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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.08～2012.07.14.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
12

1

ＤＲＥＡＭ ＥＣＯ ＣＨＡＩＮ

通常:
標準

2012/7/9

2012-055196 榊原 孝一
09,38,40

2

ＰＨＯＴＯ ＢＥＡＭＩＮＧ

優先

2012/7/9

2012-055201 アップル インコーポレイテッド

35

3

ＯＦＦＩＣＥ ＭＡＳＴＥＲ＼オフィス
通常
マスター

2012/7/9

※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。

2012-055242 株式会社ライオン事務器

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

指定商品・役務
【12】自動車・二輪自動車・自転車・航空機用タイヤ滑り止め具，自動車・二輪自動車・自
転車・航空機用滑り止めタイヤチェーン，車両用タイヤ滑り止め具，車両用滑り止めタイヤ
チェーン，タイヤ滑り止め具，滑り止めタイヤチェーン，車両用滑り止め装置，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，航空機並
びにその部品及び附属品，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），動力伝導装
置，制動装置，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片
【09】コンピュータ，コンピュータ周辺機器，コンピュータ端末装置，コンピュータハードウェ
ア，マイクロプロセッサ，コンピュータ用メモリーボード，コンピュータ用モニター，コンピュー
タ用ディスプレイ，コンピュータ用キーボード，コンピュータ用プリンタ，コンピュータ用ディ
スクドライブ，コンピュータ用の未記録の記録媒体，磁気記録媒体，電子出版用コンピュー
タソフトウェア，電子出版物リーダー用コンピュータソフトウェア，個人情報管理用コン
ピュータソフトウェア，データベース管理用コンピュータソフトウェア，文字認識用コンピュー
タソフトウェア，電子掲示板，データ同期化用コンピュータソフトウェア，アプリケーション開
発用コンピュータソフトウェア，データの転送処理用コンピュータプログラム，コンピュータ
オペレーティングソフトウェア，データ管理用コンピュータソフトウェア，音声認識用コン
ピュータソフトウェア，コンピュータソフトウェア，携帯電話用ソフトウェア，コンピュータ
ファームウェア，コンピュータゲームソフトウェア，記録済みコンピュータプログラム，手持ち
型コンピュータ，タブレット型コンピュータ，携帯情報端末装置，電子手帳，電子書籍リー
ダー，インターネットへの接続の提供又は電話の呼出・ファックス・電子メール及びその他
のデータを送受信するための携帯型電子応用機械器具，データ及びメッセージの無線受
信・保存又は送信のための手持ち式電子応用機械器具並びにユーザーの個人情報の記
録及び管理を可能とする電子応用機械器具，コンピュータ用フォント・タイプフェイス・タイ
プデザイン・記号の電子データを記憶させた記録媒体，コンピュータプログラム及びソフト
ウェアを搭載又は記録するためのＩＣチップ・ディスク及びテープ，ランダムアクセスメモ
リー，電子計算機用メモリー，ソリッドステートドライブ，コンピュータ用データ記憶用装置，
ハードディスクドライブ，コンピュータハードドライブ，マウスパッド，コンピュータ用スピー
カー，未記録のオーディオディスク・ビデオディスク又はＤＶＤ，電子応用機械器具及びそ
の部品，電子応用機械器具及びその部品用のカバー・バッグ及びケース，モデム，コネク
タ ＭＰ３プレーヤー デジタルオーディオプレーヤー デジタルオーディオレコーダー 全
【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，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

4／26
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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

指定商品・役務

12,35,36,37,39,40,4 【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，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，乗物
1,42

4

§カーセブン

通常

2012/7/9

2012-055252 株式会社カーセブンディベロプメント

12,35,36,37,39,40,4
1,42

5

ＣＡＲ＼ＳＥＶＥＮ

通常

2012/7/9

※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。

2012-055253 株式会社カーセブンディベロプメント

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

用盗難警報器，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
又はチューブの修繕用ゴムはり付け片
【35】広告業，事業と商業目的のための展示会および見本市の企画及び開催，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，フランチャイズの事業に関する
指導及び助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，商品の販売促進
及び役務の提供促進の実行のための企画及び運営，商品の売買契約の代理・媒介・仲
介・取次ぎ・代行，事業の管理，フランチャイズの事業の管理，事業の評価，営業実績の
分析・評価を内容とする事業に関する助言及び企業経営の助言，企業における人事及び
人材募集に関する情報の提供，企業における人材の評価に関する助言，職業のあっせ
ん，競売の運営，求人情報の提供，経理事務の代行，輸出入に関する事務の代理又は代
行，文書又は磁気テープのファイリング，一般事務の代行（派遣によるものを含む。），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，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，自動車用タイヤ・自動車用チューブ・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，自動車用マフラー・自動車用
ラジエーター・陸上の乗物用の動力機械（その部品の除く。）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，ＥＴＣ（自動料金収受システム）車載器の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車用ライト・自動車用バッ
テリー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 自動車の板金用手動工具・洗車用スポンジ・ゴミ箱の小売又は卸売の業務
【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，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，乗物
用盗難警報器，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
又はチューブの修繕用ゴムはり付け片
【35】広告業，事業と商業目的のための展示会および見本市の企画及び開催，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，フランチャイズの事業に関する
指導及び助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，商品の販売促進
及び役務の提供促進の実行のための企画及び運営，商品の売買契約の代理・媒介・仲
介・取次ぎ・代行，事業の管理，フランチャイズの事業の管理，事業の評価，営業実績の
分析・評価を内容とする事業に関する助言及び企業経営の助言，企業における人事及び
人材募集に関する情報の提供，企業における人材の評価に関する助言，職業のあっせ
ん，競売の運営，求人情報の提供，経理事務の代行，輸出入に関する事務の代理又は代
行，文書又は磁気テープのファイリング，一般事務の代行（派遣によるものを含む。），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，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，自動車用タイヤ・自動車用チューブ・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，自動車用マフラー・自動車用
ラジエーター・陸上の乗物用の動力機械（その部品の除く。）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，ＥＴＣ（自動料金収受システム）車載器の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車用ライト・自動車用バッ
テリー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 自動車の板金用手動工具・洗車用スポンジ・ゴミ箱の小売又は卸売の業務
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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

指定商品・役務

12,35,36,37,39,40,4 【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，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，乗物
1,42

6

§７

通常

2012/7/9

2012-055254 株式会社カーセブンディベロプメント

35

7

ａｑｕａ ｐｏｃｋｅｔ＼アクアポケット 通常

2012/7/9

2012-055264 株式会社サンシャインシティ

12

8

ＴＣＲ

通常:
標準

2012/7/9

※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。

2012-055281

ジャイアント マニュファクチャリング
カンパニー リミテッド

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

用盗難警報器，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
又はチューブの修繕用ゴムはり付け片
【35】広告業，事業と商業目的のための展示会および見本市の企画及び開催，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，フランチャイズの事業に関する
指導及び助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，商品の販売促進
及び役務の提供促進の実行のための企画及び運営，商品の売買契約の代理・媒介・仲
介・取次ぎ・代行，事業の管理，フランチャイズの事業の管理，事業の評価，営業実績の
分析・評価を内容とする事業に関する助言及び企業経営の助言，企業における人事及び
人材募集に関する情報の提供，企業における人材の評価に関する助言，職業のあっせ
ん，競売の運営，求人情報の提供，経理事務の代行，輸出入に関する事務の代理又は代
行，文書又は磁気テープのファイリング，一般事務の代行（派遣によるものを含む。），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，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，自動車用タイヤ・自動車用チューブ・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，自動車用マフラー・自動車用
ラジエーター・陸上の乗物用の動力機械（その部品の除く。）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，ＥＴＣ（自動料金収受システム）車載器の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車用ライト・自動車用バッ
テリー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 自動車の板金用手動工具・洗車用スポンジ・ゴミ箱の小売又は卸売の業務
【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，家具・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，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，写真機械器具及び写真
材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，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，宝玉及びその模
造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，理化学機械器
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，写真・写真たての
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，観賞用水槽及びその
付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，お守り・おみ
くじ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 買い物かごの小
【12】自転車，折り畳み式自転車，電動自転車，折りたたみ式電動自転車，自転車・折り畳
み式自転車・電動自転車・折りたたみ式電動自転車の部品，フレーム，ハンドル，サドル，
サドルカバー，サドル装着用バッグ，サドル用支柱，ペダル，自転車用クランク，車輪，ス
ポーク，空気ポンプ，自転車用フォーク，自転車用荷物台，自転車用泥除け，チェーン，
チェーン保護具，自転車用ブレーキ及びブレーキレバー，自転車用足先固定用ひも及び
留め具，自転車装着用荷物棚，自転車用ベル，駐輪用スタンド，バックミラー，タイヤ修理
用パッチ，自転車に装着して用いる幼児用補助席，自転車用水筒保持具，自動車に自転
車を取り付けるための保持具，自転車装着用バッグ，自転車用ハンドルカバー，自転車用
トレーラ，自転車用かご，自転車の補助輪，自転車用車輪保護カバー，自転車用ショック
アブソーバー，自転車用リム，自転車用方向指示器，その他の自転車・折り畳み式自転

6／26

今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.08～2012.07.14.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
12

