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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35,37

1

§ＦＡＬＫＥｎ

通常

2012/7/2

2012-053045 住友ゴム工業株式会社

06,07,12,40

2

ｏｎｅ ｆｏｒ ａｌｌ∞ｏｆａ

通常

2012/7/2

2012-053126 株式会社オーファ

07,12,40

3

ＴＩＴＡＮＩＵＭ ＰＯＷＥＲ

通常:
標準

2012/7/2

2012-053127 株式会社オーファ

4

ＵＬＴＩＭＯ

通常:
標準

2012/7/2

2012-053128 株式会社オーファ

12

35,41

5

東京トラックショー

通常:
標準

2012/7/2

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

2012-053143 株式会社日新

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/

指定商品・役務
【35】自動車並びに自動車用タイヤ・その他の自動車用部品及び附属品の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，タイヤの広告，インターネットによる
タイヤの広告，広告用具の貸与，タイヤの展示，タイヤ販売促進のための企画及び実行
の代理，タイヤ商取引の受注管理，タイヤ事業に関する指導及び助言，タイヤのフラン
チャイズ事業の管理，タイヤの輸出入に関する事務の代理又は代行，消費者のためのタ
イヤ購入に関する助言と情報の提供，タイヤの販売に関する情報の提供
【37】タイヤの再生，タイヤの加硫修理，タイヤ・クローラの取り付け・修理・交換・点検・保
守，タイヤ・クローラの取り付け・修理・交換・点検・保守に関する情報の提供，自動車・二
輪自動車・耕うん機械器具・建設機械の修理及び整備，自動車・二輪自動車・耕うん機械
器具・建設機械の修理及び整備に関する情報の提供
【06】金属製パイプ，金属の薄板及び厚板，金属製のバー及びロッド，Ｈ型鋼
【07】自動車のエンジンの排気管，二輪自動車のエンジンの排気管，乗物用の動力機械の
排気管，エンジン用排気管，自動車用又は二輪自動車用のマフラー並びにその部品及び
附属品，自動車用又は二輪自動車用の排気ガスの触媒コンバータ並びにその部品及び
附属品，自動車又は二輪自動車のエンジン用エアフィルター及びその部品，自動車用又
は二輪自動車用のエンジンの部品
【12】自転車並びにその部品及び附属品，一輪自転車並びにその部品及び附属品，三輪
自転車並びにその部品及び附属品，電動自転車並びにその部品及び附属品，電動アシ
スト自転車並びにその部品及び附属品，二輪自動車並びにその部品及び附属品，自動
車並びにその部品及び附属品，車いす並びにその部品及び附属品，乳母車並びにその
部品及び附属品
【40】金属又は金属部品の表面処理加工，金属の表面加工・表面改質・表面処理，金属の
電気化学的表面処理加工，金属製材料・金属製部品又は金属製中間製品の表面仕上処
理，金属・金属材料・金属機械部品の熱処理加工・表面加工，金属表面への高耐食性防
錆処理，金属表面被膜形成処理，金属の表面へのコーティング加工，溶融メッキを含む金
属表面の防錆処理，請負による金属・金属材料・金属機械部品の熱処理加工・表面処理
【07】自動車のエンジンの排気管，二輪自動車のエンジンの排気管，乗物用の動力機械の
排気管，エンジン用排気管，自動車用又は二輪自動車用のマフラー並びにその部品及び
附属品，自動車用又は二輪自動車用の排気ガスの触媒コンバータ並びにその部品及び
附属品，自動車又は二輪自動車のエンジン用エアフィルター及びその部品，自動車用又
は二輪自動車用のエンジンの部品
【12】自転車並びにその部品及び附属品，一輪自転車並びにその部品及び附属品，三輪
自転車並びにその部品及び附属品，電動自転車並びにその部品及び附属品，電動アシ
スト自転車並びにその部品及び附属品，二輪自動車並びにその部品及び附属品，自動
車並びにその部品及び附属品，車いす並びにその部品及び附属品，乳母車並びにその
部品及び附属品
【40】金属又は金属部品の表面処理加工，金属の表面加工・表面改質・表面処理，金属の
電気化学的表面処理加工，金属製材料・金属製部品又は金属製中間製品の表面仕上処
理，金属・金属材料・金属機械部品の熱処理加工・表面加工，金属表面への高耐食性防
錆処理，金属表面被膜形成処理，金属の表面へのコーティング加工，溶融メッキを含む金
属表面の防錆処理，請負による金属・金属材料・金属機械部品の熱処理加工・表面処理
【12】自転車並びにその部品及び附属品，一輪自転車並びにその部品及び附属品，三輪
自転車並びにその部品及び附属品，電動自転車並びにその部品及び附属品，電動アシ
スト自転車並びにその部品及び附属品，二輪自動車並びにその部品及び附属品，自動
車並びにその部品及び附属品，車いす並びにその部品及び附属品，乳母車並びにその
【35】広告業，商品の展示会・見本市・商品博覧会の企画・運営及び開催又はこれらに関
する情報の提供，商業又は広告のための展示会・見本市・商品博覧会の企画・運営及び
開催又はこれらに関する情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経
営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の
管理，消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供，広告用具の貸与，新聞・雑
誌記事情報の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供に関
する情報の提供，
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，図書の貸与，スポーツの興行の企画・運営又は開催，商品の
販売を伴わない展示会の企画・運営及び開催又はこれらに関する情報の提供，その他の
興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35,41

6

リニューアルトラックフェア

通常:
標準

2012/7/2

2012-053144 株式会社日新

09,10

7

とこサポ＼とことんサポート

通常

2012/7/2

2012-053223 株式会社清水メガネ

04,12,37,45
8

図形商標

通常

2012/7/3

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

2012-053580 太陽鉱油株式会社

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/

指定商品・役務
【35】広告業，商品の展示会・見本市・商品博覧会の企画・運営及び開催又はこれらに関
する情報の提供，商業又は広告のための展示会・見本市・商品博覧会の企画・運営及び
開催又はこれらに関する情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経
営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の
管理，消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供，広告用具の貸与，新聞・雑
誌記事情報の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供に関
する情報の提供，
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，図書の貸与，スポーツの興行の企画・運営又は開催，商品の
販売を伴わない展示会の企画・運営及び開催又はこれらに関する情報の提供，その他の
興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競
【09】水泳用耳栓，潜水用耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），オゾン発生器，電解
槽，検卵器，青写真複写機，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録
機，写真複写機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パン
チカードシステム機械，票数計算機，郵便切手のはり付けチェック装置，駐車場用硬貨作
動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，
火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故
障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器具，乗物運転技
能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器
具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転
変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気ブザー，電気通信機
械器具，電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，観測用ロケッ
ト，消防車，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，眼鏡，コ
ンタクトレンズ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及
びＣＤ－ＲＯＭ，ウエイトベルト，運動用保護ヘルメット，エアタンク，レギュレーター，レコー
ド，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯ
Ｍ，インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル，映写フィル
ム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，インターネットを利用して受信し及び保
存することができる画像ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，ほ乳用具，魔法ほ乳器，綿棒，指サック，避妊用具，人工鼓
膜用材料 補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。） 業務用美容マッサージ器 補聴
【04】燃料，工業用油
【12】自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び
附属品
【37】自動車の修理又は整備，自動車の洗車・ワックスがけ・つや出し及び室内清掃，二輪
自動車の修理又は整備
【45】自動車の車検のための申請代行・媒介又は取次ぎ
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35

