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TM-SONAR一覧リスト

Info-Sonar Corporation 1/1

1
国0731291 登2000/03/15

※ 通常
標準
音響

ＡＵＤＩＯＶＯＸ Z INTERTRACE S.L.
11,51,
55

拒絶確定

2
国0881229 登2006/02/15

※ 通常
図形
音響

Ｔｒｉａｎｇｌｅ＼Ｂａｓｓ Y 36 Allianz SE 11,30 拒絶確定

3
国0881230 登2006/02/15

※ 通常
図形
音響

Ｇｒａｎｄ　Ｐｉａｎｏ＼Ｔｒ
ｉａｎｇｌｅ＼Ｂａｓｓ

Y 36 Allianz SE 11,30 拒絶確定

4
国0881231 登2006/02/15

※ 通常
図形
音響

Y 36 Allianz SE 11,30 拒絶確定

5
国0838231 登2004/09/23

指2009/10/22
※ 通常

図形
音響

ＲＩ　ＣＯ　ＬＡ Y 05 30 Ricola AG (Ricola Ltd.) 30 拒絶確定

6
国0982937 登2008/09/16

※ 通常
標準
音響

ＣＲＡＣＫ X 32
Quong Hong QMH Enterprises
LLC

11
取下（基
礎終了）

7
国1036748 登2009/12/11

※ 通常
標準
音響

ＨＹＥＬＰ X 07
Paulo César Veiga José Pedro
Batista Pinto Gago

11 拒絶確定

8
国1141586
2013/09/20

登2012/10/16
通常

図形
音響

ＳＯＬＦＩＮＧＥＲＳ W 25 Benson, Kelli, A. 設定登録



国0731291

-1-I�n�f�o�-�S�o�n�a�r� �C�o�r�p�o�r�a�t�i�o�n�

[1/1]