9

ＤＥＦＹ

通常:
標準

2012/7/9

2012-055282

ジャイアント マニュファクチャリング
カンパニー リミテッド

12

10

ＴＣＸ

通常:
標準

2012/7/9

2012-055283

ジャイアント マニュファクチャリング
カンパニー リミテッド

12

11

Ａｎｔｈｅｍ

通常:
標準

2012/7/9

2012-055284

ジャイアント マニュファクチャリング
カンパニー リミテッド

12

12

Ｔｒａｎｃｅ

通常:
標準

2012/7/9

2012-055285

ジャイアント マニュファクチャリング
カンパニー リミテッド

12

13

Ｒｅｉｇｎ

通常:
標準

2012/7/9

2012-055286

ジャイアント マニュファクチャリング
カンパニー リミテッド

12

14

Ｇｌｏｒｙ

通常:
標準

2012/7/9

※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。

2012-055287

ジャイアント マニュファクチャリング
カンパニー リミテッド

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

指定商品・役務
【12】自転車，折り畳み式自転車，電動自転車，折りたたみ式電動自転車，自転車・折り畳
み式自転車・電動自転車・折りたたみ式電動自転車の部品，フレーム，ハンドル，サドル，
サドルカバー，サドル装着用バッグ，サドル用支柱，ペダル，自転車用クランク，車輪，ス
ポーク，空気ポンプ，自転車用フォーク，自転車用荷物台，自転車用泥除け，チェーン，
チェーン保護具，自転車用ブレーキ及びブレーキレバー，自転車用足先固定用ひも及び
留め具，自転車装着用荷物棚，自転車用ベル，駐輪用スタンド，バックミラー，タイヤ修理
用パッチ，自転車に装着して用いる幼児用補助席，自転車用水筒保持具，自動車に自転
車を取り付けるための保持具，自転車装着用バッグ，自転車用ハンドルカバー，自転車用
トレーラ，自転車用かご，自転車の補助輪，自転車用車輪保護カバー，自転車用ショック
アブソーバー，自転車用リム，自転車用方向指示器，その他の自転車・折り畳み式自転
【12】自転車，折り畳み式自転車，電動自転車，折りたたみ式電動自転車，自転車・折り畳
み式自転車・電動自転車・折りたたみ式電動自転車の部品，フレーム，ハンドル，サドル，
サドルカバー，サドル装着用バッグ，サドル用支柱，ペダル，自転車用クランク，車輪，ス
ポーク，空気ポンプ，自転車用フォーク，自転車用荷物台，自転車用泥除け，チェーン，
チェーン保護具，自転車用ブレーキ及びブレーキレバー，自転車用足先固定用ひも及び
留め具，自転車装着用荷物棚，自転車用ベル，駐輪用スタンド，バックミラー，タイヤ修理
用パッチ，自転車に装着して用いる幼児用補助席，自転車用水筒保持具，自動車に自転
車を取り付けるための保持具，自転車装着用バッグ，自転車用ハンドルカバー，自転車用
トレーラ，自転車用かご，自転車の補助輪，自転車用車輪保護カバー，自転車用ショック
アブソーバー，自転車用リム，自転車用方向指示器，その他の自転車・折り畳み式自転
【12】自転車，折り畳み式自転車，電動自転車，折りたたみ式電動自転車，自転車・折り畳
み式自転車・電動自転車・折りたたみ式電動自転車の部品，フレーム，ハンドル，サドル，
サドルカバー，サドル装着用バッグ，サドル用支柱，ペダル，自転車用クランク，車輪，ス
ポーク，空気ポンプ，自転車用フォーク，自転車用荷物台，自転車用泥除け，チェーン，
チェーン保護具，自転車用ブレーキ及びブレーキレバー，自転車用足先固定用ひも及び
留め具，自転車装着用荷物棚，自転車用ベル，駐輪用スタンド，バックミラー，タイヤ修理
用パッチ，自転車に装着して用いる幼児用補助席，自転車用水筒保持具，自動車に自転
車を取り付けるための保持具，自転車装着用バッグ，自転車用ハンドルカバー，自転車用
トレーラ，自転車用かご，自転車の補助輪，自転車用車輪保護カバー，自転車用ショック
アブソーバー，自転車用リム，自転車用方向指示器，その他の自転車・折り畳み式自転
【12】自転車，折り畳み式自転車，電動自転車，折りたたみ式電動自転車，自転車・折り畳
み式自転車・電動自転車・折りたたみ式電動自転車の部品，フレーム，ハンドル，サドル，
サドルカバー，サドル装着用バッグ，サドル用支柱，ペダル，自転車用クランク，車輪，ス
ポーク，空気ポンプ，自転車用フォーク，自転車用荷物台，自転車用泥除け，チェーン，
チェーン保護具，自転車用ブレーキ及びブレーキレバー，自転車用足先固定用ひも及び
留め具，自転車装着用荷物棚，自転車用ベル，駐輪用スタンド，バックミラー，タイヤ修理
用パッチ，自転車に装着して用いる幼児用補助席，自転車用水筒保持具，自動車に自転
車を取り付けるための保持具，自転車装着用バッグ，自転車用ハンドルカバー，自転車用
トレーラ，自転車用かご，自転車の補助輪，自転車用車輪保護カバー，自転車用ショック
アブソーバー，自転車用リム，自転車用方向指示器，その他の自転車・折り畳み式自転
【12】自転車，折り畳み式自転車，電動自転車，折りたたみ式電動自転車，自転車・折り畳
み式自転車・電動自転車・折りたたみ式電動自転車の部品，フレーム，ハンドル，サドル，
サドルカバー，サドル装着用バッグ，サドル用支柱，ペダル，自転車用クランク，車輪，ス
ポーク，空気ポンプ，自転車用フォーク，自転車用荷物台，自転車用泥除け，チェーン，
チェーン保護具，自転車用ブレーキ及びブレーキレバー，自転車用足先固定用ひも及び
留め具，自転車装着用荷物棚，自転車用ベル，駐輪用スタンド，バックミラー，タイヤ修理
用パッチ，自転車に装着して用いる幼児用補助席，自転車用水筒保持具，自動車に自転
車を取り付けるための保持具，自転車装着用バッグ，自転車用ハンドルカバー，自転車用
トレーラ，自転車用かご，自転車の補助輪，自転車用車輪保護カバー，自転車用ショック
アブソーバー，自転車用リム，自転車用方向指示器，その他の自転車・折り畳み式自転
【12】自転車，折り畳み式自転車，電動自転車，折りたたみ式電動自転車，自転車・折り畳
み式自転車・電動自転車・折りたたみ式電動自転車の部品，フレーム，ハンドル，サドル，
サドルカバー，サドル装着用バッグ，サドル用支柱，ペダル，自転車用クランク，車輪，ス
ポーク，空気ポンプ，自転車用フォーク，自転車用荷物台，自転車用泥除け，チェーン，
チェーン保護具，自転車用ブレーキ及びブレーキレバー，自転車用足先固定用ひも及び
留め具，自転車装着用荷物棚，自転車用ベル，駐輪用スタンド，バックミラー，タイヤ修理
用パッチ，自転車に装着して用いる幼児用補助席，自転車用水筒保持具，自動車に自転
車を取り付けるための保持具，自転車装着用バッグ，自転車用ハンドルカバー，自転車用
トレーラ，自転車用かご，自転車の補助輪，自転車用車輪保護カバー，自転車用ショック
アブソーバー，自転車用リム，自転車用方向指示器，その他の自転車・折り畳み式自転

7／26

今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.08～2012.07.14.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
12

15

Ａｒｅｖａ

通常:
標準

2012/7/9

2012-055288

16

ホイールデコ Ｗｈｅｅｌ Ｄｅｃｏ

通常:
標準

2012/7/9

2012-055292 株式会社植須登工機

17

18

19

Ｊｕｒｉｄｅ＼ジュライド

§ＢＯＳＨＯＫＵ

みんなのミュージアム

通常

通常

通常:
標準

2012/7/9

2012/7/9

2012/7/9

2012-055299

ジャイアント マニュファクチャリング
カンパニー リミテッド

12
12

【12】人力車，そり，幼児用手押し車，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，乳母車，自動車用
チャイルドシート，その他の自動車並びにその部品及び附属品

12

【12】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，自動車
並びにその部品及び附属品

35,41

【35】インターネットのウェブサイト上の広告用スペースの貸与及びこれに関する情報の提
供，インターネットのウェブサイト上における見本市及び展示即売会の企画・運営又は開
催，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，財務書類の作成
に関する情報の提供，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
【12】タイヤ，航空機・自動車・二輪自動車・自転車用空気タイヤ・半空気タイヤ及びソリッド
タイヤ，航空機・鉄道車輌・自動車・二輪自動車・自転車用車輪，航空機・自動車・二輪自
動車・自転車用リム

グラコ・チルドレンズ・プロダクツ・イン
コーポレイテッド

2012-055323 トヨタ紡織株式会社

2012-055380 株式会社清水メガネ

12
20

§ＰＰ

通常

2012/7/9

※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】自転車，折り畳み式自転車，電動自転車，折りたたみ式電動自転車，自転車・折り畳
み式自転車・電動自転車・折りたたみ式電動自転車の部品，フレーム，ハンドル，サドル，
サドルカバー，サドル装着用バッグ，サドル用支柱，ペダル，自転車用クランク，車輪，ス
ポーク，空気ポンプ，自転車用フォーク，自転車用荷物台，自転車用泥除け，チェーン，
チェーン保護具，自転車用ブレーキ及びブレーキレバー，自転車用足先固定用ひも及び
留め具，自転車装着用荷物棚，自転車用ベル，駐輪用スタンド，バックミラー，タイヤ修理
用パッチ，自転車に装着して用いる幼児用補助席，自転車用水筒保持具，自動車に自転
車を取り付けるための保持具，自転車装着用バッグ，自転車用ハンドルカバー，自転車用
トレーラ，自転車用かご，自転車の補助輪，自転車用車輪保護カバー，自転車用ショック
アブソーバー，自転車用リム，自転車用方向指示器，その他の自転車・折り畳み式自転
【12】自動車の部品及び附属品，タイヤホイールのステッカー

2012-055440

ピレリ アンド チ ソチエタ ペル ア
チオーニ

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）2012.07.08～2012.07.14.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
12

21

§Ｐ

通常

2012/7/9

2012-055441

指定商品・役務
【12】タイヤ，航空機・自動車・二輪自動車・自転車用空気タイヤ・半空気タイヤ及びソリッド
タイヤ，航空機・鉄道車輌・自動車・二輪自動車・自転車用車輪，航空機・自動車・二輪自
動車・自転車用リム

ピレリ アンド チ ソチエタ ペル ア
チオーニ

11,14,18,19,20,21,2 【11】シャンデリア，ランプ，蛍光灯，水銀灯，装飾用の照明用器具，ＬＥＤ照明用器具，入
浴装置，浴槽，浴槽内で渦と泡を発生させる装置付きの浴槽，水中マッサージ装置付浴
4,25,27

