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〔レー〕                          〔レー〕 

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

 

〔れ〕 

 

  レーキ……………………………K3-161 

  レーザー加工機…………………K0-020A、K0-03、 

                K7-0～1100 

  レーザー加工機本体……………K7-1100  

  レーザー加工機用 

   制御器…………………………K7-1100  

  レーザー加工機用 

   発振器…………………………H0-11  

  レーザー加工機用 

   発振ヘッド……………………K7-1100  

  レーザー干渉測長器用 

   レーザー光発振器……………H0-11  

  レーザー干渉測長器用 

   レーザー光波干渉器…………H0-11  

  レーザーガス供給器……………K7-1100  

＊＊レーザー治療器…………………J7-55  

  レーザー発振器…………………H0-11  

  レーザー発生器…………………H0-11、K7-1100  

  レーザー発生機…………………H0-11、K7-1100  

  レーザービーム 

   プリンター用 

   封筒フイーダー………………H5-922 

  レーザープリンター……………H5-450～450B 

  レーザメス………………………J7-40  

  レーザ裁断機……………………K7-1100  

＊ レーザ発生器……………………H0-11  

＊ レーシングカー 

   おもちゃ………………………E1-6315  

  レース編み機……………………K5-14  

＊＊レース地…………………………M1-12～12M  

  レース地 

    刺しゅうレース地…………M1-111 

  レース地 

    細幅レース地………………M1-624～624BA  

  レースペーパー…………………C5-29  

  レーダー用アンテナ……………H3-110 

  レーダー用空中線………………H3-110 

  レーダアンテナ…………………H3-110 

  レーダ用動作監視器……………H3-629 

  レードル 

    サラダ盛付け用 

     レードル…………………C6-211 

    調理用レードル……………C6-211 

 

  レール 

    アコーディオン 

     カーテンレール…………L5-50、L5-511 

    網戸用戸車レール…………L5-105 

    カーテンレール……………L5-50、L5-511 

    家具用戸車レール…………D2-9122  

    コンベヤ用レール…………G1-60  

    シャッター用 

     ガイドレール……………L5-321 

    ショーケース用 

     レール……………………F5-2914  

    吊り戸車レール……………L5-50、L5-511 

    鉄道車両用レール…………G1-60  

    鉄道模型用レール…………E1-6361  

    戸車レール…………………L5-105 

    ベネチアン 

     ブラインド用 

     ボトムレール……………C1-59  

    間仕切りパネル用 

     レール……………………L5-50、L5-511 

    間仕切りパネル用 

     シーリング 

     レール……………………L5-0115  

    間仕切りパネル用 

     フロアレール……………L5-0115  

  レール押えバネ…………………G1-69  

＊ レールおもちゃ用駅……………E1-6329  

＊ レールおもちゃ用 

   ポイント………………………E1-6329  

  レール材 

    アコーディオンカ 

     ーテンレール材…………L5-511 

    網戸用戸車 

     レール材…………………L5-105 

    運搬用レール材……………G1-60  

    カーテンレール材…………L5-511 

    家具用戸車 

     レール材…………………D2-9122  

    シャッター用 

     ガイドレール材…………L5-321 

    昇降機用レール材…………G1-60  

    商品陳列ケース用 

     レール材…………………F5-2914  

    吊り戸車レール材…………L5-511 

    戸車レール材………………L5-105 

    間仕切りパネル用 

  レール材…………………L5-511  
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〔レー〕                          〔レイ〕 

