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〔リー〕                          〔リヒ〕 

物品の名称          意匠分類の記号 物品の名称          意匠分類の記号 

 

〔り〕 

 

  リーダー 

    マイクロフィルム 

     リーダー…………………J3-6 

  リーダープリンター 

    マイクロフィルム 

     リーダー 

     プリンター………………J3-6 

  リード線切断機…………………K7-132 

  リード線 

   切断動力カッタ………………K1-400 

  リード端子装着機………………K0-03  

＊ リードフレーム…………………H1-79  

＊＊リードリレー……………………H1-61～61C  

  リーマ 

    根管リーマ…………………J7-62  

    センタリーマ………………K1-402 

    テーパピンリーマ…………K1-402 

＊＊リーマー…………………………K1-402 

  リール 

    映写機用 

     テープリール……………J3-70  

    接着テープホル 

     ダー用リール……………F2-8149  

    釣り竿用リール……………K2-50  

    釣り用リール………………K2-50～50C  

    釣り用電動リール…………K2-50  

    テープレコーダ用 

     テープリール……………H4-4193  

    ビデオテープ 

     レコーダ用テープ 

     リール……………………H4-4193  

  リールシート……………………K2-490 

  リール付き水ホース……………K3-154 

  リール用モータ…………………H2-120 

＊＊リアクトル………………………H1-40  

  理化学用スポイト………………K6-72  

  理化学用洗滌びん………………K6-71  

＊＊理科教室用机……………………D2-30B 

  理科実験用狭持具………………K6-73  

  理科実験用具入れ………………K6-79  

  離岸堤構築用ブロック…………L2-2241  

＊＊力織機……………………………K5-131 

  陸揚げ機…………………………G1-20  

＊ 陸上競技用円盤…………………E3-1 

陸屋根用排水口具………………L2-450、452 

  リクライニングチェア…………D2-14  

  リズム演奏器……………………E4-01  

  リズム演奏機付 

   電子オルガン…………………E4-60A～60AC 

＊＊リズム発声器……………………E4-01  

  立体映像用眼鏡…………………B3-61  

  立体構造物用 

   トラスバー……………………L4-190 

  立体座標測定器…………………J1-125 

  立体軸組接合金物………………L4-191A  

  立体状金網………………………L4-120 

  立体駐車機………………………L3-230 

  立体テニスコート………………L3-200 

  立体トラス用接合部品…………L4-191 

  立体ビデオカメラ………………H4-310 

  立体物構築用継手………………L4-191 

  立体物構築用骨材………………L4-10  

  立体物構築用面体………………L4-191 

＊ 立体物長さ測定器………………J1-125 

＊ 立体プレス用人体型……………K5-21  

＊ 立体眼鏡…………………………B3-61  

  リップ溝形鋼……………………L4-10  

  立体物測定器……………………J1-125 

  立体物測定機……………………J1-125 

＊ 利得ナイフ………………………K1-110C  

  リニアパルスモータ用 

   移動子…………………………H2-19  

  リニアパルスモータ用 

   可動子の鉄心板………………H2-19  

  リニアモーターカー 

   おもちゃ………………………E1-6320  

  リニアモータの可動子…………H2-19  

  リニアモータ用 

   電機子コイル…………………H2-19  

＊ 離乳用コップ……………………C5-230 

＊＊理髪はさみ………………………K1-132 

  理髪鋏……………………………K1-132 

  理髪はさみ用替え刃……………K1-139 

  理髪はさみ用カバー……………K1-52  

  理髪ばさみ………………………K1-132 

  理髪用いす………………………D2-151 

  理髪用くし………………………B7-310 

＊ 理髪用梳きはさみ………………K1-132 

＊ 理髪用石けん泡立て器…………B7-201 

  理髪用はさみ……………………K1-132 

  履板 

    クローラ用履板……………G2-912 

＊＊離被架……………………………J7-20 
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〔リビ〕                          〔リョ〕 

物品の名称          意匠分類の記号 物品の名称          意匠分類の記号 

  理美容いす昇降用脚……………D2-94、D2-94AA  

  理美容いす用脚…………………D2-94  

  理美容用いす座…………………D2-193 

  理美容いす用取付け枕…………D2-190 

  理美容院用 

   ワゴンテーブル………………D2-42、D2-42C 

  理美容用鏡………………………D2-632 

  理美容かみそり…………………B7-223 

  理美容用刈布……………………B1-33  

  理美容用いす……………………D2-151 

  理美容用ケープ…………………B1-33  

  理美容用シャンプー台…………D5-23  

  理美容用収納棚…………………D2-511 

  理美容用施術台…………………D2-151 

  理美容用鋏………………………K1-132 

  リフト 

    自動車整備用 

     リフト……………………G1-30  

    ローリフト…………………G2-55  

  リフトカー取付用 

   ウインチ………………………G1-20  

  リフト作業車……………………G2-230 

  リフト車用バケット……………G2-2900  

  リフト用いす……………………G1-4 

  リブパイプ分岐 

   管継ぎ手………………………M2-4122  

＊＊リベット…………………………M3-123～123E 

  リベット締付具…………………K1-34  

  リボン 

    ヘアーリボン………………B3-24  

    包装用リボン………………F4-925 

    帽子用リボン………………B2-69  

  リボンカートリッジ……………H5-921 

  リボンカセット…………………H5-921 

  リボン地…………………………M1-621 

＊＊リミットスイッチ………………H1-552 

  リム 

    自動車車輪のリム…………G2-91190 

  リムーバー 

    ステープル 

     リムーバー………………F2-83291 

  リモートコントローラ 

    エアコンリモート 

     コントローラ……………H2-62～62E  

    換気扇用リモート 

     コントローラ……………H2-62～62E  

 