22

ＪＥＡＮ ＢＯＧＧＩＯ＼ＦＯＲ＼ＦＲ
通常
ＡＮＺ

23

ＹＵＫＩ

通常:
標準

2012/7/9

2012-055451

シーガル デコール カンパニー，リミ
テッド

2012/7/10 2012-055589 トヨタ自動車株式会社

12
09

24

ＡＤＰＬＳ

通常:
標準

2012/7/10 2012-055594 三星電子株式会社

※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。

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

槽，小便器，洗面台（衛生設備用品の部品），洗面器（衛生設備用品の部品），流し台，便
座，便器，便器洗浄用タンク
【14】真珠，ダイヤモンド，ブローチ，ネックレス，ブレスレット，腕輪，指輪，イヤリング，ペン
ダント，宝飾品，貴金属，宝玉、宝玉の原石，装飾用宝飾品，貴金属製小立像，装身用鍵
輪，貴金属製造形品，貴金属製のキーチェーン，宝石箱
【18】財布，バックパック，旅行用トランク，スーツケース，旅行かばん，ブリーフケース，家
具用革製飾り，家具用張り革
【19】合板，羽目板（金属製のものを除く。），床板，扉（金属製のものを除く。），建築用パ
ネル（金属製のものを除く。），ベニヤ板
【20】食卓，いす，ソファー，茶卓，本箱，靴収納用ラック，つい立て（家具），洋服だんす，
ワイン用ラック，たんす，キャビネット（家具），ベッド，鏡台，まくら，だきまくら，長まくら（まく
ら下用），鏡，手鏡（化粧用鏡），衣服用ハンガー
【21】磁器製花瓶，磁器製植木鉢，花瓶，植木鉢，磁器製装飾品，陶磁製彫刻，磁器製・
陶器製・土器製又はガラス製の小像，磁器製・土器製・陶器製又はガラス製の像，陶器製
壺，陶磁製の缶，陶磁製の瓶，陶器製包装用容器，陶磁製栓，陶磁製のキャップ，燭台
【24】ビロード織物，ガラス繊維織物，レーヨン織物，家具用織物製カバー，布団，絹製布
団，掛け布団カバー，シーツ（織物），敷布，ベッドカバー，紙製ベッドカバー，まくらカ
バー，蚊帳，毛布，クッションカバー，タペストリー（壁掛け），織物製壁掛け
【25】ワイシャツ類及びシャツ，スーツ，コート，ジャケット，運動着，バンド，ベルト，革製ベ
ルト
【27】カーペット，ドア用じゅうたん，タフテッドカーペット，フエルト製のじゅうたん，じゅうたん
の下に敷く詰め物 ラグ バスマット 靴ぬぐいマット フロアマット 自動車用マット フロア
【12】自動車並びにその部品及び附属品
【09】ステレオ音声スピーカー・内蔵型ワイヤレス通信受信機及び電子書籍リーダー・タブ
レット型コンピューター・ＭＰ３プレーヤー・ＭＰ４プレーヤー・携帯電話機・スマートフォン等
の携帯型電子機器用のドックからなるオーディオ機器，上記のオーディオ機器を設定し操
作する携帯型電子機器のためのアプリケーション用コンピューターソフトウェア，ＵＳＢフ
ラッシュメモリドライブ，ビデオカメラ，コンピューターゲームソフトウェア，コンピューターネッ
トワーク用ハブ・スイッチ及びルータ，インスタントメッセージング・Ｅメールや連絡先の送受
信・スケジュールの共有・コンテンツ共有の各種サービスに使用するコンピューターソフト
ウェア，電子書籍・電子新聞・論文及び電子雑誌等の様々なデジタル化された読書コンテ
ンツを管理・編成するためのコンピューターソフトウェア，個人情報管理用コンピューターソ
フトウェア，音楽の購入・ダウンロード・再生・聴取用コンピューターソフトウェア，電子書
籍・電子新聞・論文・電子雑誌及びコンピューターゲーム等の様々なデジタル化された読
書コンテンツの購入・予約・ダウンロード・再生・聴取用コンピューターソフトウェア，テレビ
受信機・コンピューター・音楽プレーヤー・ビデオプレーヤー・メディアプレーヤー及び携帯
電話機に関連するテキストデータ・データ・音声ファイル・ビデオファイル・コンピューター
ゲームのデータの記録・編成・転送・操作・レビューに使用するコンピューターソフトウェ
ア，音声認識に用いられるアプリケーション用コンピューターソフトウェア，衛星・全地球測
位システム（ＧＰＳ）・ナビゲーションシステムを使用したナビゲーション・ルート検索・旅行
計画及び電子地図化のためのコンピューターソフトウェア，旅行に関する助言やホテル・
名所・博物館・美術館・公共交通・レストラン及びその他の旅行及び移動手段に関連する
情報の提供を目的とする旅行情報システム用コンピューターソフトウェア，携帯端末機に
ついて最も適したペン入力アプリケーションを提案するコンピューターソフトウェア，電子地
図の表示及びダウンロードに使用するコンピューターソフトウェア，コンピューターゲーム
の実施やダウンロード・着信用の音声や音楽の聴取やダウンロード及びスクリーンセー
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.08～2012.07.14.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
09,17

25

ＣＹＣＬＯＰ

優先:
標準

2012/7/10 2012-055599 スウィッチイージー リミテッド

01,02,09,11,12,16,2
0,35,37

26

Ｂｅａｔ－Ｓｏｎｉｃ

通常

ＫＡＲＡ

分割:
標準

2012/7/10 2012-055651 株式会社ビートソニック

09,24,25
27

2012/7/10 2012-055661 株式会社ＣＬプロダクション
09,11,12,35,37

28

Ｂｅａｔ－Ｓｏｎｉｃ

通常:
標準

2012/7/10 2012-055676 株式会社ビートソニック

※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
【09】電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具及びその部品並びに専用スタ
ンド，携帯型デジタルデータ記憶装置，デジタルメディアプレーヤー，オーディオプレー
ヤー，ビデオプレーヤー，携帯型無線機器，小型送受話器，携帯型デジタルオーディオプ
レイヤー及びレコーダー，携帯型デジタルビデオプレイヤー及びレコーダー，カメラ，ＡＣア
ダプタ，プラグアダプタ，ＵＳＢアダプタ，データ入力装置，携帯型電気通信機械器具及び
その保護ケース，携帯型電子計算機，携帯型電子辞書，携帯情報端末装置及びその保
護ケース，セルラーフォン用ホルダー，ＭＰ３プレーヤーケース，データ送受信用ケーブ
ル，コネクタ，ケーブルコネクタ，コンバータ，ユーザインタフェース制御用コンピュータプロ
グラム，コンピュータ用入出力装置・インタフェース装置・キーボード・ディスプレイモニ
ター・マウス及びその他のポインティングデバイス，その他のコンピュータ用の部品又は附
属品
【17】機械部品保護用のゴム製絶縁スリーブ，機械部品保護用のゴム製スリーブ，電子装
置を損傷から守るための防水パッキング，商品梱包用のゴム製又はプラスチック製詰め
物，詰め物の性質を持つゴムクッション又はプラスチッククッション，商品梱包用のゴム製
【01】原料プラスチック
【02】塗料
【09】配電用又は制御用の機械器具，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子回路
（「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。），レコード
【11】電球類及び照明用器具，あんどん，ちょうちん
【12】乗物用盗難警報器，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。），自動車並びにその部品及び付属品，二輪自動車・自転車並びにその部品及び付属
品
【16】事務用品（家具を除く。）
【20】家具
【35】広告業，広告用具の貸与，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，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，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，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，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
【37】自転車の修理，自動車の修理・整備・改造，二輪自動車の修理又は整備，照明用器
【09】光学機械器具，携帯端末装置，携帯電話用のストラップ，スマートフォンカバー，イヤ
ホン，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【24】布製身の回り品，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，のぼり及び
旗（紙製のものを除く。），布製ラベル
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，靴類，仮装用衣服，リストバ
ンド，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【09】配電用又は制御用の機械器具，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子回路
（「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。），レコード
【11】電球類及び照明用器具，あんどん，ちょうちん
【12】乗物用盗難警報器，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。），自動車並びにその部品及び付属品，二輪自動車・自転車並びにその部品及び付属
品
【35】広告業，商品の販売に関する情報の提供，広告用具の貸与，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，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，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，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，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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.08～2012.07.14.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
09,11,12,35,37

29

ビートソニック

通常:
標準

2012/7/10 2012-055677 株式会社ビートソニック

35

30

ＣＵ∞ＣＶＳ＼ｆｏｒ＼Ｙｏｕ

優先

2012/7/10 2012-055726

ビー・ジー・エフ・リテイル・カンパ
ニー・リミテッド

35

31

ＢＧＦ

通常

2012/7/10 2012-055727

ビー・ジー・エフ・リテイル・カンパ
ニー・リミテッド

35

32

§ｓｔｏｒｅ∞Ｆ

優先

2012/7/10 2012-055728

※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。

ビー・ジー・エフ・リテイル・カンパ
ニー・リミテッド

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

指定商品・役務
【09】配電用又は制御用の機械器具，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子回路
（「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。），レコード
【11】電球類及び照明用器具，あんどん，ちょうちん
【12】乗物用盗難警報器，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。），自動車並びにその部品及び付属品，二輪自動車・自転車並びにその部品及び付属
品
【35】広告業，商品の販売に関する情報の提供，広告用具の貸与，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，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，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，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，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
【35】コンビニエンス・ストア，百貨店サービス，大規模ディスカウント・ストアサービス，スー
パーマーケットサービス，広告の代理，経理事務の代行，薬剤の卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，食料品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，菓子類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，アルコー
ル飲料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，巻きたばこの小売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服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，靴類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，かばん類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，おもちゃの小売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，運動具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，文房具類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，電子機器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，装飾
品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，眼鏡の小売の業務におい
【35】コンビニエンス・ストア，百貨店サービス，大規模ディスカウント・ストアサービス，スー
パーマーケットサービス，広告の代理，経理事務の代行，薬剤の卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，食料品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，菓子類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，アルコー
ル飲料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，巻きたばこの小売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服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，靴類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，かばん類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，おもちゃの小売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，運動具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，文房具類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，電子機器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，装飾
品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，眼鏡の小売の業務におい
【35】コンビニエンス・ストア，百貨店サービス，大規模ディスカウント・ストアサービス，スー
パーマーケットサービス，広告の代理，経理事務の代行，薬剤の卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，食料品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，菓子類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，アルコー
ル飲料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，巻きたばこの小売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服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，靴類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，かばん類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，おもちゃの小売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，運動具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，文房具類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，電子機器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，装飾
品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，眼鏡の小売の業務におい
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.

商標（見本）

商標
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出願人／権利者

区分

指定商品・役務

01,02,03,04,05,06,0 【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，
7,08,09,10,11,12,13, 肥料，陶磁器用釉薬，塗装用パテ，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，試験紙，人工
14,15,16,17,18,19,2 甘味料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
【02】カナダバルサム，コパール，サンダラック，松根油，セラック，ダンマール，媒染剤，腐
0,21,22,23,24,25,26, 蝕防止剤，防錆剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ，絵の
27,28,29,30,31,32,3 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・
3,34,35,36,37,38,39, 装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
40,41,42,43,44,45 【03】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

33

ＯＬＹＭＰＵＳ

防護

2012/7/10 2012-055765 オリンパス株式会社

05,09,16,29,30,32,3
5,38,41,42,43,44

34

ボディキー

通常:
標準

2012/7/10 2012-055825 アルティコア インコーポレイテッド

※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.
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剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛
用接着剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し
剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，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
【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，燃料，工業用油，工業用油脂，ろう，ランプ用灯しん，ろ
うそく
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，乳幼児用粉乳，
サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補
助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），人工受精用精液
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，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 金属製輸送用コンテナ かな床 はちの巣 金属製金具 ワイヤロープ 金
【05】サプリメント，栄養サプリメント，栄養サプリメントとして使用されるプロテインパウ
ダー，棒状のミールリプレースメント，スナックバー，液状又は粉末状のミールリプレースメ
ント飲料，医療用栄養添加剤，食餌療法用の食品調製剤，臨床用食餌療法用食品，その
他の医療用食餌療法用飲料・食品，乳幼児用粉乳，乳幼児の離乳用加工食品
【09】体重管理プログラムに使用されるコンピュータハードウェア・コンピュータソフトウェア
及びそれらの周辺機器、すなわち食事日記トラッキング・活動計画・メニュー計画・カロリー
トラッカー・レシピ計算及び結果トラッキング用のソフトウェア，デジタル教材、すなわち減
量・体重管理・栄養及び運動に関する情報を含むＣＤ・ＤＶＤ及びダウンロード可能なファイ
ル，体重管理用ソフトウェアを含む携帯電話用コンピュータ応用ソフトウェア，電子日記
帳，電子計算機，電子計算機用プログラム，コンピュータ周辺機器，録音又は録画済みＣ
Ｄ・ＤＶＤ・記録媒体，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，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，電子出版
物，携帯電話機用プログラム，携帯用電子式日記帳，電子応用機械器具及びその部品，
電気通信機械器具，測定機械器具
【16】体重管理・栄養及び運動の分野における日記帳・カレンダー・バインダー・定期刊行
物及びパンフレット，体重管理・栄養及び運動の分野における訓練及び教育に関する印
刷物及びマニュアル，日記帳，カレンダー，バインダー，定期刊行物，パンフレット，印刷
物，文房具類，写真
【29】家禽肉・魚・魚介類・牛肉・豚肉及び野菜を主原料とする調理済み加工食品，栄養強
化された加工果実，ビタミン及びミネラルで強化されたナッツを主成分とするスナック菓
子，加工水産物，加工野菜及び加工果実，加工食料品
【30】パスタ・米又はその他の穀物を主原料とする調理済み加工食品，ビタミン及びミネラ
ルで強化されたコーンシロップ・食用粉類並びに穀物を主原料とするスナック食品，栄養
強化されたクッキー，茶，ティーバッグ入りの茶，コーヒー及びココア，調味料，香辛料，穀
物の加工品，菓子及びパン
【32】スポーツ飲料 アイソトニック飲料 アイソトニック飲料のもと 果実飲料 フレーバー
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03,09,14,16,18,21,2 【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづ
4,25,26,28,30,31,35, め，つけまつ毛
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具（「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロト
40,43,45
ロン・産業用Ｘ線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱器・磁気探知機・地震探鉱機