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

    間仕切りパネル用 

     シーリング 

     レール材…………………L5-0115  

    間仕切りパネル用 

     フロアレール材…………L5-0115  

  レール継ぎ目用カバー…………G1-69  

  レール締結装置の 

   緩み止め器具…………………G1-69  

  レール締結用板ばね……………G1-69  

  レール締結用金具………………G1-69  

＊ レール用探傷機…………………H0-22  

  レール用止め木…………………G1-69  

  レイアウト用紙…………………F3-1130  

＊ 霊屋………………………………C7-160 

  冷温水機…………………………C6-61～61C  

  冷温蔵庫…………………………C6-51、C6-51B～51BA

                C6-51F 

  冷温風機…………………………D4-311B、D4-311BD 

  冷温風扇…………………………D4-311BD、 

                D4-311BBA  

  冷菓製造器………………………C6-332 

  冷却衣 

    作業用冷却衣………………J6-11  

＊＊冷却器……………………………K6-50～50B  

  冷却器 

    化学機器用冷却器…………K6-50  

  冷却機 

    飲料水冷却機………………C6-61～61C  

  冷却塔用熱交換器………………K6-590～K6-592A  

  冷却ファン………………………K8-710 

  冷却ファン付 

   半導体素子……………………H1-70  

  冷却フィン………………………H1-02  

  冷却フィン付き 

   無接点接触器…………………H1-62  

  霊柩自動車………………………G2-20  

  冷水機……………………………C6-61～61C  

  冷水供給器及び 

   解凍器付冷蔵庫………………C6-51E～51EB 

  冷水供給器付製氷機……………C6-52  

  冷水供給器付き冷蔵庫…………C6-51E～51EB 

  冷水ショーケース………………F5-231～231A 

                F5-231C  

＊＊冷水筒……………………………C5-315A  

  冷水製造機………………………K6-6 

  冷蔵オープン 

   ショーケース…………………F5-231B、F5-231E  

＊ ＊冷蔵庫……………………………C6-51～51JB 

  冷蔵庫 

    電子レンジ付 

     冷蔵庫……………………C6-51C 

    氷塊供給器付 

     冷蔵庫……………………C6-51E～51EB 

    冷水供給器付 

     冷蔵庫……………………C6-51EB  

＊ 冷蔵庫おもちゃ…………………E1-6114  

  冷蔵庫収納棚……………………D2-5323  

  冷蔵庫扉 

   ガスケット用磁石……………L4-432 

  冷蔵庫扉用化粧枠材……………L5-0111  

  冷蔵庫扉用ストッパー…………L5-95  

  冷蔵庫扉用蝶番…………………C6-591 

  冷蔵庫扉用ハンドル……………C6-591 

  冷蔵庫扉用 

   レール固定材…………………L5-510～511  

  冷蔵庫扉用レール材……………L5-511 

  冷蔵庫扉用 

   レール取付枠材………………L5-510 

  冷蔵庫扉用枠材…………………L5-0111  

  冷蔵庫扉用 

   コーナー化粧材………………L5-1211  

＊ 冷蔵庫用 

   異常警報監視器………………H2-63A 

  冷蔵庫用入口枠材………………L5-0111  

  冷蔵庫用 

   壁パネル接合金具……………L5-019 

  冷蔵庫用化粧枠材………………L5-0111  

  冷蔵庫用 

   コーナーパッキング…………L4-432 

  冷蔵庫用水筒……………………C5-315A  

  冷蔵庫用製氷皿…………………C6-233～233A 

＊ 冷蔵庫用ちょうつがい…………C6-591 

＊ 冷蔵庫用取手……………………C6-591 

＊ 冷蔵庫用取手材…………………C6-591 

  冷蔵庫用扉枠材…………………L5-0111、L5-1211  

  冷蔵庫用パッキング……………C6-592、L4-432 

  冷蔵庫用 

   パッキング受材………………L5-1020  

  冷蔵庫用 

   パッキング押え材……………L5-0110  

＊ 冷蔵庫用パッキング材…………C6-592、L4-432 

  冷蔵庫用横桟材…………………L5-0110  

  冷蔵庫用冷却機…………………K6-6 

  冷蔵庫用冷水容器………………C5-315～315A 

＊ 冷蔵室用気密材…………………L4-432 

＊ ＊冷蔵ショーケース………………F5-230～231F 
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  冷蔵ショーケース用棚…………F5-239 

