〔ライ〕
物品の名称

〔ラジ〕
意匠分類の記号

物品の名称

意匠分類の記号

ライト付ラジオ…………………H3-7110
〔ら〕

＊＊ライトペン………………………H5-925

＊ ライオンおもちゃ………………E1-32ABB

＊ ライフルスコープ………………E3-041

ライナープレート………………L2-2121
来客のぞきめがね用

ライフルスコープ用

金具……………………………L5-66

仰角調整器……………………E3-041

＊ ライス型…………………………L6-233

ライフルスコープ用

＊＊ライター…………………………B6-43〜43CD

取付け金具……………………E3-041

ライター

ライン引き具……………………E3-1

喫煙用パイプ整備具

ライン引き用

付きライター……………B6-41

石灰ホッパー…………………E3-1

シャープペンシル

落雁………………………………A1-15〜15G

付きライター……………B6-41

らくがん…………………………A1-15〜15G

卓上ライター………………B6-42〜42A

落石防護網取付用

卓上電子計算機

アンカー………………………L2-222

付きライター……………B6-41

落石防護網の支柱………………L2-221

卓上ライター用

落石防護網用アンカー…………L2-221

ライター…………………B6-491

落石防護網用支柱………………L2-221

時計付きライター…………B6-41

落石防護壁………………………L2-542

ボールペン

落石防止網用アンカー…………L2-221

付きライター……………B6-41

落石防止網用

ライター入れ付き灰皿…………B6-31

クロスクリップ………………L2-221

ライターケース…………………B6-490

落石防止網用支柱………………L2-221

ライター付

落石防止棚用中間支柱…………L3-5410

卓上電子計算機………………B6-41
＊ ライター付き

落石防止用ネット支柱…………L2-221
＊ ラグビーボール…………………E3-301

たばこ入れ……………………B6-20

ラケット

＊ ライター付き灰皿………………B6-31

卓球ラケット………………E3-33

ライター付

テニスラケット……………E3-311

ラジオ受信機…………………H3-7110

バドミントン

ライターホルダー………………B6-490

ラケット…………………E3-321

＊ ライター用圧電素子……………B6-491

ラケット運搬具…………………E3-310

ライター用圧電点火器…………B6-491

ラケット用ガット

＊ ライター用ケース………………B6-490

保護具…………………………E3-310

ライター用発火石………………B6-491

螺子棒切断機……………………K1-220

ライター用バーナー

羅紗切はさみ……………………K1-132

ノズルの口金…………………B6-491
＊ ライティング

＊ ラジアル圧縮機…………………K8-62
＊ ラジアル送風機…………………K8-710

ビューロー……………………D2-333

＊＊ラジアルボール盤………………K7-112

ライト

ラジエターグリル

スポットライト……………D3-620〜620B

自動車用ラジ

ペンシルライト……………D3-511〜511A、

エターグリル……………G2-2913

D3-511C〜511D

ラジオ、時計、温度計

ポケットライト……………D3-511、

及び鏡付手提電灯……………H3-7110

D3-511B〜511D

ラジオアンテナ用

ライト付携帯用ブザー…………H4-121
ライト付携帯ラジオ……………H3-7110

整合器…………………………H3-13
＊ ラジオおもちゃ…………………E1-644

ライト付水中用ナイフ…………K1-110B
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〔ラジ〕
物品の名称