    テープレコーダー 

     リモート 

     コントローラ……………H2-62～62E  

    テレビジョン受像 

     機用リモート 

     コントローラ……………H2-62～62E  

    電機毛布用リモー 

     トコントローラ…………H2-62～62E  

  リモートコントローラ 

   付きマイクロホン……………H4-111 

  リモコン付イヤホン……………H4-143 

  リモコン変圧器用 

   ヒューズホルダ………………H1-592 

＊＊リヤカー…………………………G2-54  

＊ 龍おもちゃ………………………E1-33B 

＊ 硫化水素計………………………J1-523 

  流水管……………………………M2-31  

  流水阻止板 

   （レインバリヤ）……………L4-40  

＊ 竜頭………………………………J2-90  

  流雪溝……………………………L2-411D  

  流雪溝用ブロック………………L2-413A  

  流雪用水路ブロック……………L2-411D～411E 

  流速計……………………………J1-320 

  流体圧シリンダー………………K9-17  

  流体管継手………………………M2-4113  

  流体検視器………………………J1-320 

  流体制御弁………………………M2-500 

  流体の磁気処理器………………K6-40  

  流体分離容器……………………K6-10  

  流体変速機………………………K9-18  

  流体熱交換器……………………K6-50  

＊ 流通管……………………………M2-31  

＊ 流通管材…………………………M2-31  

＊＊流量計……………………………J1-320 

＊ 流量検視器………………………J1-320 

  流量調整弁………………………M2-500 

  流量調節ゲート…………………L2-13  

＊＊リュックサック…………………B4-20  

＊＊両替機……………………………J5-31  

  料金清算機………………………J5-32  

  料金清算用時間計………………J1-00  

  両口スパナ………………………K1-2320～2321 

  料紙文庫…………………………F2-713 

＊ 領収書……………………………F3-1112  

  領収書用紙………………………F3-1112  

＊＊猟銃………………………………E3-041 

＊ 猟銃用ケース……………………E3-041 
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〔リョ〕                          〔リン〕 

物品の名称          意匠分類の記号 物品の名称          意匠分類の記号 

＊ 猟銃用弾丸………………………E3-040 

  量水器筐用中蓋…………………L2-433 

  量水器筐用蓋……………………L2-441B  

  量水器筐…………………………L2-433 

  量水器箱…………………………L2-433 

  量水器保温カバー………………L2-433 

  量水器保護箱……………………L2-433 

  量水器保護筐……………………L2-433 

  量水器ボックス…………………L2-433 

＊＊量水器用保護箱…………………L2-433 

  量水器用保護筐…………………L2-433 

  量水器用保護蓋…………………L2-433 

  両手てんぷら鍋…………………C5-4110A 

＊＊両手なべ…………………………C5-4110C～4110CA 

  両手鍋用柄………………………C5-4192  

  両刃のこぎりカバー……………K1-52  

  両開きカーテン用 

   布地間止め具…………………L5-590 

  両開き戸用開き防止具…………L5-6330  

＊ 両開き窓用下枠…………………L5-1512  

＊ 両開き窓用下枠材………………L5-1512  

＊＊料理教室用机……………………D2-30B 

  料理用包丁………………………C6-3110  

  料理用盛り皿……………………C5-210 

  料理用冷却機……………………C6-50  

＊＊旅客車……………………………G2-11  

  旅客船……………………………G3-0 

  緑化植生網………………………K3-120 

  緑化ブロック……………………L2-2240、L2-2243、 

                L2-2244C 

  緑化面保護網用 

   押さえ金具……………………L2-220 

  緑化用植生基網…………………K3-129 

  緑化用擁壁ブロック……………L2-2240、L2-2244C 

  緑茶仕上げ機……………………K4-0 

＊＊緑茶蒸し機………………………K4-0 

  利用地表温度調節用 

   埋設器…………………………K3-0 

  理容バサミ………………………K1-132 

  理容用泡立て器…………………B7-201 

＊＊理容用いす………………………D2-151 

＊ 理容用ケープ……………………B1-33  

＊ 理容用石けん泡立て器…………B7-201 

  リレー……………………………H1-60～61C  

  リレー 

    無接点リレー………………H1-60～61C  

    リードリレー………………H1-61  

＊ リレー用ソケット………………H1-3445  

  リレー用バトン…………………E3-1 

  林業用運搬車……………………G2-221、G2-231 

  リング 

    イヤリング…………………B3-25  

    カードング…………………F2-620 

    カップング…………………K9-15  

    自動車用 

     ホイールリング…………G2-91193 

    スキーストック用 

     リング……………………E3-412 

    繊維機械用リング…………K5-191 

    たばこ用リング……………B6-0 

    ナプキンリング……………C5-5351  

    避妊リング…………………C4-52  

  リングゲージ……………………J1-127 

  リンゴ用掛袋……………………K3-152 

  臨床検査用 

   試料収納容器…………………K6-71  

  輪尺………………………………J1-110 

  輪転謄写機………………………K0-220 

 

 