35

ＭＡＩＳＯＮ＼ＤＥ＼ＲＥＥＦＵＲ

通常

2012/7/10 2012-055955 株式会社ジュン

14,16,18,26,31,35,4
0,45

36

Ｌｅｓ ｐｅｔｉｔｓ ｂｏｎｈｅｕｒｓ

通常:
標準

2012/7/10 2012-055956 株式会社ジュン

※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。
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URL:http://www.tm-library.com/

械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知
機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。），電子管，半導体素子，電子回路
（「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。），電子計算機用プログラム，
眼鏡，家庭用テレビゲーム機用プログラム，携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを
記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，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，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
【14】貴金属，宝玉及びその模造品，キーホルダー，宝石箱，記念カップ，記念たて，身飾
品，時計
【16】紙製包装用容器，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙
製ハンカチ，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【18】皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，
傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄
【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。），ガラス製包装用容器（「ガラス製栓・ガラス製
ふた」を除く。），鍋類，コーヒー沸かし（電気式のものを除く。），鉄瓶，やかん，食器類，調
理用具，アイスペール，こしょう入れ，砂糖入れ，ざる，塩振り出し容器，しゃもじ，じょうご，
ストロー，膳，栓抜，卵立て，タルト取り分け用へら，ナプキンホルダー，ナプキンリング，
鍋敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，盆，ようじ，ようじ入れ，ろうそく消し，ろうそく立
て，花瓶，水盤
【24】織物（「畳べり地」を除く。），フェルト及び不織布，布製身の回り品，かや，敷布，布
団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製テーブルナプキン，ふきん，織物製
椅子カバー 織物製壁掛け カーテン テーブル掛け どん帳
【14】貴金属，宝玉及びその模造品，キーホルダー，宝石箱，記念カップ，記念たて，身飾
品，時計
【16】紙製包装用容器，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙
製ハンカチ，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【18】皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，
傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄
【26】テープ，リボン，編みレース生地，刺しゅうレース生地，衣服用き章（貴金属製のもの
を除く。），衣服用バックル，衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），衣服用ブローチ，帯
留，ボンネットピン（貴金属製のものを除く。），ワッペン，腕章，頭飾品，ボタン類，造花
【31】生花の花輪，海藻類，野菜，果実，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，
盆栽
【35】家具・電気機械器具類・手動利器・手動工具及び金具・台所用品・清掃用具及び洗
濯用具・薬剤及び医療補助品・農耕用品・花及び木・燃料・印刷物・紙類及び文房具類・
運動具・おもちゃ・人形及び娯楽用具・楽器及びレコード・写真機械器具及び写真材料・時
計及び眼鏡・たばこ及び喫煙用具・宝玉及びその模造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，糊及び接着剤・靴クリーム及び靴墨・つやだし剤・植
物性天然香料及びその他の香料・におい袋・ポプリ・家庭用手動式ローラーマッサージ器
（美容用のものを除く。）・ラベルプリンタ・事務用ラミネーター及び事務用裁断機・測定機
械器具・ショッピングカート・救命用具・スプレー式消火器・携帯用防犯ブザー・防犯用スプ
レー・防護マスク・金属製包装容器・ガラス製又は陶磁器製の包装容器・プラスチックス製
包装用容器・紙製包装材・布製手さげ付包装用袋・手提げバスケット・買物かご・家庭用バ
スケット・皮革製の包装容器・手芸用糸及び毛糸・テープ及びリボン・編みレース生地及び
刺しゅうレース生地・ひも及び革ひも・アイロン台及び霧吹き・ネームプレート及び表札・あ
んどん及びちょうちん・ガスランプ及び石油ランプ並びにその部品及び付属品・のぼり及び
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09,38

37

ＱＵＴＥ

優先

2012/7/11 2012-056041 タイニースクリーン リミテッド

35

38

ＴｒｕｃｋＸ

通常:
標準

2012/7/11 2012-056145 株式会社日新

02,04,06,07,09,12,2
0,25,35,36,37,39,42

39

▲優▼嘉力

通常

2012/7/11 2012-056156 ユニキャリア株式会社

※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。

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

指定商品・役務
【09】科学用・海事用・測量用・写真用・映画用・光学用・計量用・計測用・信号用・監視用・
人命救助用・教習用の機材および道具，通電用・電気切替用・変電用・蓄電用・電気規制
又は制御用の装置および道具，音又はイメージの録音用・送信用・再生用装置，ディスク
記録用帯磁データキャリアー，自動販売機の機器および装置，金銭登録器・計算機・デー
タ処理機器およびコンピューター，消火器，音・イメージの記録用及び送受信用の装置・道
具及び材料，ダウンロード可能なオーディオ及び録画装置，コンピューター・タブレット型コ
ンピューター・コンピュータ周辺装置，コンピューターネットワーク，記録データフォームの
フォント・活地書体・型式及び記号，電子通信設備及び道具，通信機器及び道具，コン
ピューターゲーム及び電子ゲーム，コンピュータソフトウェア，マルチメディアおよび対話型
の機能を備えたコンピューターハードウェア装置，コンピューターゲーム機，電子的読取可
能・機械可読・コンピュータ可読で使用するフォームユニットのユーザーマニュアル，小冊
子の販売のためのオーディオテープ，音用・ビデオ用・データ用記録機器，マルチメディア
および対話型の機能を備えたデジタルオーディオ及びビデオプレーヤー，インターネット・
イントラネット・エクストラネット・テレビ・移動通信・携帯電話・衛星ネットワークを含むロー
カルネットワーク・グローバル通信ネットワークによるテレコミュニケーション用及びコミュニ
ケーション用ソフトウェア，電子挨拶状・メッセージ及び電子メールの作成用・送受信用ソフ
トウェア，ラジオ送受信機，オーディオ・ビデオ及びデジタルミキサー，コンピューター搭載
された乗り物のための操縦装置，カメラ，ビデオカメラ，電話機，携帯電話機，データ処理・
データ保存及び表示をする情報処理・コンピューター間のデータの送受信をするための
ポータブルデジタル電子機器及びそれらに関連するソフトウェア用ポータブルデジタル電
子機器，データ処理・データ保存及び表示をする情報処理をするための電子機器・コン
ピューター間のデータの送受信をするためのコンパクトデジタル電子機器及びそれらに関
連するソフトウェア用コンパクトデジタル電子機器 デジタル音楽プレーヤー・デジタルビデ
【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，インターネットにおけるウェブサイトの広告用スペー
スの提供，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，自動車及び中古自
動車の販売に関する情報の提供，その他の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，インターネットオーク
ションの運営及びこれに関する情報の提供，その他の競売の運営及びこれに関する情報
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
【02】塗料，防錆グリース
【04】固形潤滑剤，工業用油，工業用油脂
【06】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，滑車，金属製
輸送用コンテナ，金属製金具，金属製工具箱
【07】トラッククレーン，パワーショベル，機械式ショベル，土木機械器具並びにその部品及
び附属品，クレーン（持上装置），荷役機械器具並びにその部品及び附属品，鉱山機械器
具，ベルトコンベアー，ホッパー（荷卸し機械），自動倉庫，除雪機，路面凍結防止剤散布
機，農業用機械器具，耕うん機械器具（手持ち工具に当たるものを除く。），栽培機械器
具，収穫機械器具，植物粗製繊維加工機械器具，飼料圧搾機，飼料裁断機，飼料配合
機，飼料粉砕機，ピストン（機械用又は機関用の部品），動力機械器具（陸上の乗物用の
もの及び「水車・風車」を除く。），タービン（陸上の乗物用のものを除く。），原動機（陸上の
乗物用のものを除く。），蒸気機関ボイラー，推進装置（陸上の乗物用のものを除く。），陸
上の乗物用の動力機械の部品，エンジン（陸上の乗物用のものを除く。），動力伝導装
置，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，起動器，交流電動機及び直流電動機（陸上の乗
物用の交流電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直流発電
機
【09】測定機械器具，電池，電気通信機械器具，電子計算機用プログラム，ＩＣタグリー
ダー，電子応用機械器具及びその部品，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，盗難防止警報装置，ベル（警報装
置）
【12】フォークリフトカー，トラクター，自動車並びにその部品及び附属品，自動車の車体，
自動車用シャシー，自動車用タイヤ，自動車用バンパー，自動車用ボンネット，荷役用索
道，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，乳母車，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
のタービン，陸上の乗物用の原動機，自動車・二輪自動車用推進装置，陸上の乗物用の
エンジン 動力伝導装置 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

14／26
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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

指定商品・役務

03,05,21,29,30,32,3 【03】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，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛
5

40

§ｕ

通常

2012/7/11 2012-056170 株式会社キセキファクトリー

41

まごラブ

通常:
標準

2012/7/11 2012-056176 ディップ株式会社

35,42

35,42
42

まごラブ

通常

2012/7/11 2012-056180 ディップ株式会社

43

まごラブ

通常

2012/7/11 2012-056181 ディップ株式会社

44

ＢＩＷＡＫＯ ＲＩＢＢＯＮ

通常:
標準

2012/7/11 2012-056182 中川リボン株式会社

45

§ＫＡＫＡＯ＼ＴＡＬＫ

分割

35,42

【35】通信販売，商品の販売に関する情報提供，商品販売の代行，商品の販売促進のた
めの企画及び実行の代理および助言
【42】ソーシャルネットワーキング用電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，ソー
シャルネットワーキングの電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守

35

【35】雑誌，新聞，インターネット，による広告。また被服，かばん類及び袋物，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。

09,41

【09】スマートフォン用コンピュータソフトウェア（電気通信回線を通じてダウンロードされる
ものを含む。），スマートフォン向けアプリケーション用コンピュータプログラム（電気通信回
線を通じてダウンロードされるものを含む。），スマートフォン用コンピュータソフトウェア，携
帯型コンピュータ用コンピュータソフトウェア，コンピュータ用プログラムを記憶させた記録
媒体，スマートフォン向けコンピュータゲーム用ソフトウェア（電気通信回線を通じてダウン
ロードされるものを含む。），コンピュータ用ソフトウェア（電気通信回線を通じてダウンロー
ドされるものを含む。），ダウンロード可能な電子出版物，ダウンロード可能な電子音楽，
ダウンロード可能な動画
【41】オンラインによるゲームの提供，オンラインによる電子出版物の提供（ダウンロードで
きないものに限る），興行場の座席の予約，興行場の座席の手配，映画鑑賞用チケットの
手配，映画の上映に関する情報の提供，演芸・演劇・コンサート等の興行の企画に関する
情報の提供，娯楽情報の提供，教育情報の提供，コンピュータプログラミングに関する教