【商標】ＡＵＤＩＯＶＯＸ
【音訳】
【称呼】ｵ-ﾃﾞｨｵﾎﾞｯｸｽ,ﾌﾞｲｵｵｴｯｸｽ,ﾎﾞｯｸｽ
【国際登録番号】0731291     【国際登録日】2000.03.15  【分割記号】  
【先願権発生日】2000.03.15  【国際登録番号更新回数】  【マドプロ管理番号】2000-350085
【事後指定日】              【国内公開日】2000.07.06  【出願種別】通常
【国内登録日】              　　　　　　　            【指定通知日】2000.05.11
【審査最終処分日】2001.09.13【審査最終処分】拒絶確定                      
【登録最終処分日】          【登録最終処分】                              
【本国官庁】スペイン
【基礎出願日】              【基礎出願番号】
【基礎登録日】1999.06.07    【基礎登録番号】2206511
【本国官庁】スペイン
【基礎出願日】              【基礎出願番号】
【基礎登録日】2000.01.20    【基礎登録番号】2206510
【付加情報】標準文字,音響商標
【商標記述】
【色彩要求】
【出願人氏名】
  INTERTRACE S.L.
【出願人住所】
  Avenida de los Toreros, 24, MADRID
【統合区分】
【統合類似群】
【区分】09
  Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, 
  weighing, measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) 
  and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and 
  reproducing sound or images; magnetic recording media, phonograph records; 
  automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
  registers, calculators, data processing equipment and computers, 
  fire-extinguishers.
【区分】38
  Telecommunications.
【区分】09
  科学用・航海用・測量用・電気用・写真用・映画用・光学用・計量用・測定用・信号用・
  モニター（監視）用・緊急（救命）用及び教育用の機器，音響又は映像の記録用・送信用
  又は再生用の装置，磁気記録媒体（未記録のもの），レコード，自動販売機及び硬貨作動
  式機械用の始動装置，金銭登録機，計算器，データ処理装置及びコンピューター，消火器
【区分】38
  電気通信
【ウィーン図形分類】
【重複情報】（000）
【国外代理人氏名】
【国外代理人住所】
【国内代理人氏名】
【優先権国】
【優先権主張番号】
【指定国】オーストリア共和国，ベネルクス商標庁及びベネルクス意匠庁，スイス連邦，中
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          華人民共和国，ドイツ連邦共和国，デンマーク王国，フィンランド共和国，フラ
          ンス共和国，英国（グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国），ハンガ
          リー共和国，アイスランド共和国，イタリア共和国，日本国，モロッコ王国，ノ
          ルウェー王国，ポーランド共和国，ポルトガル共和国，ロシア連邦，スウェーデ
          ン王国，トルコ共和国
【審判情報】（000）
【中間記録情報】（007）
 ［審査］
   2000.05.11 国際登録の通知
   2000.05.11 国際登録時の指定
   2000.08.03 国際登録簿の更正の通報
   2000.10.19 拒絶の理由の通知（第6条1項+第4条1項11号+第4条1項15号）
   2000.10.19 暫定拒絶通報（第6条1項+第4条1項11号+第4条1項15号）
   2001.05.10 拒絶の査定
   2001.09.13 拒絶確定声明
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【商標】Ｔｒｉａｎｇｌｅ＼Ｂａｓｓ
【音訳】
【称呼】ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙ,ﾊﾞｽ,ﾍﾞ-ｽ
【国際登録番号】0881229     【国際登録日】2006.02.15  【分割記号】  
【先願権発生日】2005.08.17  【国際登録番号更新回数】  【マドプロ管理番号】2006-353119
【事後指定日】              【国内公開日】2006.07.06  【出願種別】通常
【国内登録日】              　　　　　　　            【指定通知日】2006.05.11
【審査最終処分日】2008.01.31【審査最終処分】拒絶確定                      
【登録最終処分日】          【登録最終処分】                              
【本国官庁】ドイツ連邦共和国
【基礎出願日】              【基礎出願番号】
【基礎登録日】2005.10.06    【基礎登録番号】30549125.3/36
【付加情報】図形有,音響商標
【商標記述】
【色彩要求】
【出願人氏名】
  Allianz SE
【出願人住所】
  Königinstraße 28 80802 München
【統合区分】36
【統合類似群】
  36A01 36A02 36A03 36B01 36B02 36C01 36D01 36E01 36F01 36F02 36H01 36J01 36K01 
  36M01 36Z99
【区分】36
  Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs.
【区分】36
  保険業務，財政業務，金融業務，不動産業務
【ウィーン図形分類】
  24.17.10; 24.17.13; 
【重複情報】（000）
【国外代理人氏名】
  Lovells
【国外代理人住所】
  Calle Bilbao, 1-5º E-03001 Alicante
【優先権国】ドイツ連邦共和国
【優先権主張番号】30549125.3/36       【優先権主張日】2005.08.17
【指定国】日本国
【審判情報】（000）
【中間記録情報】（006）
 ［審査］
   2006.05.11 国際登録の通知
   2006.05.11 国際登録時の指定
   2007.01.29 名義人の表示変更、住所変更
   2007.02.22 暫定拒絶通報（第6条1項+第3条柱書）
   2007.09.20 拒絶の査定
   2008.01.31 拒絶確定声明
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【商標】Ｇｒａｎｄ　Ｐｉａｎｏ＼Ｔｒｉａｎｇｌｅ＼Ｂａｓｓ
【音訳】
【称呼】ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾟｱﾉ,ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙ,ﾊﾞｽ,ﾍﾞ-ｽ
【国際登録番号】0881230     【国際登録日】2006.02.15  【分割記号】  
【先願権発生日】2005.08.17  【国際登録番号更新回数】  【マドプロ管理番号】2006-353120
【事後指定日】              【国内公開日】2006.07.06  【出願種別】通常
【国内登録日】              　　　　　　　            【指定通知日】2006.05.11
【審査最終処分日】2008.01.31【審査最終処分】拒絶確定                      
【登録最終処分日】          【登録最終処分】                              
【本国官庁】ドイツ連邦共和国
【基礎出願日】              【基礎出願番号】
【基礎登録日】2005.10.06    【基礎登録番号】30549128.8/36
【付加情報】図形有,音響商標
【商標記述】
【色彩要求】
【出願人氏名】
  Allianz SE
【出願人住所】
  Königinstraße 28 80802 München
【統合区分】36
【統合類似群】
  36A01 36A02 36A03 36B01 36B02 36C01 36D01 36E01 36F01 36F02 36H01 36J01 36K01 
  36M01 36Z99
【区分】36
  Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs.
【区分】36
  保険業務，財政業務，金融業務，不動産業務
【ウィーン図形分類】
  24.17.10; 24.17.13; 
【重複情報】（000）
【国外代理人氏名】
  Lovells
【国外代理人住所】
  Calle Bilbao, 1-5º E-03001 Alicante
【優先権国】ドイツ連邦共和国
【優先権主張番号】30549128.8/36       【優先権主張日】2005.08.17
【指定国】日本国
【審判情報】（000）
【中間記録情報】（006）
 ［審査］
   2006.05.11 国際登録の通知
   2006.05.11 国際登録時の指定
   2007.01.29 名義人の表示変更、住所変更
   2007.02.22 暫定拒絶通報（第6条1項+第3条柱書）
   2007.09.20 拒絶の査定
   2008.01.31 拒絶確定声明
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【商標】
【音訳】
【称呼】
【国際登録番号】0881231     【国際登録日】2006.02.15  【分割記号】  
【先願権発生日】2005.08.17  【国際登録番号更新回数】  【マドプロ管理番号】2006-353121
【事後指定日】              【国内公開日】2006.07.06  【出願種別】通常
【国内登録日】              　　　　　　　            【指定通知日】2006.05.11
【審査最終処分日】2008.01.31【審査最終処分】拒絶確定                      
【登録最終処分日】          【登録最終処分】                              
【本国官庁】ドイツ連邦共和国
【基礎出願日】              【基礎出願番号】
【基礎登録日】2005.10.06    【基礎登録番号】30549126.1/36
【付加情報】図形有,音響商標
【商標記述】
【色彩要求】
【出願人氏名】
  Allianz SE
【出願人住所】
  Königinstraße 28 80802 München
【統合区分】36
【統合類似群】
  36A01 36A02 36A03 36B01 36B02 36C01 36D01 36E01 36F01 36F02 36H01 36J01 36K01 
  36M01 36Z99
【区分】36
  Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs.
【区分】36
  保険業務，財政業務，金融業務，不動産業務
【ウィーン図形分類】
  24.17.10; 24.17.13; 
【重複情報】（000）
【国外代理人氏名】
  Lovells
【国外代理人住所】
  Calle Bilbao, 1-5º E-03001 Alicante
【優先権国】ドイツ連邦共和国
【優先権主張番号】30549126.1/36       【優先権主張日】2005.08.17
【指定国】日本国
【審判情報】（000）
【中間記録情報】（006）
 ［審査］