  冷蔵ショーケース用 

   保護カバー……………………F5-239 

＊ 冷蔵用オープン 

   ショーケース…………………F5-231B、F5-231E  

  冷蔵用クーラー…………………K6-6 

＊ 冷蔵用ショーケース……………F5-230～231F 

  冷暖房機…………………………D4-311B  

  冷暖房機用熱交換器管…………K6-591A  

  冷暖房機用放熱板………………K6-592、K6-592A  

  冷暖房機用放熱フイン…………K6-592、K6-592A  

  冷暖房用空気吹出口……………D4-390、D4-392、 

                L5-41  

  冷暖房用吹出口…………………D4-390 

  冷暖房用放熱板…………………K6-592 

  冷凍解凍蘇生庫…………………K4-70  

＊ 冷凍機……………………………K6-6 

  冷凍機 

    化学工業用冷凍機…………K6-6 

    冷凍機用室外機……………K6-50、K6-6 

＊＊冷凍庫……………………………C6-51～51BA、 

                C6-51D、 

                C6-51F～51JB、 

  冷凍庫付きソフト 

   クリーム製造機………………K4-51  

  冷凍庫用蝶番……………………C6-591 

  冷凍コンテナ用内張板…………G1-5290  

  冷凍庫用冷凍機…………………K6-6 

  冷凍ショーケース………………F5-230～231F 

＊ 冷凍食品還元器…………………C6-42  

＊＊冷凍食品自動販売機……………J5-100～J5-100D、 

                J5-100、J5-100A 

                J5-100B  

  冷凍食品用手鉱…………………K1-00  

  冷凍ドライヤ付 

   空気圧縮機の防音箱…………K8-690 

  冷凍冷蔵棚………………………K6-590 

  冷媒回収機………………………K6-0、L6-10、K6-6 

  冷媒充填機………………………K6-0 

  冷風扇……………………………D4-311B  

  礼服………………………………B1-111 

  冷房機用室外機固定具…………D4-390 

＊＊レインコート……………………B1-110 

  礫耕栽培器………………………K3-122 

  礫耕栽培用容器…………………K3-122 

  レギュレーター 

    潜水用 

   レギュレーター…………E3-53  

  レギュレター 

    バーナ用ガス 

     レギュレター……………K8-49  

  レギンス…………………………B1-121 

  レコーダ 

    シートレコーダ……………H4-44  

    タイムレコーダ……………J4-3 

    テープレコーダ……………H4-430～4352AA 

    テレビジョンチュ 

     ーナ付ビデオ 

     テープレコーダ…………H4-4523  

    時計及びラジオ 

     受信機付 

     テープレコーダ…………H4-4330  

    ビデオ 

     テープレコーダ…………H4-4520～4523BB 

    ビデオディスク 

     レコーダ…………………H4-450 

    ラジオ受信機付 

     テープレコーダ…………H4-430AA、H4-430C  

                H4-4331～4331BAA  

＊ レコード…………………………H4-411 

＊ レコードクリーナー……………H4-491 

＊＊レコード 

   収納キャビネット……………D2-5324  

＊ レコード収納具…………………H4-4191  

＊ レコード立て……………………F2-73140 

  レコード針………………………H4-42931 

  レコード盤………………………H4-411 

  レコード盤収納具………………H4-4191  

＊＊レコードプレーヤー……………H4-421 

＊ レコードプレーヤー 

   付きテレビ受像機……………H4-3450  

＊＊レコードプレーヤー用 

   カートリッジ…………………H4-42931 

＊ レコードプレーヤー用 

   キャビネット…………………H4-4291  

＊ レコードプレーヤー用 

   照明具…………………………D3-34  

＊＊レコードプレーヤー用 

   ターンテーブル………………H4-4292  

＊＊レコードプレーヤー用 

   トーンアーム…………………H4-42930 

＊＊レコードプレーヤー用 

   ピックアップ…………………H4-42930 

  レザー 

    ヘアーカット 

   レザー……………………B7-224 
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＊ レジスターおもちゃ……………E1-662 