9

六六八二＼ＭｕｒｏｐｐＡｒｔｓ

通常

2012/7/3

2012-053635 株式会社ＭＵＲＯＮＥ

06,07,09,11,12,20,2
1,37,40,42

10

ナルコ岩井

通常

ＭＩＣＲＯＭＥＳＨ

優先:
標準

2012/7/3

2012-053827 株式会社ナルコ岩井

2012/7/4

シルバー スプリング ネットワークス
2012-054013
インコーポレイテッド

09
11

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/

指定商品・役務
【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲
料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及び
ココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の部品及び附属品の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の部品及び附属品
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の部品及び附属品の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供 電気機械器具類の部品及び附属品の小売又は卸売の業務において
【06】非鉄金属及びその合金，建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立
てセット，金属製飛び込み台，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを
除く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，金属製貯蔵槽類，金属製輸送用コンテナ，金
属製金具，金属製包装用容器，金属製のネームプレート及び標札，金属製建具，金庫，
金属製立て看板，金属製の墓標及び墓碑用銘板，金属製納骨堂，金属製階段，金属製
橋梁用鉄鋼材，荷役用金属製パレット，金属製生簀，金属製浮上槽，金属製彫刻
【07】粉体の空気式搬送装置及びその部品，医薬品製造機械器具，飼料給餌機，飼料配
合機，噴霧装置，造波装置，造粒機，選別機，荷役用機械器具
【09】消火器，電子応用機械器具，電子応用機械器具用ヒートシンク，熱分析装置，熱解
析に用いるコンピュータソフトウェア，検査用機械器具，オゾン発生器，電気通信機械器具
及びその部品，アンテナ，粉体及び粒体の自動供給用計量装置
【11】熱交換器，プールの浄水装置，業務用ゴミ焼却炉，太陽熱利用温水器，浴室ユニッ
ト，乾燥装置，蒸留装置，蒸発装置，工業炉用バーナー，原子炉の部品及びその附属品
【12】タンクローリー，自動車の部品及びその附属品，鉄道車両の部品及びその附属品，
航空機の部品及びその附属品，台車
【20】ショーケース，仏壇，椅子類，机類，賽銭箱，献灯台，葬祭用具，家具，位はい，輪
灯，花立て，神棚，みこし，書棚，商品展示用陳列ケース
【21】貯金箱，香炉
【37】建築工事，建築工事に関する情報の提供，建築物の施工管理，建築工事に関する
助言，建築設備の運転・点検・整備，建設工事，機械器具設置工事，化学プラントの修理
又は保守，荷役機械器具の修理又は保守，バーナーの修理又は保守，電気通信機械器
具の修理又は保守，化学機械器具の修理又は保守，金属加工機械器具の修理又は保
守，貯蔵槽類の修理又は保守，浄水装置の修理又は保守，家具の修理又は保守，プー
ルの修理又は保守
【40】金属の加工・組立て
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され
【09】コンピュータハードウェア，コンピュータソフトウェア，ダウンロード可能なコンピュータ
ソフトウェア，コンピュータサービス，ＳＡＡＳ形式のコンピュータソフトウェア，コンピュータ
ファームウェア，ネットワークに接続されている通信機器のセルラー式通信を可能にするコ
ンピュータソフトウェア，セルラー式通信ネットワークへの接続が可能な通信機器をセル
ラー式通信ネットワーク及び非セルラー式通信ネットワークへ接続するためのコンピュータ
ソフトウェア，電子計算機用プログラム，コンピュータ周辺機器，電子応用機械器具及びそ
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

01,02,03,06,07,08,0 【01】すべり止め剤，その他の化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除
9,17,19,20,21,22,25 く。），植物成長調整剤類，肥料，陶磁器用釉薬，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，写

12

ＷＡＫＡＩ

通常

2012/7/4

2012-054129 若井産業株式会社

13

Ｕ－ＬＡＮＤ ＶＥＲＳＵＳ

通常:
標準

2012/7/4

2012-054232 ＩＣＤＡホールディングス株式会社

14

センタータンクレイアウト

通常

2012/7/5

2012-054312 本田技研工業株式会社

15

ＣＥＮＴＥＲ ＴＡＮＫ ＬＡＹＯＵＴ

通常:
標準

2012/7/5

2012-054313 本田技研工業株式会社

16

ＧＬＡＤ

通常:
標準

2012/7/5

35

真材料，試験紙，人工甘味料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
【02】すべり止め効果を有する塗料，その他の塗料，カナダバルサム，壁紙剥離剤，コ
パール，サンダラック，セラック，松根油，ダンマール，媒染剤，マスチック，松脂，木材保
存剤，染料，顔料，印刷インキ，絵の具，防錆グリース，塗装用・装飾用・印刷用又は美術
用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
【03】ウェットティッシュタイプの洗浄剤，その他のせっけん類，家庭用帯電防止剤，家庭用
脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接
着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，塗料用剥離剤，靴クリー
ム，靴墨，つや出し剤，歯磨き，化粧品，香料類，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，
つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
【06】ちょうつがい，戸車，カットネール，くぎ，座金，ナット，ねじくぎ，びょう，プラグ，ボル
ト，リベット，ワッシャー，鋼製大引き，その他の建築用又は構築用の金属製専用材料，額
縁・パネル等をひもで下げるための金属レール・金属フックからなる金属製吊下げ金具，
その他の金属製金具，鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，金属製建造物組
立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用トラバーサー，金属製
人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属製セメント製品製造
用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除く。），金属製管継ぎ
手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発光式又は機械式のも
のを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵槽類，いかり，金属製
ビット，金属製ボラード，金属製輸送用コンテナ，かな床，はちの巣，ワイヤロープ，金網，
金属製包装用容器，金属製のネームプレート及び標札，犬用鎖，金属製のきゃたつ及び
はしご，金属製郵便受け，金属製帽子掛けかぎ，金属製貯金箱，金属製家庭用水槽，金
属製工具箱 金属製のタオル用ディスペンサー 金属製建具 金庫 金属製靴ぬぐいマッ
【35】自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

12

【12】自動車

12

【12】自動車

12

【12】自動車に装着して用いるテーブル，自動車に装着して用いるベッド，自動車に装着し
て用いる椅子，自動車に装着して用いる家具，自動車用座席カバー，自動車用座席シー
ト，自動車用コンソールボックス，自動車用カーテンレール，自動車用窓カーテン，自動車
用ブラインド，自動車並びにその部品及び附属品，乗物用座席，船舶・航空機・鉄道車輌・
自動車用寝台，鉄道車輌・自動車用の乗降用ステップ，船舶並びにその部品及び附属
品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属品，二輪自
動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，乗物用盗難警報器，手押し車（可傾式），
カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，荷役用索道，人力車，そり，手押し
車，荷車，馬車，リヤカー，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用
の機械要素，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），タイヤ又
【12】自動車並びにその部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両
並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，タイ
ヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片

2012-054337 有限会社オグショー８２７

12
17

§ＧＥＳＴＡＬＴ

通常

2012/7/5

2012-054340 株式会社共豊コーポレーション

18

ガルバリウム

通常:
標準

2012/7/5

2012-054341 新日本製鐵株式会社

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

06

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/

【06】溶融アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板，その他の表面処理鋼板，その他の鋼板
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35

19

マキシフレッシュプラス

通常:
標準

2012/7/5

2012-054379 岡本 幸士

09
20

イネムラン＼いねむらん＼ＩＮＥ
通常
ＭＵＲＡＮ

2012/7/5

2012-054432 佐溝 浩三

09,38,42

21

ｒｉｎｇｍａｒｋ

優先

2012/7/5

2012-054437 フェイスブック・インコーポレイテッド

12
22

ＳＶＨＯ

通常

2012/7/5

2012-054443 ヤマハ発動機株式会社

09
23

ＳＭＡＲＴＤＥＳＩＧＮ

分割,
優先

2012/7/5

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

指定商品・役務
【35】広告，商品の販売に関する情報の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，一輪車及び
自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，クリスタルガ
ラス製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械
器具類の小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・
手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供 時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
【09】眠気を催したときの頭部の傾きを検出して眠気覚ましをするために振動したり警告音
を発生したりさせるための耳に装着する居眠り防止装置，眠気を催したときの頭部の傾き
を検出する居眠り検知用センサー，傾き・移動等の物理的変化あるいは検出する脳波の
信号変化による異常事態の発生を各種センサーにて検知して光・音・振動その他の警報
を発する居眠り防止警報装置，居眠り防止用振動式警報器，異常事態を検出した各種セ
ンサーからの異常信号によって監視者に自動警報する有線あるいは無線式警報装置，赤
外線を利用した人体及び物体の位置検知装置，電子応用機械器具及びその部品，電気
通信機械器具，測定器械器具
【09】コンピュータソフトウェア，コンピュータソフトウェア開発ツール，モバイルアプリケー
ション開発ツール，アプリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）として使用される
コンピュータソフトウェア，モバイルアプリケーションの開発・評価・テスト・メンテナンスを可
能にするコンピュータソフトウェア，モバイルアプリケーションの開発・評価・テスト・メンテナ
ンスを可能にするコンピュータソフトウェアのためのアプリケーションプログラミングインター
フェース（ＡＰＩ）
【38】電気通信，電気通信サービス，オペレーターネットワーク・モバイルオペレーティング
システム・携帯型電気通信装置を通したモバイルアプリケーションの開発・評価・テスト，電
気通信サービス，データ・メッセージ・情報の電子送信
【42】科学・技術サービス及びこれに関する研究・設計，産業分析および研究，コンピュー
タのハードウエア及びソフトウエアの設計及び開発，モバイルアプリケーションの分野にお
ける技術指導，モバイルアプリケーションの開発・評価・テスト・メンテナンスを可能にする
ソフトウェアを目玉にしたアプリケーションサービスプロバイダー（ＡＳＰ），モバイルアプリ
ケーションの開発・評価・テスト・メンテナンスを可能にするダウンロード不可能なコン
ピュータソフトウェアの一時的な利用の提供，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含
む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，電子計算機のプログラムの設
計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするため
【12】陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），船舶並びにその部品及び附属品，航
空機並びにその部品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自
転車並びにそれらの部品及び附属品，車いす，鉄道車両並びにその部品及び附属品