2012/7/11 2012-056231 カカオ コーポレーション

※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。

用接着剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し
剤，せっけん類，歯磨き，化粧品（化粧用マスク型パックシートを含む。），香料（アロマオイ
ルを含む。），薫料，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
【05】薬剤（入浴剤を含む。），医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼
帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそう
こう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫
紙，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳
幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），人工受精用精液
【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家禽用リン
グ，化粧用具（手動式美容用ローラーを含む。），おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工
業用刷毛，船舶ブラシ，家事用手袋，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，台所用品（「ガ
ス湯沸かし器・加熱機・調理台・流し台」を除く。），清掃用具及び洗濯用具，アイロン台，
霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろうそく消し，ろうそく
立て，家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，ねずみ取り器，はえたたき，植木鉢，家庭園芸用
の水耕式植物栽培器，じょうろ，愛玩動物用食器，愛玩動物用ブラシ，犬のおしゃぶり，小
鳥かご，小鳥用水盤，洋服ブラシ，寝室用簡易便器，貯金箱，お守り，おみくじ，紙タオル
取り出し用金属製箱，せっけん用ディスペンサー，観賞魚用水槽及びその附属品，トイ
レットペーパーホルダー，花瓶，水盤，ガラス製又は磁器製の立て看板，香炉，靴ブラシ，
靴べら，靴磨き布，軽便靴クリーナー，シューツリー，コッフェル，ブラシ用牛毛・たぬきの
毛・豚毛及び馬毛，アロマテラピー用ポット
【29】食用油脂 乳製品 食肉 卵 食用魚介類（生きているものを除く。） 冷凍野菜 冷
【35】通信販売，商品の販売に関する情報提供，商品販売の代行，商品の販売促進のた
めの企画及び実行の代理および助言
【42】ソーシャルネットワーキング用電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，ソー
シャルネットワーキングの電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守
【35】通信販売，商品の販売に関する情報提供，商品販売の代行，商品の販売促進のた
めの企画及び実行の代理および助言
【42】ソーシャルネットワーキング用電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，ソー
シャルネットワーキングの電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守

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）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.

46

商標（見本）

商標

種別

ファイナルコネクション＼ＦＩＮＡＬ
通常
∞ＫＯＮＮＥＸＩＯＮ

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【12】自動車用サスペンション及びその部品，陸上の乗物用の機械要素，乗物用盗難警報
器，自動車用エアロパーツ，自動車並びにその部品及び附属品，陸上の乗物用の動力機
械（その部品を除く。），二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，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。）
【25】ティーシャツ，ポロシャツ，カーコート（車の運転用に作られた短めのオーバーコー
ト），ブルゾン，ウィンドブレーカー，パーカ，被服，ベルト，バンド，履物，運動用特殊衣服，
運動用特殊靴，仮装用衣服

35

【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，輸出入に関する事務の代理又は代行，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，広告用具の貸与，
求人情報の提供，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，工業用粉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，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，自動車
並びにそ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，電球類及び照明用器
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，プリンターの小売
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，
農業用機械並びにそ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，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，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，写真機
械器具及び写真材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，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の提供，
建築材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，腐蝕防止
剤及び防錆剤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，塗料
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 印刷インキの小売
【12】動力伝導装置，制動装置，船舶並びにその部品及び附属品（「エアクッション艇」を除
く。），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】広告，インターネットを利用したオークションに関する情報の提供，オークションにか

2012/7/11 2012-056253 有限会社ライブラ

47

郷商事株式会社

通常

2012/7/11 2012-056357 郷商事株式会社

48

ＺＡＭ－Ｄｒｙ

通常:
標準

2012/7/12 2012-056372 三桜工業株式会社

12
35,42

49

Ｓｍａｒｔ ＣＩＳ

通常:
標準

2012/7/12 2012-056419 株式会社カークエスト

12
50

ＲＯＢＯＳＡＫＵ

通常

2012/7/12 2012-056447 株式会社Ｇｒｏｗｔｈｎ Ｄｒｅａｍ

51

ＳＵＰＥＲＭＩＬＥ

通常:
標準

2012/7/12 2012-056471

※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

12,25

クムホ タイヤ カンパニー インコー 12
ポレイテッド

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

かる中古自動車及び中古二輪自動車並びにそれらの部品及び附属品に関する情報の提
供，中古自動車及び中古二輪自動車並びにそれらの部品及び附属品の販売に関する情
報の提供，中古自動車及び中古二輪自動車並びにそれら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
【42】オークションにおける入札又は応札を行うための電子計算機用プログラムの提供，電
子メールを利用したニューズレター形式又はアラート形式のオークションに関する情報の
提供，電子計算機用プログラムの提供
【12】二輪自動車並びにそれらの部品及び付属品，自動車並びにその部品及び付属品

【12】自動車用タイヤ
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No.

商標（見本）

商標

種別

出願日
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出願人／権利者

区分
09,42

52

Ｍｏｕｎｔａｉｎ Ｌｉｏｎ

優先

2012/7/12 2012-056521 アップル インコーポレイテッド

12
53

Ｆ２ ｓｔａｒｔ＼エフツースタート

通常

2012/7/12 2012-056593 コンビ株式会社

12,25,28

54

ＴＲＵＥ ＬＥＧＥＮＤＳ

通常:
標準

2012/7/12 2012-056599 ジェフリー エルエルシー

09,16

55

ＳａｖｅＡｓ．．．

優先:
標準

指定商品・役務
【09】コンピュータ，コンピュータ周辺機器，コンピュータ端末装置，コンピュータハードウェ
ア，マイクロプロセッサ，コンピュータ用メモリーボード，コンピュータ用モニター，コンピュー
タ用ディスプレイ，コンピュータ用キーボード，コンピュータ用プリンタ，コンピュータ用ディ
スクドライブ，コンピュータ用の未記録の記録媒体，磁気記録媒体，電子出版用コンピュー
タソフトウェア，電子出版物リーダー用コンピュータソフトウェア，個人情報管理用コン
ピュータソフトウェア，データベース管理用コンピュータソフトウェア，文字認識用コンピュー
タソフトウェア，電子掲示板，データ同期化用コンピュータソフトウェア，アプリケーション開
発用コンピュータソフトウェア，データの転送処理用コンピュータプログラム，コンピュータ
オペレーティングソフトウェア，データ管理用コンピュータソフトウェア，音声認識用コン
ピュータソフトウェア，コンピュータソフトウェア，携帯電話用ソフトウェア，コンピュータ
ファームウェア，コンピュータゲームソフトウェア，記録済みコンピュータプログラム，手持ち
型コンピュータ，タブレット型コンピュータ，携帯情報端末装置，電子手帳，電子書籍リー
ダー，インターネットへの接続の提供又は電話の呼出・ファックス・電子メール及びその他
のデータを送受信するための携帯型電子応用機械器具，データ及びメッセージの無線受
信・保存又は送信のための手持ち式電子応用機械器具並びにユーザーの個人情報の記
録及び管理を可能とする電子応用機械器具，コンピュータ用フォント・タイプフェイス・タイ
プデザイン・記号の電子データを記憶させた記録媒体，コンピュータプログラム及びソフト
ウェアを搭載又は記録するためのＩＣチップ・ディスク及びテープ，ランダムアクセスメモ
リー，電子計算機用メモリー，ソリッドステートドライブ，コンピュータ用データ記憶用装置，
ハードディスクドライブ，コンピュータハードドライブ，マウスパッド，コンピュータ用スピー
カー，未記録のオーディオディスク・ビデオディスク又はＤＶＤ，電子応用機械器具及びそ
の部品，電子応用機械器具及びその部品用のカバー・バッグ及びケース，モデム，コネク
タ ＭＰ３プレーヤー デジタルオーディオプレーヤー デジタルオーディオレコーダー 全
【12】自動車の子供用保護座席，自動車の乳幼児用保護座席，その他の自動車並びにそ
の部品及び附属品，乳母車，折畳み式乳母車，乳母車用レインカバー，乳母車用フットマ
フ，乳母車用クッション，その他の乳母車並びにその部品及び附属品

2012/7/12 2012-056604

※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。

クリックウェア ピーティワイ エル
ティディ

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

【12】自動車，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，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，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，
乳母車
【25】子供用おもちゃのドレスアッププレーセット，被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，
バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【28】子供用おもちゃのドレスアッププレーセットの附属品，おもちゃ・ゲーム用具及び遊
具，遊園地用機械器具，おもちゃ，人形，囲碁用具，将棋用具，歌がるた，さいころ，すご
ろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用
【09】電子計算機用プログラムを記憶させたデジタル多用途ディスク（ＤＶＤｓ），家庭用テレ
ビゲーム機用プログラムを記憶させたデジタル多用途ディスク（ＤＶＤｓ），録画済みのデジ
タル多用途ディスク（ＤＶＤｓ），電子計算機用プログラムを記憶させたコンパクトディスク（Ｃ
ｏｍｐａｃｔｄｉｓｃｓ），家庭用テレビゲーム機用プログラムを記憶させたコンパクトディスク（Ｃｏ
ｍｐａｃｔｄｉｓｃｓ），録画済みのコンパクトディスク（Ｃｏｍｐａｃｔｄｉｓｃｓ），未記録のデジタル多
用途ディスク（ＢｌａｎｋＤＶＤｓ），未記録のコンパクトディスク（Ｂｌａｎｋｃｏｍｐａｃｔｄｉｓｃｓ），印刷
されたデジタル多用途ディスク（ＰｒｉｎｔｅｄＤＶＤｓ），印刷されたコンパクトディスク（Ｐｒｉｎｔｅｄｃ
ｏｍｐａｃｔｄｉｓｃｓ），エッチングされたデジタル多用途ディスク（ＥｔｃｈｅｄＤＶＤｓ），エッチングさ
れたコンパクトディスク（Ｅｔｃｈｅｄｃｏｍｐａｃｔｄｉｓｃｓ），コンピューターソフトウェア（Ｃｏｍｐｕｔｅ
ｒｓｏｆｔｗａｒｅ），コンピューターソフトウェア用のテンプレート
【16】印刷物，紙又はプラスチック製の印刷された粘着ラベル，紙又はプラスチック製の印
刷された非粘着ラベル，ディスケット・フロッピーディスク・ビデオカセット・コンパクトディス
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.08～2012.07.14.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

