図】 

【ａ－ａ’部分拡大図】 

H19年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
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） 

【正面・平面・左側面側 

           からの斜視図】 



本意匠 関連意匠 

K3 

意匠登録第     号  1354543 

日本意匠分類  K1-410     

意匠に係る物品  回転バリ取り工具 

： 

： 

意匠登録第     号  1354944 

日本意匠分類  K1-410 

意匠に係る物品  回転バリ取り工具 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 【Ａ－Ａ拡大断面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ拡大断面図】 【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 ： 
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 

K4 

意匠登録第     号  1354543 

日本意匠分類  K1-410  

意匠に係る物品  回転バリ取り工具 

： 

： 

意匠登録第     号  1354945 

日本意匠分類  K1-410  

意匠に係る物品  回転バリ取り工具 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 【Ａ－Ａ拡大断面図】 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【背面図】 

【Ａ－Ａ拡大断面図】 【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 ： 
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 

K5 

意匠登録第     号  1354543 

日本意匠分類  K1-410  

意匠に係る物品  回転バリ取り工具 

： 

： 

意匠登録第     号  1354946 

日本意匠分類  K1-410  

意匠に係る物品  回転バリ取り工具 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 【Ａ－Ａ拡大断面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【背面図】 

【斜視図】 【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 ： 
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 

K6 

意匠登録第     号  1356173 

日本意匠分類  K1-420 

意匠に係る物品  段ボール切断用刃 

： 

： 

意匠登録第     号  1356414 

日本意匠分類  K1-420 

意匠に係る物品  段ボール切断用刃 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【部分意匠として 

  意匠登録を受けようと 

     する部分のみの拡大図】 

【Ａ－Ａ切断部 

    拡大端面図】 

【部分意匠として 

    意匠登録を受けようと 

     する部分のみの斜視図】 

【Ｂ－Ｂ切断部 

    拡大端面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【部分意匠として 

    意匠登録を受けようと 

     する部分のみの斜視図】 

【部分意匠として 

  意匠登録を受けようと 

     する部分のみの拡大図】 

【右側面図】 

【Ｂ－Ｂ切断部 

    拡大端面図】 
【Ａ－Ａ切断部 

    拡大端面図】 

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。

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） 



本意匠 関連意匠 

K7 

意匠登録第     号  1330634 

日本意匠分類  K3-3210 

意匠に係る物品  油圧ショベル用の走行機 

： 

： 

意匠登録第     号  1331287 

日本意匠分類  K3-3210  

意匠に係る物品  油圧ショベル用の走行機 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【使用状態を示す参考斜視図】 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【使用状態を示す参考斜視図】 

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 

K8 

意匠登録第     号  1337849 

日本意匠分類  K6-1210 

意匠に係る物品  浄水器 

： 

： 

意匠登録第     号  1338207 

日本意匠分類  K6-1210 

意匠に係る物品  浄水器 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【背面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【内部構造を省略した 

           Ａ－Ａ端面図】 

【蓋を開いた状態を 

        示す参考正面図】 

【斜視図】 

【平面図】 

【左側面図】 【正面図】 【右側面図】 【背面図】 

【斜視図】 

【内部構造を省略した 

           Ａ－Ａ端面図】 

【蓋を開いた状態を 

        示す参考正面図】 

【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 ： 
灰色に着色されていない部分が部分意匠として意

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。

（後略） 

意匠の説明 ： 
灰色に着色されていない部分が部分意匠として意

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。

（後略） 



本意匠 関連意匠 

K1 

意匠登録第     号  1382430 

日本意匠分類  K1-282 

意匠に係る物品  ボード切削用やすり 

： 

： 

意匠登録第     号  1382743 

日本意匠分類  K1-282 

意匠に係る物品  ボード切削用やすり 

： 

： 

【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】 

【左側面図】 【右側面図】 

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。 

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 

K2 

意匠登録第     号  1365629 

日本意匠分類  K2-40 

意匠に係る物品  釣竿用ハンドル 

： 

： 

意匠登録第     号  1365894 

日本意匠分類  K2-40 

意匠に係る物品  釣竿用ハンドル 

： 

： 

【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】 

【Ｂ－Ｂ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】 

【Ａ－Ａ拡

大端面図】 

【Ｂ－Ｂ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 

K3 

意匠登録第     号  1365629 

日本意匠分類  K2-40 

意匠に係る物品  釣竿用ハンドル 

： 

： 

意匠登録第     号  1365895 

日本意匠分類  K2-40 

意匠に係る物品  釣竿用ハンドル 

： 

： 

【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ拡

大端面図】 

【Ｂ－Ｂ拡

大端面図】 

H20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】 

【Ａ－Ａ拡

大端面図】 

【Ｂ－Ｂ拡

大端面図】 

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。 

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 

K4 

意匠登録第     号  1348345 

日本意匠分類  K7-49 

意匠に係る物品  樹脂成形用金型のスプルーブッシュ 

： 

： 

意匠登録第     号  1348529 

日本意匠分類  K7-49 

意匠に係る物品  樹脂成形用金型のスプルーブッシュ 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【正面・平面・右側

面側からの斜視図】 

【Ａ－Ａ断面図】 【平面図】 

【正面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【正面・平面・右側

面側からの斜視図】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）部分意匠として意匠登録を受けようとす