2012-054508 リーバート コーポレイション

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/

【09】空調・温度及び風量を制御する電子制御装置、センサー、ケーブル管理及び配電用
機械器具、電力調整装置、発電機、無停電電源装置、スイッチ、冷却装置、空調装置、送
風機制御装置、キャビネット、電子計算機載置用ラック、格納パネル、カーテン、ドア、監視
用コンピュータプログラムの一つ又は複数からなるデータセンター及びコンピュータルーム
管理システム用の電子応用機械器具，データセンター及びコンピュータルーム管理システ
ム用の電子応用機械器具
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
06,07,09,12,35

24

ＫＩＴＺ ＣＬＥＳＴＥＣ

通常

2012/7/5

2012-054513 株式会社キッツ

12
25

§ＪＩＮ ＲＩＫＩ

通常

2012/7/5

2012-054553 中村 正善

35

26

ＢＡＤ ＴＯＲＯ

通常

2012/7/5

2012-054571 ジョルディ ヌゲス，エス．エル．

35

27

§Ｙ－ＥＳ

通常

2012/7/5

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

指定商品・役務
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製
の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除く。），金属製管継ぎ手，金属製フラ
ンジ，金属製金具，金属製包装用容器
【07】燃料電池自動車用水素ステーション用装置，金属加工機械器具，化学機械器具，食
料加工用又は飲料加工用の機械器具，半導体製造装置，動力機械器具（陸上の乗物用
のものを除く。），機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），バルブ開閉用アクチュエータ
【09】燃料電池，電池，太陽電池，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，
電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【12】カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，荷役用索道，陸上の乗物用の動
力機械（その部品を除く。），軸，軸受，軸継ぎ手，ベアリング，動力伝導装置，緩衝器，ば
ね，制動装置，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），鉄道車
両並びにその部品及び附属品，燃料電池自動車，自動車並びにその部品及び附属品，
二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品
【35】燃料電池自動車用水素ステーション装置の導入に伴う機器の販売に関するコンサル
ティング，燃料電池自動車用水素ステーション装置の機器の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場
調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，職業のあっせ
ん，書類の複製，求人情報の提供，新聞記事情報の提供
【12】車椅子並びにこれらの部品及び附属品，介護用車椅子並びにこれらの部品及び附
属品，自転車並びにこれらの部品及び附属品，二輪自動車・自動車並びにこれらの部品
及び附属品

2012-054700

一般社団法人 山形県国際経済振
興機構

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/

【35】輸出入に関する事務の代理又は代行，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，家庭用又は台所用の容器の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，飾り物の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，贈答品の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，広告，事業の運営及び管理，事務処理の代行
【35】広告業，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調
査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，職業のあっせん，
競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆
耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報
編集，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建
築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワー
ドプロセッサの貸与，求人情報の提供，新聞記事情報の提供，自動販売機の貸与，織物
及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀
類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35

28

Ｓａｎｒｉｏ ｎｏｗ！！！

通常

2012/7/6

2012-054768 株式会社サンリオ

16,35,36

29

年金疎開

通常:
標準

2012/7/6

2012-054797 株式会社メイク・ヴィー

35

30

ユニフォームネット＼ＵＮＩＦＯＲ
通常
Ｍ‐ＮＥＴ

2012/7/6

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

2012-054820 株式会社ユニフォームネット

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/

指定商品・役務
【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，キャラクター商品の販売に関する企画，キャラク
ター商品の製造事業の企画，キャラクター商品の販売に関する情報の提供，コンピュータ
による会員の顧客管理，統計的情報の提供，インターネットウエブサイトにおけるショッピ
ングモールを介した商品の広告，インターネットウエブサイトにおけるショッピングモールを
介した商品の売買契約の媒介，インターネットウエブサイトにおけるショッピングモールを
介した商品の販売に関する情報の提供，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商
品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被
服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココ
アの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供 自転車の小売又は卸売の業務において行
【16】紙類，文房具類，印刷物，書画，写真
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調
査，商品の販売に関する情報の提供，職業のあっせん，求人情報の提供，織物及び寝具
類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及
び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパ
ンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，畳類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供 手動利器・手動工具及び金具の小
【35】インターネットによる公告，商品の展示会の企画・運営及び開催に関する情報の提
供，商品の販売・役務の提供の促進のための払戻し分蓄積式証票又はトレーディングス
タンプの発行に関する情報の提供，カタログ及びインターネットウェブサイトにおけるショッ
ピングモール形式で提供する商品の販売に関する情報の提供，加盟店に対する商品の
販売に関する情報，商品の販売に関する情報の提供又は指導・助言，防災用商品の販売
に関する情報の提供，輸出入に関する事務の代理又は代行，書類の複製，商品の発注・
発注事務の代行又はこれに関する情報の提供，コンピュータデータベースへの情報編
集，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

01,02,04,06,07,09,1 【01】植物成長調製剤類，発泡ガラス製の植物生育用人工土壌，無機質を焼成してなる多
0,11,14,16,17,19,21, 孔質粒状の植物生育用人工土壌，セラミック製植物生育用人工土壌，その他の植物生育
25,35,36,37,38,39,4 用人工土壌，食品残渣・食料品残渣を原料とする有機肥料，肥料
【02】プリンター用及び写真複写機用トナー入りカートリッジ，コピー機用トナーカートリッ
0,42,43,44
ジ，ファクシミリ用トナー入りカートリッジ，印刷用機械器具用トナーカートリッジ，インク

31

ＹＡＺＡＫＩ

通常

2012/7/6

2012-054852 矢崎総業株式会社

01,02,04,06,07,09,1
0,11,14,16,17,19,21,
25,35,36,37,38,39,4
0,42,43,44

32

図形商標

通常

2012/7/6

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

2012-054853 矢崎総業株式会社

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/

ジェットプリンター用インクカートリッジ，コピー機用インクカートリッジ，コンピュータプリン
ター用インクカートリッジ，ファクシミリ用インクカートリッジ，プリンター用トナー，コンピュー
タプリンター用トナー，コピー機用トナー，ファクシミリ用トナー，印刷用機械器具用トナー
【04】木質ペレット燃料，燃料
【06】金属製のガス配管用鋼管，金属製のガス用バルブ，金属製連結弁，金属製液化ガス
貯蔵槽，金属製管継ぎ手，金属製のガス遮断弁，金属製のガス栓，家庭用ガス器具に用
いる接続金具付金属製フレキシブルホース，金属製のガス貯蔵槽，金属製貯蔵槽類，金
属製バルブ，ＬＰＧ貯蔵槽（金属製），金属製フレキシブルガス管，金属製高圧ガスパイ
プ，低圧金属ホース，ヒューズガス栓（金属製），金属製メーター継手，金属製支柱ユニッ
ト，金属製支柱，金属製燃焼器用ホース，金属製ホース，コンセント型ヒューズボックスガ
ス栓，ガス管用バルブ，ガス遮断弁，ガス安全弁，ガス制御弁，多機能ガス調整弁，ＬＰＧ
容器用バルブ，金属用ガス栓，ネジガス栓，可とう管ガス栓，双方向弁，建築用又は構築
用の金属製専用材料，金属製ＬＰガス用バルク貯蔵槽，ガスコンセント用金属製継手，金
属製ＬＰガス貯蔵槽用バルブ，ガス装置用金属製バルブ，金属製包装用容器（「金属製
栓・金属製ふた」を除く。），建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立て
セット
【07】ペレタイザー，ガス圧力調整器
【09】自動車用ワイヤーハーネス，ワイヤーハーネス，バッテリーケーブル，点火プラグ付
コード，電気自動車用高圧ケーブル，自動車用低圧電線，光ファイバー用コネクター，電
線用コネクター，ケーブル用コネクタ，配電用又は制御用機械器具用のコネクター，電気
用のコネクタ 光コネクタ 電源プラグ その他の電気接続具 充電コネクタ 光コネクタ用
【01】植物成長調製剤類，発泡ガラス製の植物生育用人工土壌，無機質を焼成してなる多
孔質粒状の植物生育用人工土壌，セラミック製植物生育用人工土壌，その他の植物生育
用人工土壌，食品残渣・食料品残渣を原料とする有機肥料，肥料
【02】プリンター用及び写真複写機用トナー入りカートリッジ，コピー機用トナーカートリッ
ジ，ファクシミリ用トナー入りカートリッジ，印刷用機械器具用トナーカートリッジ，インク
ジェットプリンター用インクカートリッジ，コピー機用インクカートリッジ，コンピュータプリン
ター用インクカートリッジ，ファクシミリ用インクカートリッジ，プリンター用トナー，コンピュー
タプリンター用トナー，コピー機用トナー，ファクシミリ用トナー，印刷用機械器具用トナー
【04】木質ペレット燃料，燃料
【06】金属製のガス配管用鋼管，金属製のガス用バルブ，金属製連結弁，金属製液化ガス
貯蔵槽，金属製管継ぎ手，金属製のガス遮断弁，金属製のガス栓，家庭用ガス器具に用
いる接続金具付金属製フレキシブルホース，金属製のガス貯蔵槽，金属製貯蔵槽類，金
属製バルブ，ＬＰＧ貯蔵槽（金属製），金属製フレキシブルガス管，金属製高圧ガスパイ
プ，低圧金属ホース，ヒューズガス栓（金属製），金属製メーター継手，金属製支柱ユニッ
ト，金属製支柱，金属製燃焼器用ホース，金属製ホース，コンセント型ヒューズボックスガ
ス栓，ガス管用バルブ，ガス遮断弁，ガス安全弁，ガス制御弁，多機能ガス調整弁，ＬＰＧ
容器用バルブ，金属用ガス栓，ネジガス栓，可とう管ガス栓，双方向弁，建築用又は構築
用の金属製専用材料，金属製ＬＰガス用バルク貯蔵槽，ガスコンセント用金属製継手，金
属製ＬＰガス貯蔵槽用バルブ，ガス装置用金属製バルブ，金属製包装用容器（「金属製
栓・金属製ふた」を除く。），建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立て
セット
【07】ペレタイザー，ガス圧力調整器
【09】自動車用ワイヤーハーネス，ワイヤーハーネス，バッテリーケーブル，点火プラグ付
コード，電気自動車用高圧ケーブル，自動車用低圧電線，光ファイバー用コネクター，電
線用コネクター，ケーブル用コネクタ，配電用又は制御用機械器具用のコネクター，電気
用のコネクタ 光コネクタ 電源プラグ その他の電気接続具 充電コネクタ 光コネクタ用
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