〔ラジ〕
意匠分類の記号

物品の名称

ラジオ及びテレビ受像

意匠分類の記号

＊ ラジオ受信機用

機付きテープ

交直流変換器…………………H2-211

レコーダ………………………H4-3452

ラジオ受信機用

ラジオおよび点滅灯

ダイヤル………………………H1-04

付きスポットライト…………H3-7110

ラジオ受信機用つまみ…………H1-04

ラジオ及び時計付き

ラジオチューナー

電気スタンド…………………D3-331

車截用ラジオ

ラジオカセットプレー

チューナー………………H3-712A

ヤー付き手提電灯……………H4-4350

増幅機付ラジオ

＊＊ラジオ受信機……………………H3-710〜710AA

チューナー………………H3-712

ラジオ受信機

ラジオチューナー………………H3-712〜712B

携帯用ラジオ

＊ ラジオチューナー及び

受信機……………………H3-710A〜H3-710AA

テープレコーダー

時計付

付きデジタル

ラジオ受信機……………H3-7111

オーディオディスク

＊ ラジオ受信機及びテー

プレーヤー……………………H4-460

プレコーダー付き

ラジオチューナー付

テレビ受像機…………………H4-3452

増幅器…………………………H3-712

ラジオ受信機及び時計

ラジオチューナー付

付卓上電子計算機……………J4-54

デジタルオーディオ

＊ ラジオ受信機及び録音

ディスクプレーヤー…………H4-460〜460BB

機付き電気蓄音機……………H4-2110

ラジオ付置時計…………………H3-7111

ラジオ受信機及び録音

ラジオ付懐中電灯………………H3-7110

機付きステレオ電気

ラジオ付拡声器…………………H3-7110

蓄音機…………………………H4-222A

ラジオ付き

ラジオ受信機付置時計…………H3-7111

蛍光灯スタンド………………D3-331

ラジオ受信機付車載用

ラジオ付携帯電灯………………H3-7110

無線通信機……………………H3-613

ラジオ付充電式ライト…………H3-7110

＊＊ラジオ受信機付き

＊ ラジオ付き整理棚………………D2-5160

卓上電子計算機………………J4-54

ラジオ付き扇風機………………D4-41

＊＊ラジオ受信機付き

ラジオ付卓上

テーププレーヤー……………H4-430、H4-430C

電子計算機……………………J4-54

H4-4351

ラジオ付手提げ電灯……………H3-7110

ラジオ受信機付き

ラジオ付

テープレコーダー……………H4-430AA、H4-430C、
H4-4331〜4331BAA

テレビジョン受像機…………H4-3451
ラジオ付き

ラジオ受信機付き

電気スタンド…………………D3-331

手さげ電灯……………………H3-7111

ラジオ付

＊＊ラジオ受信機付き

電子卓上計算機………………J4-54

テレビ受像機…………………H4-3451

ラジオ付時計……………………H3-7111

＊ ラジオ受信機付き

ラジオ付き

電気スタンド…………………D3-331

トランシーバー………………H3-614

＊＊ラジオ受信機付き

ラジオ付風呂ブザー……………H3-7110

電気蓄音機……………………H4-2110

ラジオ、時計付

ラジオ受信機付時計……………H3-7111

テープレコーダー……………H4-4330

ラジオ受信機用

ラジオ、

キャビネット…………………H3-719

トランシーバー付

＊ ラジオ受信機用ケース…………H3-719

テーププレーヤー……………H4-4350
467

〔ラジ〕
物品の名称

〔ラン〕
意匠分類の記号

物品の名称

ラジオペンチ……………………K1-221

意匠分類の記号

欄干

＊＊ラジオ用チューナー……………H3-712〜712B

ひな段用欄干………………C2-1522

ラジオ用チューナー

ランジェリーハンガー…………D1-111F

及び増幅器付き

ランタン…………………………D3-220

レコードプレーヤー…………H4-223〜223B

ランチジャー……………………C5-3251

＊ ラジオ用チューナー・

ランチボックス…………………C5-3251、C5-320BCA

録音機及び増幅器

＊＊ランチョンマット………………C1-6

付きレコード

＊＊ランドセル………………………B4-21

プレーヤー……………………H4-223〜223B

＊ ランドセルカバー………………B4-91

ラジカセおもちゃ………………E1-640
＊ ラス………………………………L6-1331

＊ ランドセル背板…………………B4-91
＊ ランドセル底板…………………B4-91

ラス連結クリップ………………L4-329

ランドセルの

＊ ラス連結用クリップ……………L4-329

肩ベルト取付具………………B4-91

螺旋階段の段板…………………L4-031

ランドセルの

螺旋階段用段板…………………L4-031
螺旋ホース締付け具……………M2-42

背環取付金具…………………B4-91
＊ ランドセル尾錠用

ラチェットレンチ用
ストッパー……………………K1-23290

飾り金具………………………B4-91
＊ ランドセル用回転環……………B4-91

ラチエットレンチの
ストッパー……………………K1-23290

ランドセル用錠…………………B4-91
＊ ランドセル用

らっきょう掘取機………………K3-142

背負い帯取付け環……………B4-91

ラック

ランドセル用背環………………B4-91

音響機器用ラック…………D2-5321〜5321B

ランドセル用背護板……………B4-91

ケーキラック………………C5-440

ランナー

ケーブルラック……………H2-421

カーテンランナー…………L5-512

スリッパラック……………D1-312〜312B

間仕切り

ボトルラック………………D1-32
マガジンラック……………D1-311〜311A

ドアランナー……………L5-62
＊ ランニングシャツ………………B1-62B

ワインラック………………D1-32

ランニング測定器………………J1-02

＊＊ラック歯切り盤…………………K7-117

ランニングマシン用

ラッコおもちゃ…………………E1-32A

足踏マット……………………E3-010

ラッパおもちゃ…………………E1-511

ランニングマシン用

ラッピング端子…………………H1-320

コントローラ…………………J1-00

＊＊ラップ盤…………………………K7-1100

ランニングマシン用

ラベル印刷機……………………K0-220

セット台………………………E3-010

ラベル印刷貼付機………………F2-2260

ランプ

ラベル印刷貼付機用

オイルランプ………………D3-220

インク含浸ローラー…………F2-2269

キセノンランプ……………D3-1130

ラベル印刷貼付機用

蛍光ランプ…………………D3-121

ラベル取付け管………………F2-2269

携帯用石油ランプ…………D3-220

ラベル印刷貼付機用

自動車用

ラベル保持具…………………F2-2269

スポットランプ…………D3-7110A

ラベル貼着機……………………F2-2260

自動車用

ラベル貼付機……………………F2-2260

フォグランプ……………D3-7110A

ラベル発行機……………………H5-450〜450B

自動車用

ラベルプリンター………………H5-450〜450B

マップランプ……………D3-7110

ラムネ菓子………………………A1-15〜15G
＊ 卵黄分離器………………………C6-360
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〔ラン〕
物品の名称

〔ラン〕
意匠分類の記号

物品の名称

自動車用リヤー
コンビネーショ
ンランプ…………………D3-7111
水銀ランプ…………………D3-122
つり下げ用
オイルランプ……………D3-220
トーチランプ………………K1-01
ナトリウムランプ…………D3-1130
ブローランプ………………K1-01
ヘッドランプ………………D3-54
放電ランプ…………………D3-120
ランプシェード…………………D3-3391
ランプ付
テープカウンター……………J1-01
＊＊欄間………………………………L5-02
欄間
厨子用欄間…………………C7-1691
地盤展圧用ランマ…………K3-3242
ランマー用輾圧板………………K3-3240
欄間用中桟材……………………L5-12014
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意匠分類の記号