る部分を実線で、それ以外の部分を破線で表して

いる。 

意匠の説明 ： 
（前略）部分意匠として意匠登録を受けようとす

る部分を実線で、それ以外の部分を破線で表して

いる。 



本意匠 関連意匠 

K5 

意匠登録第     号  1352519 

日本意匠分類  K9-23 ： 

意匠に係る物品 

 
 ディーゼルエンジン用 

黒煙除去フィルタ 

： 

意匠登録第     号  1352655 

日本意匠分類  K9-23 ： 

意匠に係る物品  ディーゼルエンジン用 

黒煙除去フィルタ 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 
【左側面図】 

【正面・平面・右側

面側からの斜視図】 

【Ａ－Ａ拡大断面図】 
【ａ－ａ’，ｃ－

ｃ’部分拡大図】 

【ｂ－ｂ’，ｃ－

ｃ’部分拡大図】 

【正面図】 【右側面図】 

【右側面図下半部の右

半部の部分拡大図】 

【右側面図下半部の左

半部の部分拡大図】 

【右側面図上半部の右

半部の部分拡大図】 

【右側面図上半部の左

半部の部分拡大図】 

【登録を受けようとする

部分を示す参考図１】 

【登録を受けようとする

部分を示す参考図２】 

【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 ： 
（前略）薄赤色の着色を施した部分以外の

部分が、部分意匠として意匠登録を受けよ

うとする部分である。（中略）部分意匠と

して意匠登録を受けようとする部分を実線

で、それ以外の部分を破線で表わしてい

る。 

意匠の説明 ： 
（前略）部分意匠として意匠登録を受けよ

うとする部分を実線で、それ以外の部分を

破線で表している。一点鎖線は、意匠登録

を受けようとする部分とそれ以外の部分と

の境界のみを表すものである。（中略）薄

墨を施した部分が、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 

K6 

意匠登録第     号  1352519 

日本意匠分類  K9-23 ： 

意匠に係る物品 

 
 ディーゼルエンジン用 

黒煙除去フィルタ 

： 

意匠登録第     号  1352656 

日本意匠分類  K9-23 ： 

意匠に係る物品  ディーゼルエンジン用 

黒煙除去フィルタ 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 
【左側面図】 

【正面・平面・右側

面側からの斜視図】 

【Ａ－Ａ拡大断面図】 
【ａ－ａ’，ｃ－

ｃ’部分拡大図】 

【ｂ－ｂ’，ｃ－

ｃ’部分拡大図】 

【平面図】 

【正面図】 
【右側面図】 

【右側面図下半部の右

半部の部分拡大図】 

【右側面図下半部の左

半部の部分拡大図】 

【右側面図上半部の右

半部の部分拡大図】 

【右側面図上半部の左

半部の部分拡大図】 
【登録を受けようとする

部分を示す参考図１】 

【登録を受けようとする

部分を示す参考図２】 

H20年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）部分意匠として意匠登録を受けよ

うとする部分を実線で、それ以外の部分を

破線で表している。一点鎖線は、意匠登録

を受けようとする部分とそれ以外の部分と

の境界のみを表すものである。（中略）薄

墨を施した部分が、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 ： 
（前略）薄赤色の着色を施した部分以外の

部分が、部分意匠として意匠登録を受けよ

うとする部分である。（中略）部分意匠と

して意匠登録を受けようとする部分を実線

で、それ以外の部分を破線で表わしてい

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 

K1 

意匠登録第     号  1375764 

日本意匠分類  K3-153 

意匠に係る物品  植物栽培用容器 

： 

： 

意匠登録第     号  1376049 

日本意匠分類  K3-153   

意匠に係る物品  植物栽培用容器 

： 

： 

【正面図】 【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【使用状態を表す参考図】 

【Ａ－Ａ拡大端面図】 

【斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【Ａ－Ａ拡大端面図】 

【使用状態を表す参考図】 

【背面図】 

【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。（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 

K2 

意匠登録第     号  1385542 

日本意匠分類  K7-590 

意匠に係る物品  整流ノズル 

： 

： 

意匠登録第     号  1402113 
日本意匠分類  K7-590 

意匠に係る物品  整流ノズル 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 【斜視図】 

【Ａ－Ａ’断面図】 【Ｂ－Ｂ’断面図】 【Ｂ－Ｂ’断面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 【斜視図】 

【Ａ－Ａ’断面図】 

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。各断面図を

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。 



H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

本意匠 関連意匠 

K3 

意匠登録第     号  1395409 

日本意匠分類  K8-300 

意匠に係る物品  貯湯式ボイラー 

： 

： 

意匠登録第     号  1395596 

日本意匠分類  K8-300 

意匠に係る物品  貯湯式ボイラー 

： 

： 

【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線端面図】 

【内部機構を省略した 

  Ｂ－Ｂ線端面図】 

【参考斜視図１】 【参考斜視図２】 【参考斜視図１】 

【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線端面図】 

【内部機構を省略した 

  Ｂ－Ｂ線端面図】 

【参考斜視図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。 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が部分意匠として意匠登録を

受けようとする部分である。 



H21年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

本意匠 関連意匠 

K4 

意匠登録第     号  1400334 

日本意匠分類  K9-10 

意匠に係る物品  回転ダンパー用ローター 

： 

： 

意匠登録第     号  1400547 

日本意匠分類  K9-10 

意匠に係る物品  回転ダンパー用ローター 

： 

： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ断面図】 【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 

【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。（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 

K1 

意匠登録第     号  1423047 

日本意匠分類  K1-1300 

意匠に係る物品  はさみ 

： 

： 

意匠登録第     号 1423515 

日本意匠分類  K1-1300 

意匠に係る物品  はさみ 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【A-A線断面図】 【B-B線断面図】 

【キャップを外した 

   状態の斜視図】 
【斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【A-A線断面図】 【B-B線断面図】 

【背面図】 

【斜視図】 【キャップを外した 

   状態の斜視図】 

H22年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
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。 



本意匠 関連意匠 

K2 

意匠登録第     号  1411682 

日本意匠分類  K1-406 

意匠に係る物品 切削インサート 

： 

： 

意匠登録第     号  1411902 

日本意匠分類  K1-406 

意匠に係る物品  切削インサート 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分

のみの拡大正面図】 

【部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分

のみの拡大平面図】 

【部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分

のみの拡大斜視図】 

【A-A拡大断面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分

のみの拡大正面図】 

【部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分

のみの拡大平面図】 

【部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分

のみの拡大斜視図】 

【A-A拡大断面図】 

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。 

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 

K3 

意匠登録第     号  1411682 

日本意匠分類  K1-406 

意匠に係る物品  切削インサート 

： 

： 

意匠登録第     号  1411903 

日本意匠分類  K1-406 

意匠に係る物品  切削インサート 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分

のみの拡大正面図】 

【部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分

のみの拡大平面図】 

【部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分

のみの拡大斜視図】 

【A-A拡大断面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分

のみの拡大正面図】 

【部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分

のみの拡大平面図】 

【部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分

のみの拡大斜視図】 

【A-A拡大断面図】 

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。 

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 

K4 

意匠登録第     号  1411682 

日本意匠分類  K1-406 

意匠に係る物品  切削インサート 

： 

： 

意匠登録第     号  1411904 

日本意匠分類  K1-406 

意匠に係る物品  切削インサート 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分

のみの拡大正面図】 

【部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分

のみの拡大平面図】 

【部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分

のみの拡大斜視図】 

【A-A拡大断面図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分

のみの拡大正面図】 

【部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分

のみの拡大平面図】 

【部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分

のみの拡大斜視図】 

【A-A拡大断面図】 

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。 

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 

K5 

意匠登録第     号  1421061 

日本意匠分類  K1-4080 

意匠に係る物品  ホールカッター 

： 

： 

意匠登録第     号  1421207 

日本意匠分類  K1-4080 

意匠に係る物品  ホールカッター 

： 

： 

【正面図】 【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【A-A拡大断面図】 

【a-a’部分拡大図】 【b-b’部分拡大図】 

【正面・平面・右側面側 

からの斜視図】 

【正面図】 【背面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【A-A拡大断面図】 

【a-a’部分拡大図】 【b-b’部分拡大図】 

【正面・平面・右側面側 

からの斜視図】 

H22年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
部分意匠として意匠登録を受けようとする部

分を実線で、それ以外の部分を破線で表して

いる。一点鎖線は、意匠登録を受けようとす

る部分とそれ以外の部分との境界のみを表す

ものである。 

意匠の説明 ： 
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、意匠登録を受けようとす

る部分とそれ以外の部分との境界のみを表す

ものである。 



本意匠 関連意匠 

K6 

意匠登録第     号  1415805 

日本意匠分類  K7-100 

意匠に係る物品  転造盤 

： 

： 

意匠登録第     号  1418571 

日本意匠分類  K7-100 

意匠に係る物品  転造盤 

： 

： 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【正面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【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を受け