07,08,11,12,18,25,3 【07】自転車組立機械，自転車用発電機，発電機，手持工具（手動式のものを除く。）
【08】自転車の修理・維持又は保守のための手動工具
5

33

図形商標

通常

2012/7/6

2012-055139

モビリティ ホールディングス リミ
テッド

12,39
34

ＮＥＯ ＢＩＫＥ

通常

2012/7/2

2012-057618 越川 悦雄

09,16,25,28

35

Ｎｙａｎｃｈｕｒｉｎｅ＼にゃんちゅりー
通常
ぬ

2012/7/5

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

【11】自転車用ランプ並びにその部品及び付属品，自転車用ライト並びにその部品及び付
属品，自転車用反射器並びにその部品及び付属品，自転車用ライト又は自転車用反射
器のためのマウント及びブラケット並びにその部品及び付属品
【12】自転車，折り畳み式自転車，自転車又は折り畳み式自転車の部品及び付属品，自
転車の部品（自転車用フレーム・自転車用ハンドル・自転車ハンドル用の部品・自転車用
ギア変換装置・自転車用チェーンカバー・自転車用スプロケット・自転車用ブレーキ・自転
車用ベル・自転車用チェーン・自転車用ハンドルグリップ・自転車ハンドル用グリップテー
プ・自転車用チェーンガード及び自転車用のフォーク及びサスペンションを含む），自転車
用サドルカバー，自動車用自転車キャリア，自転車用車輪及びその部品（スポーク・タイヤ
及びチューブを含む），自転車用ブレーキ及びその部品（ブレーキレバー及びブレーキ
パッドを含む），自転車用のステアリング装置（自転車に自転車用ハンドルを固定するため
の部品を含む），自転車用の荷台・サドルバッグ又はフレームバッグ，自転車用のドリンク
ボトルかご，自転車用警音器，自動車用自転車ラック，自転車用修理スタンド，自転車用・
折り畳み式自転車を収容するためのバッグ
【18】バックパック並びにその部品及び付属品，キャンプ用バッグ並びにその部品及び付
属品，スポーツバッグ並びにその部品及び付属品，皮革・擬革・皮革製又は擬革製のバッ
グ並びにその部品及び付属品，自転車を搬送するためのバッグ又はケース並びにその部
品及び付属品，自転車用カバー並びにその部品及び付属品
【25】被服，履物，手袋，サイクリング用の被服，サイクリング用の履物，サイクリング用の
帽子（ヘルメットを除く），サイクリング用の手袋
【35】自転車・自転車の部品及び自転車の付属品の小売又は卸売の業務において行われ
【12】乗り物その他移動用の装置，自転車その他自転車関連部品やアクセサリーの製造と
販売
【39】輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配

2012-057988 大木 由佳子

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/

【09】理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電池，電気磁気
測定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，眼鏡，加工
ガラス（建築用のものを除く。），救命用具，電気通信機械器具，レコード，電子楽器用自
動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，メトロノーム，電子応用機械器
具及びその部品，オゾン発生器，電解槽，ロケット，業務用テレビゲーム機，家庭用テレビ
ゲームおもちゃ，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路
及びＣＤ－ＲＯＭ，スロットマシン，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練用
シミュレーター，回転変流機，調相機，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，
鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，火災
報知機，ガス漏れ警報機，事故防護用手袋，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，消防
車，消防艇，スプリンクラー消火装置，盗難警報器，保安用ヘルメット，防火被服，防じん
マスク，防毒マスク，磁心，自動車用シガーライター，抵抗線，電極，溶接マスク，映写フィ
ルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオ
テープ，電子出版物，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動式
ゲート，金銭登録機，計算尺，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写
機，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，電気
計算機，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付け
チェック装置，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，エアタンク，水泳用浮き板，潜水用機
械器具，レギュレーター，アーク溶接機，金属溶断機，検卵器，電気溶接装置，電動式扉
自動開閉装置，耳栓
【16】紙類，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック
製ごみ収集用袋，衛生手ふき，型紙，紙製テーブルクロス，紙製テーブルナプキン，紙製
タオル，紙製手ふき，紙製のぼり，紙製旗，紙製ハンカチ，紙製幼児用おしめ，裁縫用チャ
コ 荷札 印刷物 書画 写真 写真立て 文房具類 事務用又は家庭用ののり及び接着
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35,43

36

§えッ出たの！∞グングンね
∞，，

通常

ＸｏｆｔＣｕ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/7

2012-058850 星 孝一

09
37

2012/7/3

2012-356723

Ｈｅｒａｅｕｓ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

09,16,28
38

ｉｆｉｓｈｓｋｉｎ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/4

2012-356996 Ｍａｒｔｉｎ Ｐｆｅｎｎｉｎｇｅｒ

09
39

Ｓｅａｎｅｒｇｙ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/3

ＰＲＺ＼ＰＯＬＡＲＩＺＥＤ

マド
プロ:
通常

2012/7/4

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

【09】Protective sleeves for mobile telephones, electronic data media and notebook
computers.
【16】Plastic transparencies, included in this class; adhesive protective sheets.
【28】Protective sleeves for electronic game players.
【09】移動電話機用・電子データ記録媒体用及びノートブック型コンピュータ用の保護用ス
リーブ
【16】プラスチック製トランスペアレンシー（本類に属するもの），接着性保護用シート
【28】電子ゲームプレイヤー用の保護用スリーブ
【09】Electric storage batteries.
【09】蓄電池

2012-357000 ＳＡＦＴ

09
40

指定商品・役務
【35】広告，広告のコピーライティング，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商
品の企画に関する情報の提供，商品の広告宣伝に関する情報の提供，商品の販売促進
に関する情報の提供，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類
の作成又は監査若しくは証明，広告用具の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，手動利器・手動工具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供 運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 おも
【09】Bond wire.
【09】ボンドワイヤ

2012-357026 ＰＲＡＤＡ Ｓ．Ａ．

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/

【09】Sunglasses; eyeglasses; eyeglass cases; eyeglass chains; eyeglass cords; eyeglass
frames; spectacles; spectacle cases; spectacle frames; spectacle glasses; spectacle
chains; contact lenses; eyeglass lenses; contact lens cases.
【09】サングラス，眼鏡，眼鏡用容器，眼鏡用鎖，眼鏡用ひも，眼鏡用枠，眼鏡，眼鏡用容
器，眼鏡用枠，眼鏡用レンズ，眼鏡用鎖，コンタクトレンズ，眼鏡用レンズ，コンタクトレン
ズ用容器
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
09,38,42

マド
プロ:
通常:
標準

41

ＲＥＬＵＸＮＥＴ

42

マド
ＩＮＳＩＧＨＴ ＦＯＲ ＳＵＢＭＩＳＳＩ プロ:
通常:
ＯＮ＼ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ
標準