   2006.05.11 国際登録の通知
   2006.05.11 国際登録時の指定
   2007.01.29 名義人の表示変更、住所変更
   2007.02.22 暫定拒絶通報（第6条1項+第3条柱書）
   2007.09.20 拒絶の査定
   2008.01.31 拒絶確定声明
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【商標】ＲＩ　ＣＯ　ＬＡ
【音訳】
【称呼】ｱｱﾙｱｲｼｲｵｵｴﾙｴｲ,ﾘｺﾗ
【国際登録番号】0838231     【国際登録日】2004.09.23  【分割記号】  
【先願権発生日】2009.10.22  【国際登録番号更新回数】  【マドプロ管理番号】2009-359344
【事後指定日】2009.10.22    【国内公開日】2010.01.28  【出願種別】通常
【国内登録日】              　　　　　　　            【指定通知日】2009.11.26
【審査最終処分日】2011.03.31【審査最終処分】拒絶確定                      
【登録最終処分日】          【登録最終処分】                              
【本国官庁】スイス連邦
【基礎出願日】              【基礎出願番号】
【基礎登録日】2004.04.23    【基礎登録番号】525027
【付加情報】図形有,音響商標
【商標記述】
【色彩要求】
【出願人氏名】
  Ricola AG (Ricola Ltd.)
【出願人住所】
  Baselstrasse 31 CH-4242 Laufon
【統合区分】05 30
【統合類似群】
  01B01 01B02 29A01 29B01 30A01
【区分】05
  Candy for medical use and medicinal infusions.
【区分】30
  Candy not for medical use, confectionery; non-medicinal infusions.
【区分】05
  医療用キャンディ及び医療用浸出液
【区分】30
  キャンディ（医療用のものを除く。），菓子，浸出液（医療用のものを除く。）
【区分】05
  01B01 01B02
【区分】30
  29A01 29B01 30A01
【ウィーン図形分類】
  24.17.10; 24.17.13; 
【重複情報】（000）
【国外代理人氏名】
  A.W. Metz & Co. AG
【国外代理人住所】
  Hottingerstrasse 14 CH-8024 Zürich
【優先権国】
【優先権主張番号】
【指定国】日本国
【審判情報】（000）
【中間記録情報】（005）
 ［審査］
   2009.11.26 事後の指定の通知
   2009.11.26 事後の指定
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   2010.05.27 暫定拒絶通報（第3条柱書）
   2010.11.18 拒絶の査定
   2011.03.31 拒絶確定声明
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【商標】ＣＲＡＣＫ
【音訳】
【称呼】ｸﾗｯｸ
【国際登録番号】0982937     【国際登録日】2008.09.16  【分割記号】  
【先願権発生日】2008.09.16  【国際登録番号更新回数】  【マドプロ管理番号】2008-361268
【事後指定日】              【国内公開日】2009.01.29  【出願種別】通常
【国内登録日】              　　　　　　　            【指定通知日】2008.11.27
【審査最終処分日】2009.11.05【審査最終処分】取下（基礎終了）              
【登録最終処分日】          【登録最終処分】                              
【本国官庁】アメリカ合衆国
【基礎出願日】2008.07.08    【基礎出願番号】77517222
【基礎登録日】              【基礎登録番号】
【付加情報】標準文字,音響商標
【商標記述】
【色彩要求】
【出願人氏名】
  Quong Hong QMH Enterprises LLC
【出願人住所】
  5348 Vegas Drive #1297 Las Vegas, Nevada 89108
【統合区分】32
【統合類似群】
  29C01 31D01 32F04 32F16 32F17
【区分】32
  Energy drinks, fruit drinks, non alcoholic drinks.
【区分】32
  栄養飲料，果実飲料，アルコール分を含有しない飲料
【ウィーン図形分類】
【重複情報】（000）
【国外代理人氏名】
【国外代理人住所】
【国内代理人氏名】
【優先権国】
【優先権主張番号】
【指定国】日本国
【審判情報】（000）
【中間記録情報】（004）
 ［審査］
   2008.11.27 国際登録の通知
   2008.11.27 国際登録時の指定
   2009.07.23 暫定拒絶通報（第6条1項）
   2009.11.05 全ての基礎出願、基礎登録の効力の終了の通報(セントラルアタックの元）
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【商標】ＨＹＥＬＰ
【音訳】
【称呼】ﾊｲｴﾙﾌﾟ,ﾋｴﾙﾌﾟ
【国際登録番号】1036748     【国際登録日】2009.12.11  【分割記号】  
【先願権発生日】2009.12.11  【国際登録番号更新回数】  【マドプロ管理番号】2010-353844
【事後指定日】              【国内公開日】2010.07.08  【出願種別】通常
【国内登録日】              　　　　　　　            【指定通知日】2010.05.13
【審査最終処分日】2011.07.28【審査最終処分】拒絶確定                      