ようとする部分である。（後略） 



本意匠 関連意匠 

K7 

意匠登録第     号  1426158 

日本意匠分類  K7-69 ： 

意匠に係る物品  プラズマトーチ用電極 ： 

意匠登録第     号  1426405 

日本意匠分類  K7-69 ： 

意匠に係る物品  プラズマトーチ用電極 ： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【A-A断面図】 

【a-a’部分における部分 

    拡大図】 

【正面・底面・右側面側 

からの斜視図】 

【B-B断面図】 

【b-b’部分における部分 

    拡大図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【A-A断面図】 

【a-a’部分における部分 

    拡大図】 

【正面・底面・右側面側 

からの斜視図】 

【B-B断面図】 

【b-b’部分における部分 

    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 ： 
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。各図において表れる一点

鎖線は、部分意匠として登録を受けよう

とする部分とそれ以外の部分の境界のみ

を表している。（後略） 

意匠の説明 ： 
部分意匠として意匠登録を受けようとす

る部分を実線で、それ以外の部分を破線

で表している。各図において表れる一点

鎖線は、部分意匠として登録を受けよう

とする部分とそれ以外の部分の境界のみ

を表している。（後略） 



本意匠 関連意匠 

K8 

意匠登録第     号  1426158 

日本意匠分類  K7-69 ： 

意匠に係る物品  プラズマトーチ用電極 ： 

意匠登録第     号  1426406 

日本意匠分類  K7-69 ： 

意匠に係る物品  プラズマトーチ用電極 ： 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【A-A断面図】 

【a-a’部分における部分 

    拡大図】 

【正面・底面・右側面側 

からの斜視図】 

【B-B断面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【A-A断面図】 

【a-a’部分における部分 

    拡大図】 

【B-B断面図】 

【b-b’部分における部分 

    拡大図】 

【正面・底面・右側面側 

からの斜視図】 

【b-b’部分における部分 

    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 ： 
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。各図において表れる一点

鎖線は、部分意匠として登録を受けよう

とする部分とそれ以外の部分の境界のみ

を表している。（後略） 

意匠の説明 ： 
部分意匠として意匠登録を受けようとす

る部分を実線で、それ以外の部分を破線

で表している。各図において表れる一点

鎖線は、部分意匠として登録を受けよう

とする部分とそれ以外の部分の境界のみ

を表している。（後略） 



 

  本意匠 関連意匠 

K1 

意匠登録第     号  1428207 

日本意匠分類  K1-132 

意匠に係る物品  理髪はさみ 

： 

： 

意匠登録第     号  1434874 

日本意匠分類  K1-132 

意匠に係る物品  理髪はさみ 

： 

： 

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】 

【刃体が回転した状態のＡ－

Ａ、Ｂ－Ｂ間の拡大正面図】 

【刃体が回転した状態

のＢ－Ｂ、Ｄ－Ｄ間の

Ｃ－Ｃ拡大断面図】 

【刃体が回転した 

 状態の正面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【刃体が回転した状態のＡ－

Ａ、Ｂ－Ｂ間の拡大正面図】 

【刃体が回転した状態

のＢ－Ｂ、Ｄ－Ｄ間の

Ｃ－Ｃ拡大断面図】 

【部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分

の部分拡大斜視図】 

【刃体が回転した 

 状態の正面図】 

【部分意匠として意匠登

録を受けようとする部分

の部分拡大斜視図】 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表された部分が、部分意匠として

意匠登録を受けようとする部分である。（中

略）。一点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受

けようとする部分とその他の部分との境界線のみ

を示す線である。（後略） 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表された部分が、部分意匠として

意匠登録を受けようとする部分である。（中略）

一点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けよう

とする部分とその他の部分との境界線のみを示す

線である。（後略） 



 

  本意匠 関連意匠 

K2 

意匠登録第     号  1447407 

日本意匠分類  K2-591 ： 

意匠に係る物品  釣用リールのスプール ： 

意匠登録第     号  1447662 

日本意匠分類  K2-591 ： 

意匠に係る物品  釣用リールのスプール ： 

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】 【左側面図】 【Ａ－Ａ‘断面図】 

【Ｂ－Ｂ‘端面図】 【Ｃ－Ｃ‘端面図】 【Ｄ－Ｅ部分 

 拡大端面図】 

【Ｆ－Ｇ部分 

 拡大端面図】 

【Ｈ－Ｉ部分 

 拡大断面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 【Ａ－Ａ‘断面図】 

【Ｂ－Ｂ‘端面図】 【Ｃ－Ｃ‘端面図】 【Ｄ－Ｅ部分 

 拡大端面図】 

【Ｆ－Ｇ部分 

 拡大端面図】 

【Ｈ－Ｉ部分 

 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。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。（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

他の部分との境界を示す線である。（後略） 



 

  本意匠 関連意匠 

K3 

意匠登録第     号  1452765 

日本意匠分類  K8-791 

意匠に係る物品  送風用ファン 

： 

： 

意匠登録第     号  1452884 

日本意匠分類  K8-791 

意匠に係る物品  送風用ファン 

： 

： 

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】 【左側面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

意匠の説明 ： 
桃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

図の表面部に表された濃淡は、いずれも立体表

面の形状を特定するためのものである。各図の

周辺部に表された色彩は、形状を明確にするた

めの背景である。 

意匠の説明 ： 
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

図の表面部に表された濃淡は、いずれも立体表

面の形状を特定するためのものである。各図の

周辺部に表された色彩は、形状を明確にするた

めの背景である。 



 

  本意匠 関連意匠 

K4 

意匠登録第     号  1452766 

日本意匠分類  K8-791 

意匠に係る物品  送風用ファン 

： 

： 

意匠登録第     号  1452885 

日本意匠分類  K8-791 

意匠に係る物品  送風用ファン 

： 

： 

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】 【左側面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【斜視図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【第１斜視図】 【第２斜視図】 

意匠の説明 ： 
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

図の表面部に表された濃淡は、いずれも立体表

面の形状を特定するためのものである。各図の

周辺部に表された色彩は、形状を明確にするた

めの背景である。 

意匠の説明 ： 
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

図の表面部に表された濃淡は、いずれも立体表

面の形状を特定するためのものである。各図の

周辺部に表された色彩は、形状を明確にするた

めの背景である。 



 