43

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/4

2012-357163 Ｒｅｌｕｘ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｋ ＡＧ

09

44

45

46

ＩＮＳＩＧＨＴ ＲＥＮＤＥＲＩＮＧ

マド
ＩＮＳＩＧＨＴ ＦＯＲ ＲＥＧＩＳＴＲＡ プロ:
通常:
ＴＩＯＮＳ
標準

ＩＮＳＩＧＨＴ ＦＯＲ ＸＥＶＭＰＤ

ＳＢ ＡＣＯＵＳＴＩＣＳ

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/2

2012/7/2

2012/7/2

2012/7/2

2012/7/3

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

2012-357295 Ｌｉｑｕｅｎｔ Ｉｎｃ．

09

【09】Computer software for the creation, editing, organizing, compiling, modifying, book
marking, transmission, storage and sharing of documents, data and information.
【09】文書・データ及び情報の作成用・編集用・構築化用・編纂用・修正用・ブックマーク用・
送信用・保存用及び共有用のコンピュータソフトウエア

09

【09】Computer software for the collection, editing, organizing, modifying, transmission,
storage and sharing of data and information.
【09】データ及び情報の収集用・編集用・構築化用・修正用・送信用・保存用及び共有用の
コンピュータソフトウエア

09

【09】Computer software for the collection, editing, organizing, modifying, transmission,
storage and sharing of data and information.
【09】データ及び情報の収集用・編集用・構築化用・修正用・送信用・保存用及び共有用の
コンピュータソフトウエア

09

【09】Audio speakers.
【09】オーディオスピーカー

2012-357296 Ｌｉｑｕｅｎｔ Ｉｎｃ．

2012-357297 Ｌｉｑｕｅｎｔ Ｉｎｃ．

2012-357298 Ｌｉｑｕｅｎｔ Ｉｎｃ．

2012-357337

指定商品・役務
【09】Computers and software; data media of all types.
【38】Provision of access to Internet platforms for making available offers of goods and
services in electronically accessible databases, with interactive access and the option of
direct ordering.
【42】Computer system design; computer software consultancy; industrial analysis and
research services; design and development of computers and software; provision of
Internet platforms.
【09】コンピュータ及びソフトウエア，あらゆる種類のデータ記録媒体
【38】電子的に接続可能なデータベースにおける・双方向性接続及び直接注文の選択で
の商品及び役務の提供を可能にするインターネットプラットフォームへの接続の提供
【42】コンピュータシステムの設計，コンピュータソフトウエアの設計・作成・保守に関する助
言，工業上の分析及び調査，コンピュータ及びソフトウエアの設計及び開発，インターネッ
【09】Computer software for the collection, editing, organizing, modifying, book marking,
transmission, storage and sharing of data and information.
【09】データ及び情報の収集用・編集用・構成用・修正用・ブックマーク（ブラウザに頻繁に
参照するページのアドレス情報を登録すること）用・送信用・保存用及び共有用のコン
ピュータソフトウエア

ＳＢ ＡＣＯＵＳＴＩＣＳ ／ ＳＩＮＡＲ Ｂ
ＡＪＡ ＥＬＥＣＴＲＩＣ Ｃ．Ｖ．

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
01,04,12

47

§ｂｔ∞Ｂｒｅｍｓｅｎ＼Ｔｅｃｈｎｉｋ

マド
プロ:
通常

2012/7/3

2012-357431 ＴＭＤ Ｆｒｉｃｔｉｏｎ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ ＧｍｂＨ

01,04,12

48

マド
§ｂｔ∞Ｂｒａｋｅ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ＼ｏ
プロ:
ｆ Ａｍｅｒｉｃａ
通常

2012/7/3

2012-357432 ＴＭＤ Ｆｒｉｃｔｉｏｎ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ ＧｍｂＨ

12,37,42

49

Ｂｒａｂｕｓ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/3

2012-357444 Ｂｒａｂｕｓ ＧｍｂＨ

12,37,42

50

§Ｂ

マド
プロ:
通常

2012/7/3

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

2012-357460 Ｂｒａｂｕｓ ＧｍｂＨ

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/

指定商品・役務
【01】Brake fluids, hydraulic fluid for brake and clutch systems.
【04】Greases, lubricating graphite, oils for industrial purposes, lubricating oils, industrial
oils, brake cleaner, permanent lubricant for brake systems.
【12】Brake linings, brake shoes, brake disks, brake drums, wear indicators, rivet sets and
accessories, hydraulic units for brake systems for land vehicles, in particular main brake
cylinders, wheel cylinders, brake calipers, braking installations, brake hoses; brake
boosters; all the aforesaid goods for land vehicles.
【01】ブレーキ液，ブレーキ用及びクラッチシステム用の作動油
【04】グリース，潤滑用黒鉛，工業用油，潤滑油，工業用油，ブレーキ洗浄液，ブレーキシ
ステム用の長持ちする潤滑剤
【12】ブレーキライニング，ブレーキシュー，ブレーキディスク，ブレーキドラム，消耗度表示
器，リベットセット及び付属品，陸上の乗物用のブレーキシステム用の油圧ユニット，特に
メインブレーキシリンダ，ホイールシリンダー，ブレーキキャリパー（ブレーキパッドを保持
すると共にブレーキディスクにパッドを強く押し付けて制動力を発揮する部品），ブレーキ
用設備，ブレーキホース，ブレーキブースター，上記の全ての収品は陸上の乗物用のもの
【01】Brake fluids, hydraulic fluid for brake and clutch systems.
【04】Greases, lubricating graphite, oils for industrial purposes, lubricating oils, industrial
oils, brake cleaner, permanent lubricant for brake systems.
【12】Brake linings, brake shoes, brake disks, brake drums, wear indicators, rivet sets and
accessories, hydraulic units for brake systems for land vehicles, in particular main brake
cylinders, wheel cylinders, brake calipers, braking installations, brake hoses; brake
boosters; all the aforesaid goods for land vehicles.
【01】ブレーキ液，ブレーキ用及びクラッチシステム用の作動油
【04】グリース，潤滑用黒鉛，工業用油，潤滑油，工業用油，ブレーキ洗浄液，ブレーキシ
ステム用の長持ちする潤滑剤
【12】ブレーキライニング，ブレーキシュー，ブレーキディスク，ブレーキドラム，消耗度表示
器，リベットセット及び付属品，陸上の乗物用のブレーキシステム用の油圧ユニット，特に
メインブレーキシリンダ，ホイールシリンダー，ブレーキキャリパー（ブレーキパッドを保持
すると共にブレーキディスクにパッドを強く押し付けて制動力を発揮する部品），ブレーキ
用設備，ブレーキホース，ブレーキブースター，上記の全ての収品は陸上の乗物用のもの
【12】Apparatus for locomotion by land, air or water; airplanes and structural parts
therefor; aircraft; aircraft components included in this class; amphibious airplanes;
components of amphibious aircraft, included in the class; sea planes; components of
seaplanes, included in the class.
【37】Painting of aircraft; painting of aircraft components; repair of aeroplanes; repair of
aircraft components; maintenance of aeroplanes; maintenance of aircraft components.
【42】Furnishing design services for the interiors of aircraft.
【12】陸上，空中，又は水上の移動用の装置，航空機及びその構造部品，航空機，航空機
の構成部品（本類に属するもの），水陸両用飛行機，水陸両用飛行機の構成部品（本類に
属するもの），水上飛行機，水上飛行機の構成部品（本類に属するもの）
【37】航空機の塗装，航空機の構成部品の塗装，航空機の修理，航空機の構成部品の修
理，航空機の保守，航空機の部品の保守
【42】航空機の内装のための調度品のデザインの考案
【12】Apparatus for locomotion by land, air or water; airplanes and structural parts
therefor; aircraft; aircraft components included in this class; amphibious airplanes;
components of amphibious aircraft, included in the class; sea planes; components of
seaplanes, included in the class.
【37】Painting of aircraft; painting of aircraft components; repair of aeroplanes; repair of
aircraft components; maintenance of aeroplanes; maintenance of aircraft components.
【42】Furnishing design services for the interiors of aircraft.
【12】陸上，空中，又は水上の移動用の装置，航空機及びその構造部品，航空機，航空機
の構成部品（本類に属するもの），水陸両用飛行機，水陸両用飛行機の構成部品（本類に
属するもの），水上飛行機，水上飛行機の構成部品（本類に属するもの）
【37】航空機の塗装，航空機の構成部品の塗装，航空機の修理，航空機の構成部品の修
理，航空機の保守，航空機の部品の保守
【42】航空機の内装のための調度品のデザインの考案
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No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
12,25,28