【登録最終処分日】          【登録最終処分】                              
【本国官庁】ポルトガル共和国
【基礎出願日】2009.03.02    【基礎出願番号】445756
【基礎登録日】              【基礎登録番号】
【本国官庁】ポルトガル共和国
【基礎出願日】              【基礎出願番号】
【基礎登録日】2009.06.01    【基礎登録番号】445756
【付加情報】標準文字,音響商標
【商標記述】
【色彩要求】
【出願人氏名】
  Paulo César Veiga José Pedro Batista Pinto Gago
【出願人住所】
  Vendas Novas da Tôr, 73 P-8100-399 Loulé
【統合区分】07
【統合類似群】
  09A99 09B01 09C01 09F02 09F05 11A01
【区分】07
  Pressure valves (parts of machinery); regulators (parts of machinery); pressure 
  reducers (parts of machinery); axis transmission (other than for land vehicles); 
  machinery valves; valves (parts of machinery); generators of electricity, 
  hydraulic controls, motors and engines; dynamos; pumps (parts of machines or 
  engines); bike dynamos, machine for assembly bicycles.
【区分】07
  圧力弁（機械部品），レギュレーター（機械部品），減圧器（機械部品），アクシス伝導
  装置（陸上の乗物用のものを除く。），機械弁，バルブ（機械部品），発電機，油圧式制
  御装置，原動機及びエンジン，発電機，ポンプ（機械用又は機関用の部品），自転車用発
  電機，自転車組立て用機械
【ウィーン図形分類】
【重複情報】（000）
【国外代理人氏名】
【国外代理人住所】
【国内代理人氏名】
【優先権国】
【優先権主張番号】
【指定国】日本国
【審判情報】（000）
【中間記録情報】（005）
 ［審査］
   2010.05.13 国際登録の通知
   2010.05.13 国際登録時の指定
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   2010.09.30 暫定拒絶通報（第6条1項）
   2011.03.17 拒絶の査定
   2011.07.28 拒絶確定声明
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【商標】ＳＯＬＦＩＮＧＥＲＳ
【音訳】
【称呼】ｿﾙﾌｨﾝｶﾞ-ｽﾞ,ｿﾞ-ﾙﾌｨﾝｶﾞ-ｽﾞ,ｿﾞﾙﾌｨﾝｶﾞ-ｽﾞ
【国際登録番号】1141586     【国際登録日】2012.10.16  【分割記号】  
【先願権発生日】2012.10.16  【国際登録番号更新回数】  【マドプロ管理番号】2012-361768
【事後指定日】              【国内公開日】2013.02.28  【出願種別】通常
【国内登録日】2013.09.20    　　　　　　　            【指定通知日】2012.12.27
【審査最終処分日】2013.09.20【審査最終処分】設定登録                      
【登録最終処分日】          【登録最終処分】                              
【本国官庁】アメリカ合衆国
【基礎出願日】2011.12.13    【基礎出願番号】85494327
【基礎登録日】              【基礎登録番号】
【付加情報】図形有,音響商標
【商標記述】本標章は、親指が様式化された文字Ｓのように描かれた、掌の様式化された表
            現の上にあるアーチ状に書かれた様式化された語「ＳＯＬＦＩＮＧＥＲＳ」か
            らなる。
            The mark consists of the stylized wording "SOLFINGERS" appearing in an 
            arch above the stylized depiction of a hand with the thumb serving as a 
            stylized letter "S".
【色彩要求】
【権利者氏名】
  Benson, Kelli, A.
【権利者住所】
  #A, 668 Flower Avenue Venice CA 90291
【統合区分】25
【統合類似群】
  17A04
【区分】25
  Fingerless gloves; gloves as clothing.
【区分】25
  指先部分まではカバーしない手袋（被服），手袋
【ウィーン図形分類】
  2.9.14; 2.9.15; 26.1.1; 26.1.1.1; 26.1.3; 26.1.5; 26.7.25; 27.1.1; 27.1.12; 
  27.3.1; 27.3.2; 27.5.1.19; 27.5.8; 27.5.21; 
【重複情報】（000）
【国外代理人氏名】
【国外代理人住所】
【国内代理人氏名】
【優先権国】
【優先権主張番号】
【指定国】日本国
【審判情報】（000）
【中間記録情報】（007）
 ［審査］
   2012.12.27 国際登録の通知
   2012.12.27 国際登録時の指定
   2013.05.30 登録の査定
   2013.05.30 保護認容声明
   2013.05.30 登録料の支払通知
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   2013.09.13 納付の記録の通報：登録料２段階納付
 ［登録］
   2013.10.01 登録証