  本意匠 関連意匠 

K5 

意匠登録第     号  1428884 

日本意匠分類  K9-0 ： 

意匠に係る物品  機械支持部材用構造材 ： 

意匠登録第     号  1429010 

日本意匠分類  K9-0 ： 

意匠に係る物品  機械支持部材用構造材 ： 

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】 【左側面図】 

【底面図】 【斜視図】 【Ａ－Ａ線断面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 【斜視図】 【Ａ－Ａ線断面図】 

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。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） 



 

  本意匠 関連意匠 

K1 

意匠登録第     号  1461480 

日本意匠分類  K2-500 

意匠に係る物品  釣り竿用リール 

： 

： 

意匠登録第     号  1476899 

日本意匠分類  K2-500 

意匠に係る物品  釣り竿用リール 

： 

： 

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】 

【Ａ－Ａ’線拡

大右側面図】 

【Ａ－Ａ’線拡大正面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【左側面図】 

【Ａ－Ａ’線拡

大右側面図】 

【Ａ－Ａ’線拡大正面図】 

【Ｂ－Ｂ線切口端面図】 【Ｂ－Ｂ線切口端面図】 

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 

K2 

意匠登録第     号  1476526 

日本意匠分類  K2-592 

意匠に係る物品  釣用リールのハンドル 

： 

： 

意匠登録第     号  1476908 

日本意匠分類  K2-592 

意匠に係る物品  釣用リールのハンドル 

： 

： 

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】 

【Ａ－Ａ拡大端面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ拡大端面図】 

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。斜視図及び端面図を含めて意

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。斜視図及び端面図を含めて意

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 

K3 

意匠登録第     号  1476526 

日本意匠分類  K2-592 

意匠に係る物品  釣用リールのハンドル 

： 

： 

意匠登録第     号  1476909 

日本意匠分類  K2-592 

意匠に係る物品  釣用リールのハンドル 

： 

： 

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】 

【Ａ－Ａ拡大端面図】 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ拡大端面図】 

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。斜視図及び端面図を含めて意

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。斜視図及び端面図を含めて意

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 

K4 

意匠登録第     号  1450275 

日本意匠分類  K5-2392 

意匠に係る物品  ミシンの布押さえ 

： 

： 

意匠登録第     号  1450355 

日本意匠分類  K5-2392 

意匠に係る物品  ミシンの布押さえ 

： 

： 

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】 

【使用状態を示す正面側

より見た参考斜視図】 
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意匠の説明 ： 
正面図，平面図，底面図，背面図，左側面図，右

側面図において、実線で示された部分が部分意匠

として登録を受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
正面図，平面図，底面図，背面図，左側面図，右

側面図において、実線で示された部分が部分意匠

として登録を受けようとする部分である。 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1496620 

日本意匠分類  K0-39 ： 

意匠に係る物品  刷毛収納具 ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）実線で表した部分（本体の表面、蓋部材
の表面および取手）が、部分意匠として登録を受
けようとする部分である。「部分意匠部分を示す
開蓋状態の参考斜視図」に於いて、薄墨を施すこ
とにより部分意匠として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（本体の表面、蓋部材
の表面および取手）が、部分意匠として登録を受
けようとする部分である。「部分意匠部分を示す
開蓋状態の参考斜視図」に於いて、薄墨を施すこ
とにより部分意匠として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  04-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  K0-39 ： 

意匠に係る物品  刷毛収納具 ： 

国際意匠分類  04-04 ： 

 1496980 

K1 
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 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1495440 

日本意匠分類  K0-61 ： 

意匠に係る物品  錠剤搬出ローター ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線であらわした部分が、部分意匠として意匠
登録を受けようとする部分である。一点鎖線は
部分意匠として意匠登録を受けようとする部分
とその他の部分の境界のみを示す線である。斜
視図及び拡大図を含めて意匠登録を受けようと
する部分を特定している。 

意匠の説明 ： 
実線であらわした部分が、部分意匠として意匠
登録を受けようとする部分である。一点鎖線は
部分意匠として意匠登録を受けようとする部分
とその他の部分の境界のみを示す線である。斜
視図及び拡大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  15-09 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  K0-61 ： 

意匠に係る物品  錠剤搬出ローター ： 

国際意匠分類  15-09 ： 

1495767 

K2 
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 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1485922 

日本意匠分類  K1-2319 ： 

意匠に係る物品  ドライバービット ： 

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  08-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  K1-2319 ： 

意匠に係る物品  ドライバービット ： 

国際意匠分類  08-04 ： 

1499927 

K3 

【背面図】 

【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【平面図】 

 

【Ａ－Ａ拡大図】 【Ｂ－Ｂ拡大図】 
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 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1500879 

日本意匠分類  K1-260 ： 

意匠に係る物品  ケージ付き圧縮工具 ： 

H25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  08-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  K1-260 ： 

意匠に係る物品  ゲージ付き圧縮工具 ： 

国際意匠分類  08-05 ： 

1501161 

K4 

【背面図】 【底面図】 
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 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1504627 

日本意匠分類  K1-414 ： 

意匠に係る物品  研磨パッド ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
背面図は正面図と、左側面図は右側面図と同一に
表れるので省略する。実線で表された部分が部分
意匠として意匠登録を受けようとする部分であ
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を示す線で
ある。 

意匠の説明 ： 
背面図は正面図と、左側面図は右側面図と同一に
表れるので省略する。実線で表された部分が部分
意匠として意匠登録を受けようとする部分であ
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を示す線で
ある。 

国際意匠分類  08-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  K1-414 ： 

意匠に係る物品  研磨パッド ： 

国際意匠分類  08-05 ： 

1505947 

K5 

【底面図】 

【正面図】 【Ａ－Ａ断面図】 【右側面図】 
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 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1488719 

日本意匠分類  K1-51 ： 

意匠に係る物品  工具差し ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表した通孔部分が、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 ： 
実線で表した通孔部分が、部分意匠として意匠登
録を受けようとする部分である。 

国際意匠分類  03-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  K1-51 ： 

意匠に係る物品  工具差し ： 

国際意匠分類  03-01 ： 

1489012 

K6 
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【通孔に正対して見た
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す参考図】 
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【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 
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す参考図】 

【背面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1476574 

日本意匠分類  K2-500 ： 

意匠に係る物品  釣用リール ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
斜視図、六面図及び拡大図において赤色に着色された部
分を除く部分、及び、端面図において実線であらわした
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 ： 
赤色に着色された部分を除く部分が、部分意匠として
意匠登録を受けようとする部分である。（中略）斜視
図及び拡大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） 国際意匠分類  22-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  K2-500 ： 