51

ＢＨ

マド
プロ:
通常

2012/7/5

2012-357542

ＢＥＩＳＴＥＧＵＩ ＨＥＲＭＡＮＯＳ， Ｓ．
Ｌ．

09

52

ＳｙｎｃＴｈｉｎｋ

マド
プロ:
通常:
標準

ＲＡＰＩＤＯＳ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/3

2012-357556 Ｘｉｎｉｃｓ Ｉｎｃ．

09
53

2012/7/6

2012-357582 Ｌａｎｄａｕｅｒ， Ｉｎｃ．

07,09
54

ＡＸ

マド
プロ:
通常:
標準

ＶＩＰＥＲ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/5

2012-357662 Ａｓｓｅｍｂｌeｏｎ Ｂ．Ｖ．

09
55

56

57

ＦＯＲＣＥＰＡＤ

Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ＼Ｓｈａｄｅｓ

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常

2012/7/2

2012/7/2

2012/7/2

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

指定商品・役務
【12】Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water.
【25】Ready-made clothing, footwear (included in this class), headgear.
【28】Games, toys; gymnastic and sporting articles not included in other classes;
decorations for Christmas trees.
【12】乗物，陸上，空中，又は水上の移動用の装置
【25】被服，履物及び運動用特殊靴（本類に属するもの。），帽子
【28】ゲーム用具，おもちゃ，体操用具及び運動用具であって他の類に属しないもの，クリ
スマスツリー用装飾品
【09】Computer software; computer application software for mobile phones; computer
programs (downloadable software); computer programmes for document management;
remote control apparatus; walkie-talkies; apparatus for wireless transmission of acoustic
information; cellular telephones; operating system programs; optical character readers;
digital signal processors; light-emitting electronic pointers; luminous pointers; interfaces
for computers; touch panels; touch pads; electronic publications, downloadable; computer
game programs.
【09】コンピュータソフトウエア，移動電話用のコンピュータアプリケーションソフトウエア，電
子計算機用プログラム（電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含
む。），文書管理用コンピュータプログラム，遠隔制御装置，トランシーバー，音響情報の
無線送信用装置，セルラー式電話機，オペレーティングシステム用プログラム，光学式文
字読取り装置，デジタルシグナルプロセッサ（デジタル信号処理に特化したマイクロプロ
セッサー），光発出方式の電子ポインタ，発光ポインター，コンピュータ用インターフェー
【09】Radon detectors.
【09】ラドン検知器

【07】Machines, namely, pick and place machines for installing and/or mounting and fixing
of components on printed circuit boards.
【09】Electronic apparatus and instruments, namely, pick and place apparatus, electronic
installations for installing and/or mounting and fixing of components on printed circuit
boards.
【07】機械、すなわちプリント回路基板上の構成部品の設置用及び／又は取り付け用及び
固定用のピック及びプレイス装置
【09】電子式機器、すなわちピック及びプレイス装置，プリント回路基板上の構成部品の設
置用及び／又は取り付け用及び固定用の電子式設備
【09】Lasers
for use in entertainment and display.
【09】娯楽用及び展示用のレーザー

2012-357674 Ｃｏｈｅｒｅｎｔ， Ｉｎｃ．

09

【09】Input devices for computer hardware and electronic instruments.
【09】コンピュータハードウエア用及び電子機器用の入力装置

09

【09】Spectacles, spectacles frames, sunglasses, vision spectacles.
【09】眼鏡，眼鏡用枠，サングラス，眼鏡

2012-357721 Ｓｙｎａｐｔｉｃｓ Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ

2012-357724 Ｇｏｌｄｅｎ Ｂｏｙｓ Ｓ．ｒ．ｌ．

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

58

59

60

商標（見本）

商標

種別

ＶＵＥＬＴＡ

マド
プロ:
通常

Ｇ－ＬＵＸＥ

マド
プロ:
通常:
標準

ＮＰＯＬＡＲＳ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

2012/7/3

2012/7/3

2012/7/2

出願番号

2012-357828

出願人／権利者

区分

【12】Cycle cars; motorcycle wheels; hubs for motorcycle wheels; motorcycles; bicycles;
bicycle stands; bicycle handle bars; bicycle rims; cranks for cycles; cycle hubs; mopeds;
bicycle spokes; bicycle frames; vehicle wheels; wheel sets.
【12】オート三輪車，オートバイ用車輪，オートバイ用車輪用のハブ，オートバイ，自転車，
自転車用スタンド，自転車用ハンドル，自転車用リム，クランク（自転車用），二輪自動車・
自転車用ハブ，モペット，自転車用スポーク，自転車用フレーム，航空機・鉄道車輌・自動
車・二輪自動車・自転車用車輪，車輪セット

12

【12】Strollers.
【12】折畳み式乳母車

09,11

【09】Diodes; light emitting diodes; top light emitting diodes; power light emitting diodes;
chip light emitting diodes; big top light emitting diodes; high flux light emitting diodes; side
view light emitting diodes; electroluminescence diodes; laser diodes; processed optical
glass not for building purposes; processed lens glass not for building purposes; reflectors
[for microscopes]; optical lanterns; optical lenses; objective lenses [optics]; correcting
lenses [optics]; apertometers [optics]; photometers; actinometers; luminous flux meters;
traffic-light apparatus [luminous or mechanical]; traffic signaling panels [luminous or
mechanical]; road signs [luminous or mechanical]; safety signaling panels [luminous or
mechanical]; safety display panels [luminous or mechanical]; signaling panels [luminous or
mechanical]; luminous signs; luminous beacons; vehicle breakdown warning triangles
[luminous]; lighting ballasts; photovoltaic cells; incubators for bacteria culture; constant【09】Downloadable computer software for computer and network security.
【42】Computer consultation; consulting in the field of information technology; computer
consultation in the field of computer and network security; computer security
consultancy in the field of scanning and penetration testing of computers and networks
to assess information security vulnerability; software as a service (SAAS) services
featuring software in the field of computer and network security; software as a service
(SAAS) services, namely, hosting software for use by others for detecting, blocking, and
removing computer viruses and threats; application service provider (ASP) featuring nondownloadable computer software for use in computer and network security; maintenance
and updating of computer software relating to computer and network security and
prevention of computer risks; computer security consultancy, namely, developing plans
for improving computer and network security and preventing criminal activity for
【12】Motor vehicles and parts thereof.
【12】自動車及び二輪自動車並びにそれらの部品

ＫＵＮＳＨＡＮ ＶＵＥＬＴＡ ＷＨＥＥＬ
ＣＯ．， ＬＴＤ．

2012-357830 Ｍｏｎａｈａｎ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ， ＬＬＣ

2012-357953

ＳＥＯＵＬ ＳＥＭＩＣＯＮＤＵＣＴＯＲ Ｃ
Ｏ．， ＬＴＤ．

09,42,45

61

ＣＲＯＷＤＳＴＲＩＫＥ

マド
プロ:
通常:
標準

ＷＲＡＩＴＨ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/3

2012-357998 Ｃｒｏｗｄｓｔｒｉｋｅ， Ｉｎｃ．

12
62

2012/7/3

2012-358076

Ｂａｙｅｒｉｓｃｈｅ Ｍｏｔｏｒｅｎ Ｗｅｒｋｅ Ａ
ｋｔｉｅｎｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ

09

63

ＯＲＴＯＦＯＮ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/2

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

指定商品・役務

12

2012-358211 Ｏｒｔｏｆｏｎ Ａ／Ｓ

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/

【09】Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines; fire-extinguishing
apparatus; phonographic records, tapes, loudspeakers, microphones and pick-ups.
【09】科学用・航海用・測量用・写真用・映画用・光学用・計量用・測定用・信号用・検査（監
視）用・救命用及び教育用の機器，伝導用・開閉用・変圧用・蓄電用・調整用又は制御用
の電気機器，音響又は映像の記録用・送信用又は再生用の装置，磁気データ記録媒体，
記録用のディスク，硬貨作動式機械用の始動装置，金銭登録機，計算機，消火器，レコー
ド，テープ，スピーカー，マイクロホン及びピックアップ

17／20
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No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
09,11