01,04,07,09,12,35,3 【01】工業用化学品
【04】工業用油，液体燃料，気体燃料
7,38,39

56

§Ｈ∞ＨＩＮＯ

通常

2012/7/12 2012-056625 日野自動車株式会社

01,04,07,09,12,35,3
7,38,39

57

日野自動車株式会社

通常

2012/7/12 2012-056626 日野自動車株式会社

14,35

58

ＣＲＥＷＣＵＴＳ

通常:
標準

2012/7/12 2012-056652

ジェイ クルー インターナショナル
インコーポレイテッド

07,09,11,19,27,29

59

§ｅｇ

通常

2012/7/13 2012-057009

※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。

一般財団法人日本エネルギー経済
研究所

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

【07】動力機械器具（陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。），動力機械器具（「水
車・風車」を除く。）の部品
【09】電子応用機械器具及びその部品，消防車
【12】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，船舶並び
にその部品及び附属品，自動車用シガーライター，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】工業用化学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，
工業用油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，エンジン（陸上の乗
物用のものを除く。）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，陸上の乗物用のエンジ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，自動車並びにそ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，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
【37】自動車の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，鉄道車両の修理又は整備，
荷役機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械器具
の修理又は保守，電動機の修理又は保守
【38】移動体電話による通信，電子計算機端末による通信
【39】車両による輸送 倉庫の提供 駐車場の提供 自動車の貸与 車両運行管理・移動
【01】工業用化学品
【04】工業用油，液体燃料，気体燃料
【07】動力機械器具（陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。），動力機械器具（「水
車・風車」を除く。）の部品
【09】電子応用機械器具及びその部品，消防車
【12】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，船舶並び
にその部品及び附属品，自動車用シガーライター，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】工業用化学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，
工業用油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，エンジン（陸上の乗
物用のものを除く。）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，陸上の乗物用のエンジ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，自動車並びにそ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，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
【37】自動車の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，鉄道車両の修理又は整備，
荷役機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保守，電気通信機械器具
の修理又は保守，電動機の修理又は保守
【38】移動体電話による通信，電子計算機端末による通信
【39】車両による輸送 倉庫の提供 駐車場の提供 自動車の貸与 車両運行管理・移動
【14】貴金属，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，宝飾品，ネックレス，ブレスレット，
イアリング，指輪，装身用ピン，ブローチ，鎖用宝飾品，ネクタイ止め，ネクタイピン，人造
宝飾品，その他の身飾品，キーホルダー，宝石箱，腕時計，時計バンド，目覚まし時計，
その他の時計及び計時用具，記念カップ，記念たて
【35】被服・履物・帽子・サングラス・眼鏡・宝飾品・時計・身の回り品・薬剤・化粧品・香料
類・キャンドル・食器類・文房具類・卓上文房具・皮革製その他のかばん類及び袋物・バッ
グ・台所用品・清掃用具・洗濯用具・ガラス製品・家具・家庭用リネン製品・織物・寝具類の
小売販売・カタログ又はオンラインによる通信販売・その他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，広告業，事業の管理，事務処理の代行
【07】自動販売機
【09】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，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，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具
【11】冷凍機械器具
【19】リノリューム製建築専用材料
【27】自動車用フロアーマット
【29】お茶漬けのり，ふりかけ
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.08～2012.07.14.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

60

Ｒｅｒａ＼ＣＨＩＴＯＳＥ ＯＵＴＬＥＴ
通常
ＭＡＬＬ

61

通常:
標準

2012/7/13 2012-057015 千歳マネージメント有限会社

11,12,17,19
ＰＥＮＪＥＲＥＸ

2012/7/13 2012-057078 日東電工株式会社
12,35,39

62

移動スーパーの普及促進＼移
通常
動スーパー協会

2012/7/13 2012-057096 株式会社シブヤコーポレーション

※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】ショッピングモール事業の運営，不動産開発事業の管理，ショッピングセンター・ショッ
ピングモールの事業の運営・管理，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，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，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
【11】冷凍機械器具，冷凍用又は冷蔵用のショーケース
【12】自動車並びにその部品及び付属部品，風防ガラス，自動車用窓ガラス
【17】プラスチック基礎製品，窓ガラスに貼着する遮熱・断熱プラスチックフィルムシート，冷
凍用又は冷蔵用のショーケース用の遮熱・断熱プラスチックフィルムシート，自動車の窓ガ
ラスに貼着する遮熱・断熱プラスチックフィルムシート，プラスチックシート
【19】建築用遮熱・耐熱プラスチックフィルムシート，プラスチック製建築専用材料，建築用
【12】自動車並びにその部品及び附属品，車椅子，陸上の乗物用の機械要素，人力車，そ
り，手押し車，荷車馬車，リヤカー，乗物用盗難警報器，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，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品
【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，広告用具の貸与，自動販売機の貸与，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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.08～2012.07.14.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
09,38,41,42

63

ＣＬＥＡＲ ＣＨＡＮＮＥＬ ＭＥＤＩ
Ａ ＋ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ

優先

2012/7/13 2012-057100

クリアー チャンネル アイデンティ
ティ，インコーポレイテッド

64

ＴＯＵＲＮＥＯ ＣＯＵＲＩＥＲ

通常:
標準

2012/7/13 2012-057129 フォード モーター カンパニー

12
09,41

65

§ＳＡＬＴＭＯＤＥＲＡＴＥ∞ＹＴＲ
通常
Ｔ∞Ｔ

2012/7/13 2012-057238

株式会社ソニー・ミュージックエンタテ
インメント

12
66

ＤＯＯＲ ＰＵＮＣＨ ＧＵＡＲＤ＼
通常
ドアパンチガード

2012/7/9

※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。

2012-058842 株式会社オーシャンルート

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

指定商品・役務
【09】ダウンロード可能な音楽用コンピュータソフトウェア，ダウンロード可能な移動体通信
サービス用コンピュータソフトウェア，ダウンロード可能な携帯電話機又は携帯情報端末
機用のプログラム，ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラム，
インターネット及びワールドワイドウェブを通じて音声・データ・映像・コンテンツを送受信す
るためのコンピュータソフトウェア，ダウンロード可能な音楽を内容とするポッドキャスト，ダ
ウンロード可能な音楽・映像・電子出版物
【38】インターネット及びワールドワイドウェブを通じた放送，ラジオ放送，グローバル通信
ネットワークを通じて提供されるデジタル音声放送及びポッドキャスト，電気通信（放送を
除く。），グローバル通信ネットワークを通じた音声・データ・映像・コンテンツの電気通信，
放送
【41】娯楽サービス，音楽及びラジオの分野における音楽演奏・音楽ビデオ・ビデオクリップ
映像・写真・その他のマルチメディアコンテンツ（ダウンロードを伴わないもの。）を内容とす
るウェブサイトの提供，グローバル通信ネットワークを通じたオンラインによるダウンロード
できない音楽の提供，グローバル通信ネットワークを通じたオンラインによる音楽及びラジ
オに関する解説・注釈及び記事情報の提供，グローバル通信ネットワークを介した需要者
の好みに応じた音楽の再生の提供，グローバル通信ネットワークを介した需要者の好み
に応じたダウンロードできない音楽の提供，音楽及びラジオの分野におけるインターネット
ポータルサイト及びポッドキャストの提供，ライブショーの企画又は運営，ライブショーの演
出，ライブ中継及びコンサート中継に係る放送番組の制作及びそれに関する情報の提
供，ライブコンサートの企画又は運営，ライブコンサートの演出，フェスティバルの企画又
は運営，フェスティバルの演出，音楽の演奏の興行の企画又は運営，ラジオ番組の制作・
配給，他人のためにするラジオの放送番組の制作，コンピュータネットワークを介した音楽
の演奏の提供，コンピュータネットワークによる映画の上映・配給，コンピュータネットワー
クによる電子出版物の提供 音楽のプロデュース（企画・制作）
【12】自動車並びにその部品及び附属品（タイヤを除く。）
【09】スマートフォン用アプリケーションプログラム，ソーシャルネットワーキングウェブサイト
用アプリケーションプログラム，ソーシャルネットワーキングウェブサイト用電子計算機プロ
グラム，通信ネットワークを通じてダウンロードする電子計算機用プログラム，電子計算機
用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ＩＣカード・光ディスク・光
磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ（デジタルバーサタイルディスク）等の記録媒体，その他
の電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具，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－ＲＯＭ，通信ネットワークを通じてダウン
ロードする音声データ・着信用音源並びに音楽用プログラム，通信ネットワークを通じてダ
ウンロードする音楽，その他の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，音声データ・着信用音源並びに音楽を録音済みの電子回路・磁気ディス
ク・磁気テープ・ＩＣカード・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ（デジタルバーサ
タイルディスク）等の記録媒体，その他のレコード，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，通信ネットワークを通じてダウンロードする映像，その他のインター
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，録画済みの電子回路・
磁気ディスク・磁気テープ・ＩＣカード・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ（デジ
タルバーサタイルディスク）等の記録媒体，その他の録画済みビデオディスク及びビデオ
テープ，通信ネットワークを通じてダウンロードする映像，その他の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，録画済みの電子回路・磁気ディスク・
磁気テープ・ＩＣカード・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ（デジタルバーサタイ
ルディスク）等の記録媒体，その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ，通信ネッ
トワークを通じてダウンロードする家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム，家庭用テレ
ビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ＩＣカー
ド・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ（デジタルバーサタイルディスク）等の記
【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，自動車外装損傷防止用品，二輪自動車外装損傷防止用品，自転車外装損傷防
止用品

20／26

今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.08～2012.07.14.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
35,36,44

67

ｉＤｏｃｔｏｒ

通常

2012/7/10 2012-059309 三上 兼吾

07,08,12
68

§ＪＴＣ＼ＡＵＴＯ ＴＯＯＬＳ

69

§ＳＩＮＣＥ１９７４∞かに物語＼
ＣＲＡＢ ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ＼ＤＥＥ
通常
Ｐ ＳＥＡ ＲＥＤ ＣＲＡＢ ＫＥＳ
ＥＮＮＵＭＡ⇔ＡＦＲＩＣＡ

70

71

72

73

ｅＣＯＭ－８＼イーコムエイト

§ｓｏｚａｉｓｙａ

通常

通常

通常

ＴＩＴＡＸ＼タイタックス

通常

ＢＬＵＥＡＩＲ ＳＥＮＳＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/10 2012-059733 有限会社 ラグナ

指定商品・役務
【35】医業の経営に関する情報の提供，経営の診断又は経営に関する助言，医師・看護
師・介護士その他医療関係職業の斡旋，医師・看護師・介護士その他医療関係職業の求
人情報の提供，広告業，広告に供する電子媒体・情報システムの提供，医療関係者への
サービス提供の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【36】建物の管理，建物の売買の代理又は媒介，土地の貸借の代理又は媒介，土地の売
買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，税務相談，税務代理，慈善のための
募金
【44】医業，医業に関する情報の提供，調剤，介護，栄養の指導，医療用機械器具の貸
与
健康診断
【07】金属加工機械器具，切削工具，手持工具（手動式のものを除く），修繕用機械器具
（手動工具にあたるものを除く），切削工具の部品
【08】手動工具，クランプ，手動工具並びにその部品及び附属品
【12】自動車部品及び付属品（ドライブシャフトブーツ）

35

【35】食品・料理・飲料に関するメールオーダー及びインターネットカタログサービスの提
供，食品・料理・飲料の小売サービス，食品・料理・飲料その他の商品の販売に関する情
報の提供

12

【12】貨物自動車，救急車，競争自動車，乗用車，雪上車，宣伝カー，トラクター，トロリー
バス，バス，霊きゅう車

35

【35】インターネットを通じて砂糖及び小麦粉・氷砂糖・食用油脂・塩・穀物の加工品・大豆
粉や大豆抽出物を含有する穀物の加工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及びその他の店舗や広告媒体を通じて砂糖及び小麦粉・氷砂糖・食
用油脂・塩・穀物の加工品・大豆粉や大豆抽出物を含有する穀物の加工品の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供。

12

【12】自動車並びにそれらの部品及び付属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品
及び付属品

11

【11】Air purifying apparatus and machines.
【11】空気清浄装置

2012/7/10 2012-059747 株式会社カネダイ

2012/7/12 2012-060637

株式会社シンクトゥギャザー
堀尾 正靭

2012/7/13 2012-061178 株式会社保田商店

2012/7/12 2012-061230 西 奈緒子

2012/7/11 2012-356811 Ｂｌｕｅａｉｒ ＡＢ

※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/

21／26

今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.