意匠に係る物品 釣用リール ： 

国際意匠分類  22-05 ： 

1490030 

K7 

【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 
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【斜視図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【Ａ－Ｂ部拡大図】 【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【平面図】 【斜視図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【Ａ－Ｂ部拡大図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1483311 

日本意匠分類  K3-1630 ： 

意匠に係る物品  雪かき本体 ： 

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。な
お、左側面図は右側面図と対称に表れる為、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。一点鎖線は、部
分意匠として意匠登録を受けようとする部分と
その他の部分との境界のみを示す線である。な
お、左側面図は右側面図と対称に表れる為、省
略する。 

国際意匠分類  07-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  K3-1630 ： 

意匠に係る物品 雪かき本体 ： 

国際意匠分類  07-05 ： 

1483516 

K8 

【Ｃ－Ｃ拡大図】 【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

 

【参考斜視図】 

【斜視図１】 

【背面図】 【Ａ－Ａ断面図】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 

【Ｄ－Ｄ拡大図】 

【斜視図２】 

【部分意匠登録を受け

ようとする部分を着色

した参考斜視図１】 

【部分意匠登録を受け

ようとする部分を着色

した参考斜視図２】 

【Ｃ－Ｃ拡大図】 【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【参考斜視図】 

【斜視図１】 

【背面図】 【Ａ－Ａ断面図】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 

【Ｄ－Ｄ拡大図】 

【斜視図２】 

【部分意匠登録を受け

ようとする部分を着色

した参考斜視図１】 

【部分意匠登録を受け

ようとする部分を着色

した参考斜視図２】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1490142 

日本意匠分類  K4-71 ： 

意匠に係る物品  ベーカリーオーブン ： 

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を
受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が部分意匠として意匠を
受けようとする部分である。 

国際意匠分類  23-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  K4-71 ： 

意匠に係る物品 ベーカリーオーブン ： 

国際意匠分類  23-03 ： 

1490560 

K9 

【底面図】 【使用状態を示す参考図】 

【正面図】 【左側面図】 

【平面図】 

 

【参考斜視図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【底面図】 【使用状態を示す参考図２】 

【正面図】 【左側面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【使用状態を示す参考図１】 【参考斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号  1504989 

日本意匠分類  K6-129 ： 

意匠に係る物品  浄水器用蓋 ： 

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。背面図は正面
図と対称に表れる。 

意匠の説明 ： 
実線で表された部分が、部分意匠として意匠登
録を受けようとする部分である。背面図は正面
図と対称に表れる。 国際意匠分類  23-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  K6-129 ： 

意匠に係る物品 浄水器用蓋 ： 

国際意匠分類  23-01 ： 

1505445 

K10 

【底面図】 【使用状態を示す参考図】 

【正面図】 【左側面図】 

【平面図】 

 

【背面側斜視図】 

【右側面図】 

【底面図】 【使用状態を示す参考図】 

【正面図】 【左側面図】 

【平面図】 【背面側斜視図】 

【右側面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1499374  

日本意匠分類  K7-1900 ： 

意匠に係る物品  超音波振動用加工具 ： 

H25年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で表した部分が、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  08-08 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類  K7-1900 ： 

意匠に係る物品 超音波振動用加工具 ： 

国際意匠分類  08-08 ： 

1499925 

K11 

【底面図】 【使用状態を説明する参考図２】 

【正面図】 【左側面図】 

【平面図】 

 

【斜視図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【参考図１】 

【底面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【平面図】 【斜視図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【参考図１】 

【使用状態を説明する参考図２】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1493116 

日本意匠分類  K8-500 ： 

意匠に係る物品  ダイアフラムポンプ ： 

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  08-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K8-500 ： 

意匠に係る物品 ダイアフラムポンプ ： 

国際意匠分類  08-05 ： 

1493474 

K12 

【底面図】 
【各部を説明する参考斜

視図２】 

【正面図】 【左側面図】 

【平面図】 

 

【背面、平面及び

右側面を表す図】 

【右側面図】 

【背面図】 
【正面、底面及び

左側面を表す図】 

【各部を説明する参考斜

視図１】 【底面図】 
【各部を説明する参考斜

視図２】 

【正面図】 【左側面図】 

【平面図】 
【背面、平面及び

右側面を表す図】 

【右側面図】 

【背面図】 
【正面、底面及び

左側面を表す図】 

【各部を説明する参考斜

視図１】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1486885 

日本意匠分類  K9-15 ： 

意匠に係る物品  カップリングボックス ： 

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。（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  15-99 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K9-15 ： 

意匠に係る物品 カップリングボックス ： 

国際意匠分類  15-99 ： 

1487233 

K13 

【底面図】 【使用状態参考図】 

【正面図】 【左側面図】 

 

【平面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 【Ａ － Ａ’線

断面図】 

【背面図】 

【Ｂ － Ｂ’線

断面図】 

【Ｃ － Ｃ’線

断面図】 
【底面図】 【使用状態参考図】 

【正面図】 【左側面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【斜視図】 【Ａ － Ａ’線

断面図】 

【背面図】 

【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 1536130 

日本意匠分類 K0-61 ： 

意匠に係る物品 散薬切出用回転羽根 ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
本物品のうち、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。（後略） 

意匠の説明 ： 
本物品のうち、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。（後略） 

国際意匠分類 15-09 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K0-61 ： 

意匠に係る物品 散薬切出用回転羽根 ： 

国際意匠分類 15-09 ： 

1536342 

K1 

【平面図】 

【背面図】 

 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 【Ａ－Ａ線断面図】 

【使用状態を示す参考図】 【斜視図】 【平面図】 

【背面図】 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 【Ａ－Ａ線断面図】 

【使用状態を示す参考図】 【斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1520824 

日本意匠分類 K0-790 ： 

意匠に係る物品 半導体加工機用基板移載機のクリーンユニット ： 

H26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。 

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。 

国際意匠分類 15-09 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K0-790 ： 

意匠に係る物品 半導体加工機用基板移載機のクリーンユニット ： 

国際意匠分類 15-09 ： 

1521100 

K2 

 

【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

 

【平面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【左側面図】 

【斜視図】 

【内部機構省略の

Ａ－Ａ断面図】 
【背面図】 【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【左側面図】 

【斜視図】 

【内部機構省略の

Ａ－Ａ断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1533862 

日本意匠分類 K1-221 ： 

意匠に係る物品 ニッパー ： 

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 08-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K1-221 ： 

意匠に係る物品 ニッパー ： 

国際意匠分類 08-03 ： 

1534210 

K3 

【底面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【背面図】 【各部の名称を示す参考図】 

【底面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【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 1511216 