64

ＳＥＭＩＰＯＬＡ

マド
プロ:
通常:
標準

ＩＮＳＩＧＨＴ ＦＯＲ ＶＩＥＷＩＮＧ

マド
プロ:
通常:
標準

ＩＮＳＩＧＨＴ ＶＡＬＩＤＡＴＯＲ

マド
プロ:
通常:
標準

ＲＡＤＴＲＡＫ２

マド
プロ:
通常:
標準

Ｇ‐ＬＩＴＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/2

2012-358239

ＳＥＯＵＬ ＳＥＭＩＣＯＮＤＵＣＴＯＲ Ｃ
Ｏ．， ＬＴＤ．

09
65

66

67

68

69

70

ＲＵＭＢＬＥＳＥＡＴ

ＩＮＳＩＧＨＴ ＰＵＢＬＩＳＨＥＲ

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/2

2012/7/2

2012/7/6

2012/7/5

2012/7/3

2012/7/2

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

2012-358266 Ｌｉｑｕｅｎｔ Ｉｎｃ．

指定商品・役務
【09】Diodes; light emitting diodes; top light emitting diodes; power light emitting diodes;
chip light emitting diodes; big top light emitting diodes; high flux light emitting diodes; side
view light emitting diodes; electroluminescence diodes; laser diodes; processed optical
glass not for building purposes; processed lens glass not for building purposes; reflectors
[for microscopes]; optical lanterns; optical lenses; objective lenses [optics]; correcting
lenses [optics]; apertometers [optics]; photometers; actinometers; luminous flux meters;
traffic-light apparatus [luminous or mechanical]; traffic signaling panels [luminous or
mechanical]; road signs [luminous or mechanical]; safety signaling panels [luminous or
mechanical]; safety display panels [luminous or mechanical]; signaling panels [luminous or
mechanical]; luminous signs; luminous beacons; vehicle breakdown warning triangles
[luminous]; lighting ballasts; photovoltaic cells; incubators for bacteria culture; constant【09】Computer software for for the viewing, comparing, editing, modifying, transmission,
storage and sharing of data and information.
【09】データ及び情報の閲覧用・比較用・編集用・修正用・送信用・保存用及び共有用のコ
ンピュータソフトウエア

09

【09】Computer software for for the viewing, comparing, editing, modifying, transmission,
storage and sharing of data and information.
【09】データ及び情報の閲覧用・比較用・編集用・修正用・送信用・保存用及び共有用のコ
ンピュータソフトウエア

09

【09】Radon detectors.
【09】ラドン検知器

12

【12】Strollers.
【12】折畳み式乳母車

12

【12】Detachable seat for use with strollers.
【12】折畳み式乳母車用の取り外し可能な座席

09

【09】Computer software for the collection, editing, organizing, modifying, book marking,
transmission, storage and sharing of data and information, including document assembly,
and managing written and graphic content and for compiling and managing information in
specified format.
【09】データ及び情報の収集用・編集用・構築化用・修正用・ブックマーク用・送信用・記憶
用及び共有用のコンピュータソフトウエア（文書の集版並びに筆記内容及びグラフィックコ
ンテンツの管理並びに特殊なフォーマットの情報の編集用及び管理用のものを含む。）

2012-358282 Ｌｉｑｕｅｎｔ Ｉｎｃ．

2012-358375 Ｌａｎｄａｕｅｒ， Ｉｎｃ．

2012-358376 Ｍｏｎａｈａｎ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ， ＬＬＣ

2012-358445 Ｍｏｎａｈａｎ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ， ＬＬＣ

2012-358524 Ｌｉｑｕｅｎｔ Ｉｎｃ．

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
12

71

ＹＯＵＮＧＳＡＡＢ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/3

2012-358670

Ｚｈｅｊｉａｎｇ Ｙｏｕｎｇｍａｎ Ｐａｓｓｅｎｇｅ
ｒ Ｃａｒ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

12

72

ＮＥＷＳＡＡＢ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/3

2012-358671

Ｚｈｅｊｉａｎｇ Ｙｏｕｎｇｍａｎ Ｐａｓｓｅｎｇｅ
ｒ Ｃａｒ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

03,09,14,18,25,26

73

ＪＢＡＮＳ

マド
プロ:
通常

2012/7/5

2012-358674 ＢＡＮ ＨＥＥ ＳＵＮＧ

09
74

ＰｏｐＰｌａｙｅｒ

マド
プロ:
通常

2012/7/6

2012-358751 Ｎｅｘｓｔｒｅａｍｉｎｇ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

01,09

75

ＤＶＳ ＳＣＩＥＮＣＥＳ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/6

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

2012-358790 ＤＶＳ ＳＣＩＥＮＣＥＳ ＩＮＣ

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/

指定商品・役務
【12】Vehicles for locomotion by land, air, water or rail; coaches; trucks; trailers; smallsized automobiles; cars; vehicle chassis; engines for land vehicles; automobile bodies;
vehicle seats; rearview mirrors; cable cars; handcarts; sleighs (vehicles); tires for vehicle
wheels; tipping bodies for lorries (trucks); windows for vehicles; upholstery for vehicles;
bicycle pumps; repair outfits for inner tubes.
【12】船舶，航空機，鉄道車輌，自動車，二輪自動車，自転車，バス，トラック，トレーラー，
小型の自動車，自動車，自動車用・航空機用シャシー，陸上の乗物用のエンジン，自動車
用車体，船舶・航空機・鉄道車輌・自動車・二輪自動車用座席，バックミラー，ケーブル索
道の乗物，手押し車，そり（乗物），航空機・自動車・二輪自動車・自転車用タイヤ，貨物自
動車用傾斜台，船舶・航空機・鉄道車輌・自動車用窓，乗物用座席，自転車用空気ポン
【12】Vehicles for locomotion by land, air, water or rail; coaches; trucks; trailers; smallsized automobiles; cars; vehicle chassis; engines for land vehicles; automobile bodies;
vehicle seats; rearview mirrors; cable cars; handcarts; sleighs (vehicles); tires for vehicle
wheels; tipping bodies for lorries (trucks); windows for vehicles; upholstery for vehicles;
bicycle pumps; repair outfits for inner tubes.
【12】船舶，航空機，鉄道車輌，自動車，二輪自動車，自転車，バス，トラック，トレーラー，
小型の自動車，自動車，自動車用・航空機用シャシー，陸上の乗物用のエンジン，自動車
用車体，船舶・航空機・鉄道車輌・自動車・二輪自動車用座席，バックミラー，ケーブル索
道の乗物，手押し車，そり（乗物），航空機・自動車・二輪自動車・自転車用タイヤ，貨物自
動車用傾斜台，船舶・航空機・鉄道車輌・自動車用窓，乗物用座席，自転車用空気ポン
【03】Eyebrow cosmetics; loose face powder; liquid rouge; lip liner; lipsticks; mascara; nail
varnish; make-up preparations; hair creams; body lotions; body oils; bath oil (cosmetics);
baby oil; baby powder; blushers; shower and bath foam; sun-block lotions; suntan lotions;
shaving lotions; shaving foam; cosmetic preparations for eyelashes; skin lotions; skin
cleansers; eyeliner; eye lotions; eye make-up removers; eye shadows; after-shave lotions;
after-shave emulsions; lip coatings; foundations; hand lotions; perfumes; hair styling gels;
hair spray; hair conditioners; mask pack for cosmetic purposes; cosmetics; bath soap;
beauty soap; shampoos; hand cleaners (hand cleaning preparations).
【09】Sunglasses; lenses for sunglasses; snow goggles; goggles for sports; spectacles
(optics); cases for spectacles and sunglasses; spectacle glasses; eyeglass frames;
children's eye glasses; field-glasses; swim goggles.
【14】Shoe ornaments of precious metals; key rings of precious metal; key rings (trinkets
or fobs); jewellery cases; jewellery watches; watches; wristwatches; jewellery; precious
【09】Downloadable software in the nature of a mobile application for playing multimedia
files; computer program for editing images, sound and video; computer software for
processing text, graphics and video; recorded computer programs; downloadable
computer programs.
【09】マルチメディアファイルの再生用の移動アプリケーションの性質を帯びたダウンロード
可能なソフトウエア，映像・音響及びビデオの編集用のコンピュータプログラム，テキスト・
グラフィックス及びビデオの処理用のコンピュータソフトウエア，記録済みコンピュータプロ
グラム，ダウンロード可能なコンピュータプログラム
【01】Reagents for scientific or research use; reagents for use in laboratory instruments,
systems, equipment and devices for biotechnology and bioresearch.
【09】Laboratory instruments, systems, equipment and devices for, biotechnology and
bioresearch, including, flow cytometers used to measure chemical and physical
characteristics of cells and other particles by means of mass-spectrometry and/or
optical detection; sample handling equipment for delivering cells and other particles to
forgoing laboratory instruments; replacement parts for the foregoing goods; computer
software used for collection, organization, analysis, integration and communication of
scientific data; computer hardware and computer software used to operate forgoing
systems of laboratory instruments and sampling handling equipment.
【01】科学用又は研究用の試薬，生物工学及びバイオリサーチ用の実験用の機器・システ
ム・器材及び装置に使用する試薬
【09】生物工学及びバイオリサーチ用の実験用の機器・システム・器材及び装置（質量分
析及び／又は光学的探知の手段による細胞及び他の粒子の化学的特性及び物理的特
性の測定に使用するフローサイトメーターを含む。），前述の実験器具に細胞及び他の粒
子を送達するための試料取扱い装置，前述の商品の交換部品，科学データの収集用・構
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【09】Computer software for creating, editing, and manipulating visual effects, 3D content,
video and images; computer software for multi-view image correction and depth
manipulation in 3D content, video, and images.
【09】視覚効果・３Ｄコンテンツ・ビデオ及び画像の作成用・編集用及び操作用のコンピュー
タソフトウエア，３Ｄコンテンツ・ビデオ及び画像におけるマルチビューでの画像修正用及び
奥行きの修正用のコンピュータソフトウエア