  レジスト塗布現像機……………K0-03  

  レジャーフロート………………L3-25、L2-630 

  レジャー用いかだ………………G3-24、G3-3 

  レジャー用フロート……………L3-25  

＊＊レジューサー……………………M2-4113D 

  レターラック……………………F2-734 

  レッグウォーマー………………B2-44  

＊ 列車客席用いす…………………D2-1533  

＊＊レッテル…………………………F4-20～F4-20BF  

  レバー 

    自転車用 

     ブレーキレバー…………G2-4955  

    自転車用 

     変速レバー………………G2-4955  

    自動車用 

     シフトレバー……………G2-2932  

    自動二輪車用 

     ブレーキレバー…………G2-3930  

    農機用操作レバー…………K3-190 

＊ レバースイッチ…………………H1-540C  

＊＊レベル計…………………………J1-321 

  レベル計 

    測定用レベル計……………J1-610 

＊ レベル検出器……………………H1-556 

＊＊レベルスイッチ…………………H1-556 

＊＊レモン絞り器……………………C6-340 

  レンガ……………………………L6-1321、L6-1420  

  レンガタイル取付用 

   下地材…………………………L6-1330  

  レンガ取付用下地材……………L6-1330  

  連結石垣ブロック………………L2-2244  

＊ 連結いす…………………………D2-14H～D2-14HBA 

＊ 連結折畳みいす…………………D2-14HB～14HBA  

  連結金具 

    衣服用連結金具……………B9-130A  

  連結環 

    かばん用連結環……………B9-12  

  連結具 

    組立温室用 

     枠連結具…………………L3-392 

    組立て家具用 

     管連結具…………………D2-921～921B 

    コンクリート型枠 

     連結具……………………L1-3131、L1-319 

    シャッター用 

     連結具……………………L5-39  

  釣り竿連結具………………K2-491、K2-491A  

    海苔網連結具………………K2-190 

    瓶の連結具…………………F4-91121 

＊ 連結腰掛け………………………D2-13C 

  連結材 

    雨戸枠連結材………………L5-240 

  連結タイル………………………L6-31  

  連結板 

    床板連結板…………………L6-141 

  連結ボルト用受け金具…………L4-191 

  連結用緊締具……………………L4-191A  

  連結枠 

    間仕切りパネル用 

     連結枠……………………L5-0114、L5-0116  

    間仕切りパネル用 

     壁連結枠…………………L5-0115  

    間仕切り用連結枠…………L5-0114  

  連結枠材 

    間仕切りパネル用 

     連結枠材…………………L5-0114、L5-0116  

    間仕切りパネル用 

     連結枠材…………………L5-0115  

    間仕切り用 

     連結枠材…………………L5-0114  

  練習器 

    掛け算練習器………………F1-222 

    九九練習器…………………F1-222 

    計算練習器…………………F1-222 

    ゴルフ練習機………………E3-351 

    歩行練習機…………………J7-70  

    文字練習器…………………F1-220 

  練習具 

    野球用打撃練習具…………E3-34  

＊ 練習用けん盤……………………E4-10  

＊＊レンジ……………………………C6-452 

  レンジ 

    電子レンジ…………………C6-4310～4310BA 

＊ レンジ置台………………………D2-41～41C  

  レンジ付き流し台………………D5-1201  

  レンジフード……………………D4-59  

  レンジフード付き 

   調理台…………………………D5-1202  

  レンジフード用 

   フイルター……………………D4-59  

＊ レンジブラシ……………………C3-210 

  れん尺……………………………J1-110 

＊ 練篠機……………………………K5-11  

  レンジ用置台……………………D2-41～41C  

レンジ用換気扇…………………D4-51B 
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＊ レンジ用取付け枠………………C6-459 

  レンズ 

    カメラ用レンズ……………J3-31  

    コンタクトレンズ…………B3-692 

    シネカメラ用 

     レンズ……………………J3-31  

    自動車前照灯用 

     レンズ……………………D3-7191  

    双眼鏡用レンズ……………J3-19  

    テレビジョン受像 

     機用拡大レンズ…………H4-3491  

    投光用レンズ………………D3-913 

    引伸し機用レンズ…………J3-31  

    眼鏡用レンズ………………B3-692 

  レンズクリーナー 

   ペーパー………………………F3-420 

＊ レンズ研磨盤……………………K7-30  

＊ 連節ブロック……………………L2-2242  

  連接棒 

    内燃機関用連接棒…………K8-291 

  連節用護岸ブロック……………L2-2242  

  連節用消波ブロック……………L2-2242  

  連節用根固めブロック…………L2-2242  

  連節用ブロック…………………L2-2242  

＊ 連続くぎ…………………………M3-121A～121D 

  連続端子自動圧着機……………K0-03  

  連続鋳造用鋳型…………………K7-59  

＊ 練炭………………………………M0-2 

＊ 練炭こんろ………………………C6-443 

＊ 練炭ストーブ……………………D4-20  

＊＊レンチ……………………………K1-2320、K1-2322、 

                K1-2325、K1-332 

  レンチ 

    仮枠用レンチ………………K1-2320  

    鎖レンチ……………………K1-2326  

    携帯用 

     エアーレンチ……………K1-332 

    携帯用電動レンチ…………K1-332 

    携帯用電動インパ 

     クトレンチ………………K1-332 

    トルクレンチ………………K1-2326  

    パイプレンチ………………K1-2325  

    ベルトレンチ………………K1-2326  

    ボックスレンチ……………K1-2324  

    眼鏡レンチ…………………K1-2322  

    モンキーレンチ……………K1-2325  

  レンチ付きスパナ………………K1-2320  

＊＊レンチ用エクス 

   テンションバー………………K1-23290 

  レンチ用ケース…………………K1-50、K1-53  

＊＊レンチ用ソケット………………K1-23290 

＊＊レンチ用ラチェット 

   ハンドル………………………K1-23291 

＊＊連動チャック……………………K7-1921  

  

 