日本意匠分類 K1-2310 ： 

意匠に係る物品 ドライバー ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

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

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

国際意匠分類 08-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K1-2310 ： 

意匠に係る物品 ドライバー ： 

国際意匠分類 08-04 ： 

1511426 

K4 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【Ａ－Ａ線切断部端面図】 

【斜視図】 

【Ｂ－Ｂ線切断部端面図】 

【Ｃ－Ｃ線切断部端面図】 

【Ｄ－Ｄ線切断部端面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 
【左側面図】 

【Ａ－Ａ線切断部端面図】 

【斜視図】 

【Ｂ－Ｂ線切断部端面図】 

【Ｃ－Ｃ線切断部端面図】 

【Ｄ－Ｄ線切断部端面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1518329 

日本意匠分類 K1-414 ： 

意匠に係る物品 研磨パッド ： 

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。拡大図及び端面図を
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。（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。拡大図及び端面図を
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。（後略） 

国際意匠分類 08-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K1-414 ： 

意匠に係る物品 研磨パッド ： 

国際意匠分類 08-05 ： 

1518580 

K5 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 

【Ａ－Ｂ拡大図】 【背面図】 

【ａ－ａ端面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【Ａ－Ｂ拡大図】 【背面図】 

【ａ－ａ端面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1524120 

日本意匠分類 K2-4920 ： 

意匠に係る物品 釣竿用導糸環 ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

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

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

国際意匠分類 22-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K2-4920 ： 

意匠に係る物品 釣竿用導糸環 ： 

国際意匠分類 22-05 ： 

1524543 

K6 

【底面図】 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 

【Ａ－Ａ’断面図】 

【斜視図２】 【斜視図１】 

【背面図】 

【左側面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【Ａ－Ａ’断面図】 

【斜視図２】 【斜視図１】 

【背面図】 

【左側面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1519292 

日本意匠分類 K3-122 ： 

意匠に係る物品 植物栽培容器 ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）部分意匠として意匠登録を受けようとす
る部分を実線で、それ以外の部分を破線で表し
た。各図において表われる一点鎖線は、部分意匠
として登録を受けようとする部分とそれ以外の部
分の境界のみを表している。（後略） 

意匠の説明 ： 
（前略）部分意匠として意匠登録を受けようとす
る部分を実線で、それ以外の部分を破線で表し
た。各図において表われる一点鎖線は、部分意匠
として登録を受けようとする部分とそれ以外の部
分の境界のみを表している。（後略） 

国際意匠分類 09-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K3-122 ： 

意匠に係る物品 植物栽培容器 ： 

国際意匠分類 09-03 ： 

1519606 

K7 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 
【左側面図】 

【背面図】 

【使用状態を示す参考図１】 

【底面図】 

【正面・平面・左側面側からの斜視図】 

【Ａ－Ａ拡大断面図】 

【正面・底面・右側面側からの斜視図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 
【左側面図】 

【背面図】 

【使用状態を示す参考図１】 

【底面図】 

【正面・平面・左側面側からの斜視図】 

【Ａ－Ａ拡大断面図】 

【正面・底面・右側面側からの斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1530612 

日本意匠分類 K6-20 ： 

意匠に係る物品 流体混合器 ： 

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 15-99 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K6-20 ： 

意匠に係る物品 流体混合器 ： 

国際意匠分類 15-99 ： 

1530971 

K8 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【ＣＧで表した平面

及び左側面側から見

た参考斜視図】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【ＣＧで表した平面

及び左側面側から見

た参考斜視図】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1517158 

日本意匠分類 K6-400 ： 

意匠に係る物品 炭酸泉製造機 ： 

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。正面側斜視図及び
背面側斜視図の実線部分に表れる複数の平行状細
線は立体表面の形状を表す線である。 

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。正面側斜視図及び
背面側斜視図の実線部分に表れる複数の平行状細
線は立体表面の形状を表す線である。 

国際意匠分類 23-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K6-400 ： 

意匠に係る物品 炭酸泉製造機 ： 

国際意匠分類 23-01 ： 

1517332 

K9 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【正面側斜視図】 

【参考図】 

【背面側斜視図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【正面側斜視図】 

【参考図】 

【背面側斜視図】 

【背面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1528652 

日本意匠分類 K6-72 ： 

意匠に係る物品 細胞集塊吸引及び吐出用チップ ： 

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。（中略）本願意匠
は、透明部を示した参考斜視図で斜線を施した部
分（シリンダ部）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。（後略） 

国際意匠分類 24-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K6-72 ： 

意匠に係る物品 細胞集塊吸引及び吐出用チップ ： 

国際意匠分類 24-02 ： 

1528957 

K10 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 
【左側面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ′線断面図】 

【透明部を示した参考斜視図】 

【内部機構をスライドさせた

状態を示す参考断面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【Ａ－Ａ′線断面図】 

【内部機構をスライドさせた

状態を示す参考断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1512412 

日本意匠分類 K7-69 ： 

意匠に係る物品 溶接トーチ用ハンドル ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
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。各図において、薄赤色の
着色を施した部分以外の部分が部分意匠として意
匠登録を受けようとする部分である。 

意匠の説明 ： 
各図に表れる途切れた線は、立体表面の形
状を表す為のものである。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。各図にお
いて表れる一点鎖線は、部分意匠として登
録を受けようとする部分とそれ以外の部分
の境界を表している。（後略） 

国際意匠分類 08-99 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K7-69 ： 

意匠に係る物品 溶接トーチ用ハンドル ： 

国際意匠分類 08-99 ： 

1512592 

K11 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【平面側からの斜視図】 

【底面図】 

【背面図】 

【底面側からの斜視図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【平面側からの斜視図】 

【底面図】 

【背面図】 

【底面側からの斜視図】 

【Ａ－Ａ拡大断面図】 【Ｂ－Ｂ拡大断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1520266 

日本意匠分類 K8-500 ： 

意匠に係る物品 給水ポンプ ： 

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 08-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K8-500 ： 

意匠に係る物品 給水ポンプ ： 

国際意匠分類 08-05 ： 

1520605 

K12 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【底面図】 
【背面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【底面図】 
【背面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1513589 

日本意匠分類 K9-1191 ： 

意匠に係る物品 シール ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
図面上実線で表した部分が、部分意匠として意匠
登録を受けようとする部分である。図面中に表れ
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 ： 
図面上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。図面中に表れ
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 15-99 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K9-1191 ： 

意匠に係る物品 シール ： 

国際意匠分類 15-99 ： 

1514729 

K13 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【背面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 

【右側面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【背面図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1515253 

日本意匠分類 K9-23 ： 

意匠に係る物品 オイルミスト除去フィルタ ： 

H26年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
正面・平面・右側面側からの斜視図に
表れる途切れた線は、立体表面の形状
を表す為のものである。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 ： 
正面・平面・右側面側からの斜視図に
表れる途切れた線は、立体表面の形状
を表す為のものである。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。 