09,16,42

【09】Computers, computer hardware, namely magnetic tape units (data processing
equipment), magnetic tapes, printed circuits, integrated circuits, computer keyboards,
compact disks (audio-video), optical disks, couplers (data processing equipment), floppy
disks, magnetic data media, video screens, scanners, printers for use with computers,
interfaces (data processing equipment), readers (data processing equipment), software
(recorded programs), microprocessors, modems, monitors (hardware), computers,
computer memories, computer peripheral devices, recorded computer programs and
software, adapters for computers, computer components, data processing equipment,
semiconductors, machine-usable electronic data media, magnetic disks, hard disk units,
magnetic tape recorders, calculating machines, cash registers, facsimile machines, video
recorders, videotapes, cells and batteries, computer chips, integrated circuit boards,
computer accessories, namely communications servers, cases for transporting
【09】Computer software, recorded; computer programs (downloadable software); data
processing apparatus; electro-dynamic apparatus for the remote control of signals;
inverters (electricity); current rectifiers; distribution boxes (electricity); electric apparatus
for commutation.
【09】コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体，電子計算機用プログラム（電気通
信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。），データ処理装置，信号の電
気的遠隔制御装置，インバーター（電気式のもの），整流器，配電箱，整流用電気装置

2012-358890 ＰＲＥＴＥＮＤ ＬＬＣ

2012-358899
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ｅｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

09
78
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2012/7/3

2012-359170
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【09】Diodes; light emitting diodes; top light emitting diodes; power light emitting diodes;
chip light emitting diodes; big top light emitting diodes; high flux light emitting diodes; side
view light emitting diodes; electroluminescence diodes; laser diodes; processed optical
glass not for building purposes; processed lens glass not for building purposes; reflectors
[for microscopes]; optical lanterns; optical lenses; objective lenses [optics]; correcting
lenses [optics]; apertometers [optics]; photometers; actinometers; luminous flux meters;
traffic-light apparatus [luminous or mechanical]; traffic signaling panels [luminous or
mechanical]; road signs [luminous or mechanical]; safety signaling panels [luminous or
mechanical]; safety display panels [luminous or mechanical]; signaling panels [luminous or
mechanical]; luminous signs; luminous beacons; vehicle breakdown warning triangles
[luminous]; lighting ballasts; photovoltaic cells; incubators for bacteria culture; constant【09】Diodes; light emitting diodes; top light emitting diodes; power light emitting diodes;
chip light emitting diodes; big top light emitting diodes; high flux light emitting diodes; side
view light emitting diodes; electroluminescence diodes; laser diodes; processed optical
glass not for building purposes; processed lense glass not for building purposes;
reflectors [for microscopes]; optical lanterns; optical lenses; objective lenses [optics];
correcting lenses [optics]; apertometers [optics]; photometers; actinometers; luminous
flux meters; traffic-light apparatus [luminous or mechanical]; traffic signaling panels
[luminous or mechanical]; road signs [luminous or mechanical]; safety signaling panels
[luminous or mechanical]; safety display panels [luminous or mechanical]; signaling panels
[luminous or mechanical]; luminous signs; luminous beacons; vehicle breakdown warning
triangles [luminous]; lighting ballasts; photovoltaic cells; incubators for bacteria culture;
【09】Diodes; light emitting diodes; top light emitting diodes; power light emitting diodes;
chip light emitting diodes; big top light emitting diodes; high flux light emitting diodes; side
view light emitting diodes; electroluminescence diodes; laser diodes; processed optical
glass not for building purposes; processed lens glass not for building purposes; reflectors
[for microscopes]; optical lanterns; optical lenses; objective lenses [optics]; correcting
lenses [optics]; apertometers [optics]; photometers; actinometers; luminous flux meters;
traffic-light apparatus [luminous or mechanical]; traffic signaling panels [luminous or
mechanical]; road signs [luminous or mechanical]; safety signaling panels [luminous or
mechanical]; safety display panels [luminous or mechanical]; signaling panels [luminous or
mechanical]; luminous signs; luminous beacons; vehicle breakdown warning triangles
[luminous]; lighting ballasts; photovoltaic cells; incubators for bacteria culture; constant-
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指定商品・役務
【09】Diodes; light emitting diodes; top light emitting diodes; power light emitting diodes;
chip light emitting diodes; big top light emitting diodes; high flux light emitting diodes; side
view light emitting diodes; electroluminescence diodes; laser diodes; processed optical
glass not for building purposes; processed lens glass not for building purposes; reflectors
[for microscopes]; optical lanterns; optical lenses; objective lenses [optics]; correcting
lenses [optics]; apertometers [optics]; photometers; actinometers; luminous flux meters;
traffic-light apparatus [luminous or mechanical]; traffic signaling panels [luminous or
mechanical]; road signs [luminous or mechanical]; safety signaling panels [luminous or
mechanical]; safety display panels [luminous or mechanical]; signaling panels [luminous or
mechanical]; luminous signs; luminous beacons; vehicle breakdown warning triangles
[luminous]; lighting ballasts; photovoltaic cells; incubators for bacteria culture; constant【09】Scientific apparatus and instruments for laboratories; diagnostic apparatus and
instruments for medical purposes.
【10】Instruments and apparatus for surgical, medical and veterinary purposes; testing
apparatus for in-vitro diagnostics for medical purposes.
【09】実験室用の科学用機器，医療用の診断用機器
【10】外科用・内科用及び獣医科用の機器，医療用の体外診断用検査機器

【07】Machines and machine tools; printing machines; printing rollers for machines; rotary
printing presses; molds (parts of machines); boxes for matrices (printing); reduction gears
other than for land vehicles; gears, other than for land vehicles.
【09】Optical apparatus and instruments; magnetic data carriers, recording discs; compact
disks, DVD and other carriers of digital information; thermoprinters and gears for them;
printers for use with computers; printed circuit boards; printed circuits.
【16】Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other
classes; stationery; office requisites (except furniture); printers' reglets.
【37】Repair; installation services; office machines and equipment installation,
maintenance and repair; installation, maintenance and repair of thermoprinters and gears
for them; machinery installation, maintenance and repair.
【07】機械及び工作機械，印刷機，印刷機械用ローラー，輪転印刷機，鋳型（機械部品），
字母用箱，減速歯車（陸上の乗物用のものを除く。），ギヤ（陸上の乗物用のものを除く。）
【09】光学用機器，磁気データ記録媒体，記録用のディスク，コンパクトディスク，ＤＶＤ及び
デジタル情報の他の記録媒体，感熱式プリンター及びそれら用のギヤ，コンピュータ用プ
【25】Clothing, footwear, headgear; sports jackets; sports clothing; sports shirts; sports
shoes; sports jerseys.
【35】Retailing, including mail order sale and sale via the internet, of clothing, footwear,
headgear, leather and imitations of leather, and goods made of these materials, trunks
and travelling bags, umbrellas, parasols, wallets, bags, jewellery, horological and
chronometric instruments, hair bands, hair grips (slides) and clothing accessories; online
information relating to shopping for fashion items; advertising via online electronic
communications networks; marketing of branded goods and fashion items.
【25】被服，履物及び運動用特殊靴，帽子，スポーツジャケット，運動用被服，スポーツシャ
ツ，運動靴及び運動用特殊靴，スポーツジャージー及び競技用ジャージー
【35】被服，履物，帽子，革及び人工皮革並びにこれらを材料とする商品，トランク及び旅
行用バッグ，傘，日傘，財布，バッグ，宝飾品，計時用具，ヘアバンド，ヘアグリップ及び被
服用アクセサリーの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供（通信販売及
びインターネット経由による販売を含む），ファッション製品の買い物に関するオンラインに
よる情報の提供，オンライン電子通信ネットワーク経由による広告，ブランド製品及び
【35】Advertising; business management; business administration; franchising services,
relating to consultancy and assistance in business management, organization and
promotion; administration of franchised business operations; organization of business
presentations in connection with the purchase and sale of goods; administrative services
for the reception of sale orders; retail sale and sale via global computer networks in
connection with all types of foodstuffs; sales promotion for others; intermediary services
in the field of agreements relating to the sale and purchase of goods; advertising,
including promotion of the sale of articles and services for others by means of the
transmission of advertising material and the dissemination of advertising messages in
computer networks; business administration services for processing of sales made via
the Internet; retail sale services in connection with food; providing information concerning
commercial sales; commercial representation, import and export services; organization of