74

75

商標（見本）

商標

ＺＯＤＩＡＣ ＭＩＬＰＲＯ

ＬＯＳＴ ＬＥＧＡＣＩＥＳ

種別
マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【12】Military vessels (ships and boats); professional vessels (ships and boats) for public
administrations.
【12】軍用艦艇（船舶及びボート），公共機関のための専門的船舶（船舶及びボート）

09,28,41

【09】Computer programs [downloadable software]; computer programs for video games;
computer games programs [software]; video game computer programs; computer games
programs downloaded via the internet [software]; computer programmes [programs],
recorded; computer game programs; computer software programs; programs for
computers; machine readable computer programs for use in the reproduction of music;
computer operating programs, recorded; storage apparatus for computer programs;
monitors [computer programs]; recorded computer game programs; computer programs
[downloadable software]; video games software; video game cartridges; video game
programs; downloadable video game programs.
【28】Hand held video games; hand held units for playing video games; LCD game
machines; electronic games.
【41】Video game entertainment services; entertainment information services;
entertainment services; gaming services for entertainment purposes; entertainment
【06】Steel alloys; steel sheets; steel pipes; elbows of metal for pipes; junctions of metal
for pipes; pipe work of metal; gutter pipes of metal; branching pipes of metal; ducts of
metal for ventilating and air conditioning installations; manifolds of metal for pipelines.
【06】鋼の合金，鋼製シート，鋼管，管用金属製エルボー，管用金属製接続具，金属製の
管，金属製とい，金属製分岐管，換気装置用及び空気調和装置用金属製ダクト，パイプラ
イン用金属製パイプ

2012/7/13 2012-357389 ＺＯＤＩＡＣ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ

2012/7/12 2012-357445

ｓＭｅｅｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｇｍｂ
Ｈ

06
76

77

78

79

80

§Ｔｉａｎｙａｎｇ

ＩｍＥｎＧＩｎＥ

ＳＲＷ

Ｐ∞ＲＥＡＣＨ

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常

指定商品・役務

12

2012/7/10 2012-357469

2012/7/10 2012-357510

2012/7/10 2012-357511

Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｔｉａｎｙａｎｇ Ｓｔｅｅｌ Ｔｕｂ
ｅ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

09

【09】Chargers for electric batteries; batteries, electric; stable electrical sources; low
voltage power supplies; current rectifiers; material for electricity mains (wires, cables);
data processing apparatus; boosters; flashing lights (luminous signals); connections,
electric.
【09】電池用充電器，蓄電池，安定電源，低電圧電源，整流器，送電線用材料，データ処
理装置，昇圧器，閃光式信号装置，電気接続具

12

【12】Hub caps; automobile wheels; wheel hubs for motorcycles; electric vehicles; tires for
vehicle wheels; repair outfits for inner tubes; hubs for vehicle wheels; balance weights for
vehicle wheels; vehicle wheel spokes; vehicle wheel rims.
【12】ハブキャップ，自動車用車輪，オートバイ用ハブ，電動式乗物，航空機・自動車・二輪
自動車・自転車用タイヤ，チューブ修理用具，航空機・自動車・二輪自動車・自転車の車
輪用ハブ，乗物用車輪のバランスおもり，自動車・二輪自動車・自転車用スポーク，航空
機・自動車・二輪自動車・自転車用リム

09

【09】Computer peripheral devices; computer peripheral devices; computer software
(recorded); notebook computers; radios; camcorders; DVD players.
【09】コンピュータ周辺機器，コンピュータ周辺機器，コンピュータ用プログラムを記憶させ
た記録媒体，ノートブック型コンピュータ，ラジオ送受信機，ビデオカメラ，ＤＶＤプレーヤー

09

【09】Circuit boards; electronic circuit board; integrated circuit modules; integrated
circuits.
【09】回路基板，電子回路基盤，集積回路モジュール，集積回路

Ｄｏｎｇｇｕａｎ Ｔｉｄａ Ｌｉｇｈｔｉｎｇ Ｔｅｃｈ
ｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

ＸＩＡＭＥＮ ＳＵＮＲＩＳＥ ＷＨＥＥＬ Ｇ
ＲＯＵＰ ＣＯ．， ＬＴＤ．

2012/7/10 2012-357548 ＳＺ ＲＥＡＣＨ ＴＥＣＨ ＣＯ．， ＬＴＤ

2012/7/9

※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。

2012-357727 Ｃｉｒｒｕｓ Ｌｏｇｉｃ， Ｉｎｃ．

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）2012.07.08～2012.07.14.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
09,36

81

ＡＬＰＨＡＧＥＮ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/12 2012-357786

Ｈｅｎｄｅｒｓｏｎ Ｇｌｏｂａｌ Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ
（Ｂｒａｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ） Ｓａｒｌ

07,09,20

82

ＣＡＥＲＯＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/9

2012-357834 Ｔｅｌａｉｒ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＧｍｂＨ

09
83

84

85

ＹＡＲＣＤＡＴＡ

ＴｉＤＡ

ＩＭＰＩＫＡ

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常:
標準

指定商品・役務
【09】Downloadable electronic publications and information provided online from databases
or the internet; electronic publications in any media; all the aforesaid relating to financial
affairs, monetary affairs and real estate affairs.
【36】Financial affairs; monetary affairs; financial and investment management; hedge fund
investment services; mutual funds; unit trusts, equities, bonds, gilts and Open Ended
Investment Companies provided to clients; financial information services provided by
access to a computer database; portfolio management services; aggregated financial
investment product services; investment property asset management and consultancy,
property funds development and management of property funds; fund management; real
estate affairs; advice and consulting services relating to all the aforesaid services.
【09】データベース又はインターネットからオンラインで提供されたダウンロード可能な電子
出版物及び情報物，あらゆるメディアにおける電子出版物，前述の全ての商品は財政業
務・金融業務及び土地・建物に関する業務に関するものである
【36】財政業務，金融業務，財務管理及び投資の管理，ヘッジファンド（世界の金持ちや機
関投資家から集めた資金を金融派生商品等を活用した様々な手法で運用するファンド）
【07】Machines and machine tools, in particular loading and unloading installations,
preferably cranes and belts for conveyors; motors and engines (except for land vehicles);
machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated; incubators for eggs; automatic vending machines.
【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; compact disc
(CDs), DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines, data processing hardware, computers, in particular
transponders and chips (integrated circuits); computer software.
【20】Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood,
【09】Computer hardware.
【09】コンピュータハードウエア

2012/7/13 2012-357835 Ｃｒａｙ Ｉｎｃ．

2012/7/10 2012-357888

09

【09】Chargers for electric batteries; batteries, electric; stable electrical sources; low
voltage power supplies; current rectifiers; material for electricity mains (wires, cables);
data processing apparatus; boosters; flashing lights (luminous signals); connections,
electric.
【09】電池用充電器，蓄電池，安定した電源，低圧電源，整流器，送電線用材料，データ処
理装置，昇圧器，閃光式信号装置，電気接続具

02,07,09,37,42

【02】Printing inks for industrial printing machines and apparatus and for industrial
printers; pigments, colorants and varnishes for printing.
【07】Industrial printing machines and apparatus and parts thereof; industrial printing
presses and parts thereof; printing motors; print heads; industrial printing apparatus and
pumps for machines; printing matrices, cylinders, rollers and tympans.
【09】Industrial printers; industrial inkjet printers; electronic printing heads; computer
software and programs for industrial printing machines and apparatus and for industrial
printers; electric circuits; magnetic cards; chip cards; magnetic, optical and digital
recording media; servers for industrial printing machines and apparatus and for industrial
printers; electronic control systems for industrial printing machines and apparatus and for
industrial printers.
【37】Installation, maintenance, repair and upkeep for industrial printing machines and

Ｄｏｎｇｇｕａｎ Ｔｉｄａ Ｌｉｇｈｔｉｎｇ Ｔｅｃｈ
ｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

2012/7/12 2012-357910 ＩＭＰＩＫＡ

※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。
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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
09,38,42

86

ＮＥＴＢＩＴＥＲ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/13 2012-357911 ＨＭＳ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ ＡＢ

11
87

88

89

ＤＡＹＳＵＮ

マド
プロ:
通常

Ｆｉｖｅ Ｉｎ Ｔｗｏ

マド
プロ:
通常:
標準

§ＬＥＤ

マド
プロ:
通常

2012/7/10 2012-357948

ＤＡＹＳＵＮ ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＣＯＲ
Ｐ．

12

【12】Windshield wiper blades for automobiles; windshield wipers for automobiles;
windshield wipers for front-glass of automobiles.
【12】自動車用の風防ガラス用ワイパーブレード，自動車用の風防ガラス用ワイパー，自
動車のフロントガラス用の風防ガラス用ワイパー

09,11

【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; compact discs,
DVDs and other digital media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment, computers; software; fire-extinguishing
apparatus.
【11】Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes.
【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，コンパクトディスク，ＤＶＤ及び他のデジタル媒体，硬貨作動式機械用
の始動装置，金銭登録機，計算機，データ処理装置，コンピュータ，ソフトウエア，消火器
【09】Software for management, availability, reliability and optimization of electric power in
industrial, tertiary and residential buildings, in infrastructures and data centres, in
industrial machines and processes; software for improving energy efficiency and energy
sustainability in industrial, tertiary and residential buildings, in infrastructures and data
centres, in industrial machines and processes; software for process management,
security management, access control, video surveillance in industrial, tertiary and
residential buildings, in infrastructures and data centres, in industrial machines and
processes; control, measurement, monitoring and supervision systems for management,
availability, reliability and optimization of electric power in industrial, tertiary and
residential buildings, in infrastructures and data centres, in industrial machines and
processes; control, measurement, monitoring and supervision systems for improving
【12】Windshield wiper blades for automobiles; windshield wipers for automobiles;
windshield wipers for front-glass of automobiles.
【12】自動車用の風防ガラス用ワイパーブレード，自動車用の風防ガラス用ワイパー，自
動車のフロントガラス用の風防ガラス用ワイパー

2012/7/13 2012-358081 ＡＤＭ２１ ＣＯ．， ＬＴＤ．

2012/7/9

2012-358235

Ｋｏｎｉｎｋｌｉｊｋｅ Ｐｈｉｌｉｐｓ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ
Ｎ．Ｖ．

09,37,42

90

§Ｓ ｔｒｕｘｕｒｅＷａｒｅ

マド
プロ:
通常

2012/7/11 2012-358410

ＳＣＨＮＥＩＤＥＲ ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＩＮＤＵ
ＳＴＲＩＥＳ ＳＡＳ

12
91

ｅｉｇｈｔ ｉｎ ｔｗｏ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/13 2012-358412 ＡＤＭ２１ ＣＯ．， ＬＴＤ．