国際意匠分類 23-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K9-23 ： 

意匠に係る物品 オイルミスト除去フィルタ ： 

国際意匠分類 23-01 ： 

1516292 

K14 

【右側面図】 

 

【正面図】 【左側面図】 

【底面図】 【背面図】 

【正面・平面・右側

面側からの斜視図】 【平面図】 

【各部の名称を示す参考図】 

【内部機構を省略し

たＡ－Ａ断面図】 

【背面・底面・左側

面側からの斜視図】 

【右側面図】 【正面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【背面図】 

【正面・平面・右側

面側からの斜視図】 【平面図】 

【各部の名称を

示す参考図】 
【内部機構を省略し

たＡ－Ａ断面図】 

【背面・底面・左側

面側からの斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1547425 

日本意匠分類 K0-320 ： 

意匠に係る物品 スプレーガン ： 

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 08-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K0-320 ： 

意匠に係る物品 スプレーガン ： 

国際意匠分類 08-05 ： 

1547774 

K1 

 

【背面図】 

【Ｂ－Ｂ部分における 

Ａ－Ａ断面図】 

【底面図】 【斜視図１】 

 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【Ｂ－Ｂ部分における 

Ａ－Ａ断面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

 

【平面図】 

【正面図】 
【左側面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1568056 

日本意匠分類 K0-790 ： 

意匠に係る物品 半導体製造装置用整流板 ： 

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り、Ａ－Ａ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、Ａ－Ａ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 15-09 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K0-790 ： 

意匠に係る物品 半導体製造装置用整流板 ： 

国際意匠分類 15-09 ： 

1568323 

K2 

 

【背面図】 

【使用状態を示す参考斜視図】 

【底面図】 【Ａ－Ａ線断面図】 

 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【使用状態を示す参考斜視図】 

【Ａ－Ａ線断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1566640 

日本意匠分類 K1-4081 ： 

意匠に係る物品 ロックドリルビット ： 

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 08-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K1-4081 ： 

意匠に係る物品 ロックドリルビット ： 

国際意匠分類 08-01 ： 

1566747 

K3 

 

【背面図】 

【正面側斜視図】 

【底面図】 

 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 

【背面側斜視図】 【正面側斜視図】 【背面側斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1548409 

日本意匠分類 K3-120 ： 

意匠に係る物品 定植板用キャップ ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
（前略）部分意匠として意匠登録を受けようとす
る部分を実線で、それ以外の部分を破線で表し
た。（後略） 

意匠の説明 ： 
（前略）部分意匠として意匠登録を受けようとす
る部分を実線で、それ以外の部分を破線で表し
た。（後略） 国際意匠分類 15-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K3-120 ： 

意匠に係る物品 定植板用キャップ ： 

国際意匠分類 15-03 ： 

1548562 

K4 

 

【正面・平面・右側面

側からの斜視図】 

【底面図】 

 

【正面図】 
【右側面図】 

【平面図】 【使用状態を示す参考図】 

【Ｂ－Ｂ断面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【背面・底面・左側面

側からの斜視図】 

【正面・平面・右側面

側からの斜視図】 

【平面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【底面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【背面・底面・左側面 

側からの斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1550406 

日本意匠分類 K3-14300 ： 

意匠に係る物品 刈取り機 ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
赤色を呈するように表された部分以外の部位が、
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 ： 
赤色を呈するように表された部分以外の部位が、
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 15-03 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K3-14300 ： 

意匠に係る物品 刈取り機 ： 

国際意匠分類 15-03 ： 

1555395 

K5 

 

【底面図】 

 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【左側面図】 

【背面図】 

【平面図】 

【正面図】 【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 1547276 

日本意匠分類 K3-3900 ： 

意匠に係る物品 管引抜用治具 ： 

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 15-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K3-3900 ： 

意匠に係る物品 管引抜用治具 ： 

国際意匠分類 15-04 ： 

1547348 

K6 

【平面図】 

【背面図】 

 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【平面図】 

【背面図】 

【正面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【左側面図】 

【底面図】 

【使用状態を示す参考図】 【使用状態を示す参考図】 【Ａ－Ａ断面図】 

【右側面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1535950 

日本意匠分類 K3-3910 ： 

意匠に係る物品 掘削ヘッド ： 

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。 

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。 国際意匠分類 15-04 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K3-3910 ： 

意匠に係る物品 掘削ヘッド ： 

国際意匠分類 15-04 ： 

1547301 

K7 

【平面図】 

【背面図】 

 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【斜視図２】 【斜視図１】 【平面図】 

【背面図】 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【斜視図２】 【斜視図１】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1531907 

日本意匠分類 K5-2300 ： 

意匠に係る物品 ミシン ： 

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。 

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 15-06 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K5-2300 ： 

意匠に係る物品 ミシン ： 

国際意匠分類 15-06 ： 

1548567 

K8 

【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２】 【斜視参考図１】 

【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２】 【斜視参考図１】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1544111 

日本意匠分類 K6-71 ： 

意匠に係る物品 液体混合用容器 ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
実線で描かれた部分が意匠登録を受けようとする
部分である。（後略） 

意匠の説明 ： 
実線で描かれた部分が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 07-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K6-71 ： 

意匠に係る物品 液体混合用容器 ： 

国際意匠分類 07-01 ： 

1544437 

K9 

【右側面図】 

 

【平面図】 

【正面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【Ｂ－Ｂ，Ｃ－Ｃ部拡大図】 

【底面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【平面図】 

【正面図】 

【使用状態を示す参考図】 

【Ｂ－Ｂ，Ｃ－Ｃ部拡大図】 

【底面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1576215 

日本意匠分類 K6-79 ： 

意匠に係る物品 試料混合用カートリッジ ： 

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。
（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） 国際意匠分類 24-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K6-79 ： 

意匠に係る物品 試料混合用カートリッジ ： 

国際意匠分類 24-02 ： 

1576549 

K10 

【右側面図】 

 

【背面図】 

【左側面図】 

【底面方向から見た斜視図】 【底面図】 

【正面図】 

【平面図】 【平面方向から見た斜視図】 

【右側面図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【底面方向から見た斜視図】 【底面図】 

【正面図】 

【平面図】 【平面方向から見た斜視図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1550608 

日本意匠分類 K9-110 ： 

意匠に係る物品 ローラーベアリング ： 

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。 

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 15-99 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K9-110 ： 

意匠に係る物品 ローラーベアリング ： 

国際意匠分類 15-99 ： 

1550757 

K11 

【底面図】 

【右側面図】 

 

【背面側斜視図】 

【正面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【背面図】 

【正面側斜視図】 
【使用状態を示す参考斜視図】 

【左側面図】 

【平面図】 

【底面図】 

【右側面図】 

【背面側斜視図】 

【正面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【背面図】 

【正面側斜視図】 

【使用状態を示す参考斜視図】 

【左側面図】 

【平面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1538572 

日本意匠分類 K9-13 ： 

意匠に係る物品 コンベヤチェーン用プレート ： 

H27年度 部分意匠の関連意匠登録事例集 

意匠の説明 ： 
赤色で着色された部分以外の部分が、部分意匠と
して意匠登録を受けようとする部分である。（後
略） 

意匠の説明 ： 
赤色で着色された部分以外の部分が、部分意匠と
して意匠登録を受けようとする部分である。（後
略） 国際意匠分類 12-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K9-13 ： 

意匠に係る物品 コンベヤチェーン用プレート ： 

国際意匠分類 12-05 ： 

1538799 

K12 

【右側面図】 

 

【正面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【使用状態を示す参考図】 

【平面図】 

【右側面図】 【正面図】 

【背面図】 

【底面図】 

【斜視図】 

【使用状態を示す参考図】 

【平面図】 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1583756 

日本意匠分類 K0-0200 ： 

意匠に係る物品 産業用ロボット ： 

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

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

国際意匠分類 15-99 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K0-0200 ： 

意匠に係る物品 産業用ロボット ： 

国際意匠分類 15-99 ： 

1583858 

K1 

 

【背面図】 【底面図】 

【斜視図１】 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【平面図】 

 

【斜視図２】 【背面図】 【底面図】 

【斜視図１】 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【平面図】 

【斜視図２】 

H28年度出願の部分意匠の関連意匠登録事例集 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1577602 

日本意匠分類 K0-029 ： 

意匠に係る物品 産業ロボット用手首 ： 

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。 

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。 

国際意匠分類 15-99 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K0-029 ： 

意匠に係る物品 産業ロボット用手首 ： 

国際意匠分類 15-99 ： 

1582252 

K2 

 

【背面図】 
【底面図】 

【参考図１】 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【平面図】 

【参考図２】 

【背面図】 【底面図】 

【参考図１】 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【平面図】 

【参考図２】 

H28年度出願の部分意匠の関連意匠登録事例集 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1575182 

日本意匠分類 K1-05 ： 

意匠に係る物品 直角切断用治具 ： 

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 08-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K1-05 ： 

意匠に係る物品 直角切断用治具 ： 

国際意匠分類 08-05 ： 

1575463 

K3 

 

【背面図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【正面図】 
【右側面図】 

【左側面図】 

【平面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【使用状態を示す参考図１】 

【使用状態を示す参考図２】 

【背面図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【正面図】 
【右側面図】 

【左側面図】 

【平面図】 

【Ａ－Ａ断面図】 

【使用状態を示す参考図１】 

【使用状態を示す参考図２】 

H28年度出願の部分意匠の関連意匠登録事例集 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1589869 

日本意匠分類 K1-390 ： 

意匠に係る物品 結束機用ボビン ： 

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

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

国際意匠分類 08-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K1-390 ： 

意匠に係る物品 結束機用ボビン ： 

国際意匠分類 08-05 ： 

1590238 

K4 

 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 【斜視図】 

【背面図】 

【左側面図】 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 【斜視図】 

【背面図】 

【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 1581569 

日本意匠分類 K1-403 ： 

意匠に係る物品 歯車切削工具 ： 

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。「斜視参考図」
及び「底面参考図」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。（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。「斜視参考図」
及び「底面参考図」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。（後略） 

国際意匠分類 08-05 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K1-403 ： 

意匠に係る物品 歯車切削工具 ： 

国際意匠分類 08-05 ： 

1581665 

K5 

 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【斜視参考図】 

【底面参考図】 

【斜視図】 

【底面図】 

【正面図】 【右側面図】 

【平面図】 

【斜視参考図】 

【底面参考図】 

【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 1594256 

日本意匠分類 K1-4080 ： 

意匠に係る物品 コンクリート壁用ホールカッター ： 

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。 

国際意匠分類 08-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K1-4080 ： 

意匠に係る物品 コンクリート壁用ホールカッター ： 

国際意匠分類 08-01 ： 

1594415 

K6 

【平面図】 

【背面図】 

 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 
【斜視図】 

【平面図】 

【背面図】 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 
【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 1573666 

日本意匠分類 K6-1210 ： 

意匠に係る物品 飲料及び調理用ろ過機 ： 

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 23-01 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K6-1210 ： 

意匠に係る物品 飲料及び調理用ろ過機 ： 

国際意匠分類 23-01 ： 

1573873 

K7 

【平面図】 

【背面図】 

 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【Ｅ－Ｅ部分拡大図】 

【斜視図１】 

【平面図】 

【背面図】 

【正面図】 【右側面図】 【左側面図】 

【底面図】 

【Ｅ－Ｅ部分拡大図】 

【斜視図１】 

H28年度出願の部分意匠の関連意匠登録事例集 



 本意匠 関連意匠 意匠登録第     号 1570247 

日本意匠分類 K8-592 ： 

意匠に係る物品 ウォーターポンプ用カバー ： 

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
る部分以外の部分には、薄赤色を施した。 

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
る部分以外の部分には、薄赤色を施した。 

国際意匠分類 15-02 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K8-592 ： 

意匠に係る物品 ウォーターポンプ用カバー ： 

国際意匠分類 15-02 ： 

1585904 

K8 

 

【背面図】 

【正面図】 【右側面図】 

 

【平面図】 

【使用状態を示す参考図】 【底面図】 

【左側面図】 

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

【背面図】 

【正面図】 
【右側面図】 

【平面図】 

【使用状態を示す参考図】 【底面図】 

【左側面図】 

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

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 1561160 

日本意匠分類 K9-17 ： 

意匠に係る物品 電動アクチュエータ ： 

意匠の説明 ： 
（前略）部分意匠として意匠登録を受けようとする
部分を実線で、それ以外の部分を破線で表わした。
図面中に表われる一点鎖線は、部分意匠として登録
を受けようとする部分とそれ以外の部分の境界のみ
を表している。（後略） 

意匠の説明 ： 
（前略）部分意匠として意匠登録を受けようとす
る部分を実線で、それ以外の部分を破線で表わし
た。図面中に表われる一点鎖線は、部分意匠とし
て登録を受けようとする部分とそれ以外の部分の
境界のみを表している。 

国際意匠分類 15-99 ： 

意匠登録第     号 

日本意匠分類 K9-17 ： 

意匠に係る物品 電動アクチュエータ ： 

国際意匠分類 15-99 ： 

1561231 

K9 

【正面・底面・左側面側からの斜視図】 

【底面図】 

【正面・底面・左側面側からの斜視図】 

 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【背面図】 

【正面・平面・右側面側からの斜視図】 

【底面図】 

【平面図】 

【正面図】 【左側面図】 【右側面図】 

【背面図】 

【正面・平面・右側面側からの斜視図】 

H28年度出願の部分意匠の関連意匠登録事例集 