※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
【09】Data processing equipment and computers; computer software and hardware;
software for protocol conversion, alarm management, data logging, remote monitoring and
remote control; remote monitoring units; remote monitoring apparatus; apparatus and
instruments for monitoring, remotely controlling, controlling and measuring industrial
processes; communication electronics for computers; communications systems, included
in this class; apparatus for transmission of communication; portable communications
apparatus for land vehicles; terminals and networks for communications and mobile
communications; antennas for wireless communication apparatus; computer software,
apparatus, instruments and installations for data storage, display of data, data
presentation and data processing, database management and administration, creation and
authorisation of access to databases, application and database integration, network
communications, computer communications, electronic communications, wireless
【11】Light bulbs; electric lamps; electric discharge tubes for lighting; sockets for electric
lights; lighting apparatus and installations; projector lamps; safety lamps; torches for
lighting; diving lights; lights for vehicles; bicycle lights; lamps for directional signals of
automobiles; luminous tubes for lighting.
【11】白熱電球，電球，照明用放電管，電灯用ソケット，照明用器具及び装置，映写機用ラ
ンプ，安全灯，照明用トーチ，ダイビング用ライト，乗物用ライト，自転車用ライト，自動車
用の方向指示器用ランプ，照明用発光管

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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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

92

ＨＥＭＩ‐ＳＹＮＣ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/12 2012-358673 Ｉｎｔｅｒｓｔａｔｅ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ， Ｉｎｃ．

11,20

93

Ｒｅｂｏｎ

マド
プロ:
通常

2012/7/12 2012-358726

ＨａｎｇＺｈｏｕ Ｒｅｂｏｎ Ｃａｂｉｎｅｔｓ Ｃ
ｏ．， Ｌｔｄ．

09,42

94

ＣＡＲＢＯＮＩＴＥ

マド
プロ:
通常

ＧＥＯＣＯＤＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/13 2012-358745 Ｃａｒｂｏｎｉｔｅ， Ｉｎｃ．

09
95

2012/7/13 2012-358746 ＧＥＯＣＯＤＥ， ＩＮＣ．

09,36

96

ＣＤＳＣｌｅａｒ

マド
プロ:
通常:
標準

ＢＯＮＡＩＴＩ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/11 2012-358795

ＢＡＮＱＵＥ ＣＥＮＴＲＡＬＥ ＤＥ ＣＯ
ＭＰＥＮＳＡＴＩＯＮ Ｓ．Ａ．

06
97

2012/7/12 2012-358804

※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。

ＢＯＮＡＩＴＩ ＳＥＲＲＡＴＵＲＥ Ｓ．Ｐ．
Ａ．
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指定商品・役務
【09】Digital media, namely, downloadable audio files featuring music and content for
mental conditioning and relaxation techniques; prerecorded compact discs featuring
instructions and materials for mental conditioning and relaxation techniques; computer
programs for use in mental conditioning and relaxation techniques.
【09】デジタル式媒体、すなわち精神の調整用及び緩和用技術用の音楽及びコンテンツを
特徴とするダウンロード可能なオーディオファイル，精神の調整用及び緩和用技術用の指
導及び材料を特徴とする記録済みのコンパクトディスク，精神の調整用及び緩和用技術
用のコンピュータプログラム
【11】Lamps; gas lighters; regulating and safety accessories for gas apparatus;
refrigerators; water heaters; bakers' ovens; gas burners; hot plates; microwave ovens
(cooking apparatus); extractor hoods for kitchens; hydrants; sinks; multifunctional heaters
for use in bathroom; sterilized cupboard; radiators, electric; lighters.
【20】Cupboards; benches (furniture); sideboards; furniture; cabinets; beds; sofas; plate
racks; tea tables; furniture fittings, not of metal.
【11】ランプ，ガス点火器，ガス機器の調節用又は安全用の付属装置，冷蔵庫，湯沸かし
器，製パン用オーブン，ガスバーナー，ホットプレート，家庭用電子レンジ，業務用電子レ
ンジ，厨房用レンジフード，給水栓，流し台，浴室用の多機能性ヒーター，殺菌用食器棚，
電気式放熱器，点火器
【20】食器戸棚，長いす（家具），サイドボード，家具，戸棚，ベッド，ソファー，食器用戸棚，
【09】Downloadable computer software for online backup of computer content.
【42】Software as a service (SAAS) services featuring software for backing up and
archiving electronic data; remote computer backup services; remote online backup of
electronic computer data; back-up services for computer hard drive data.
【09】コンピュータコンテンツのオンラインバックアップ用のダウンロード可能なコンピュータ
ソフトウエア
【42】電子データのバックアップ用及び保存用のソフトウエアを特徴とするＳＡＡＳ（ユー
ザーが必要とするものだけをサービスとして配布し利用できるようにしたソフトウエア）に関
する役務の提供，遠隔コンピュータによるバックアップ，電子コンピュータデータの遠隔オ
ンラインバックアップ，コンピュータハードドライブデータのためのバックアップ
【09】Computer software for computing and identifying an exact location and time by
creating a numeric geospatial coordinate measurement representation used in the field of
geospatial analysis.
【09】地理空間分析の分野において使用された数字の地理空間の座標測定用表現の作
成による正確な位置及び時間のコンピューティング用及び識別用のコンピュータソフトウエ
ア

【09】Computers; computer hardware; computer software; electronic and
electromechanical apparatus, all for use with computers; computer networks; modems;
data recorded magnetically, electronically, or optically; instructional material relating to
computers and to data, all recorded magnetically, optically or electronically; magnetic,
optical and electronic data recording materials; parts and fittings for all the aforesaid
goods.
【36】Financial clearing and settlement services; financial services, namely, financial trade
registration and financial matching services, order capture, order matching, central
counterparty services, clearing services, trade reconciliation, exchanging of money,
depository services, fund transfers and trading of financial products; counterparty risk
management; clearing house services; information and advisory services relating to the
aforesaid services.
【09】コンピュータ，コンピュータハードウエア，コンピュータソフトウエア，電子式及び電気
【06】Locks, parts and component thereof included in this class.
【06】錠，その部品及び構成部品（本類に属するもの）
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

98

マド
プロ:
通常

99

マド
プロ:
通常:
標準

100

ＡＲＧＵＳ

§全友

マド
プロ:
通常

101

102

マド
プロ:
通常

ＲＵＫ＼ＢＵＧ

マド
プロ:
通常

103

マド
プロ:
通常

104

マド
プロ:
通常:
標準

ＷＯＲＫＷＡＲＥ

出願日

2012/7/9

出願番号

出願人／権利者

区分

【12】Pushchairs and buggies, trolleys, paediatric chairs, medical wheelchairs, child car
seats.
【12】折畳み式乳母車及びバギー，手押し車，小児科用椅子，医療用車椅子，子供用の自
動車シート

09

【09】Detection, inspection and measurement stations for railway vehicles (as far as
included in class 9); equipment for recording, storing, analysing and transmitting data in
the field of railway technology.
【09】鉄道車両用の検出用・点検用及び測定用ステーション（第９類に属するものに限
る。），鉄道技術の分野でのデータの記録用・保存用・分析用及び送信用装置

11

【11】Lamps; car lights; water heaters; cooling appliances and installations; extractor
hoods for kitchens; heating apparatus; faucets; bath fittings; water purification
installations; electric heaters.
【11】ランプ，自動車のライト，湯沸かし器，冷却用の器具及び設備，厨房用レンジフード，
暖房装置，栓，浴槽類，上水用浄水設備，電気暖房装置

06

【06】Washers of metal; rings of metal; buckles of common metal (hardware); nuts of
metal; stops of metal; pegs of metal; plugs of metal; screws of metal; shims; nails; key
pins.
【06】金属製ワッシャー，金属製リング，金属製留め具，金属製ナット，金属製止金具，金
属製止めくぎ，金属製栓，金属製ねじ，くさび，くぎ，鍵の心棒

12

【12】Pushchairs and buggies, paediatric and medical wheelchairs.
【12】折畳み式乳母車及びバギー，小児科用及び医療用車椅子

09

【09】Computers and computer peripherals featuring near field communication (NFC)
connectivity; computer software for providing near field communication (NFC)
connectivity.
【09】近距離通信（ＮＦＣ）接続を特徴とするコンピュータ及びコンピュータ周辺装置，近距離
通信（ＮＦＣ）接続を提供するコンピュータソフトウエア

09,20

【09】Power and data access ports for use with electrical control panels for connecting
multiple data, electrical, and computer devices; metal and non-metal mounts and
brackets for display monitors; and mobile computer stands.
【20】Office furniture.
【09】複数のデータ装置・電気式装置及びコンピュータ装置の接続用の電気制御盤に使用
する電力用及びデータアクセス用のポート，ディスプレイモニター用の固定具及びブラケッ
ト（金属製のもの及び非金属製のもの），モバイルコンピュータ用スタンド
【20】事務用家具

2012-358835 Ｒｕｋ－ｂｕｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012/7/11 2012-358840

Ｈｅｇｅｎｓｃｈｅｉｄｔ－ＭＦＤ ＧｍｂＨ ＆
Ｃｏ． ＫＧ

2012/7/10 2012-358893 ＱｕａｎＵ Ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ ＣＯ．， Ｌｔｄ．

2012/7/13 2012-358973

2012/7/9

2012/7/9

2012/7/9

※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

Ｊｉａｓｈａｎ Ｙｏｎｇｘｉｎ Ｆａｓｔｅｎｅｒｓ Ｃ
ｏ．， Ｌｔｄ．

2012-359081 Ｒｕｋ－ｂｕｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012-359189 Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

2012-359204 Ｈａｗｏｒｔｈ， Ｉｎｃ．
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No.

105

106

商標（見本）

商標

ＩＱＢＯＬＴ

ＬＵＮＡＲ

種別
マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

2012/7/12 2012-359211

2012/7/9

出願人／権利者

区分

【06】Metal fasteners, namely, bolts, rivets of metal, screws of metal, threaded fasteners
made of common metal, thread-forming fasteners made of common metal and metal nuts.
【06】金属製締め具、すなわち差し錠，金属製リベット，金属製ねじ，金属製のねじ式締め
具，金属製のねじ山形成用締め具及び金属製ナット

09,16,18,35,40

【09】Photographic, cinematographic and optical apparatus and instruments; cameras;
apparatus and instruments for recording, transmitting, reproducing sound or images;
apparatus and instruments for recording, transmitting and reproducing sound or images
for mobile cameras; cameras [photography]; photographic lenses, electronic photographic
flashes, photographic lenses for cameras; camera lenses, optical lenses; software,
computer programs; image management and editing software; software for mobile
devices; video cameras; darkroom lamps (photography); darkrooms (photography); shutter
releases (photography); optical data media; photography screens; video screens; spools
(photography); glazing apparatus for photographic prints; drying apparatus for
photographic prints; cases especially made for photographic apparatus and instruments;
filters [photography]; filters for ultraviolet rays for photography; flash bulbs
(photography); optical lamps; electronic photographic apparatus; speed measuring
【09】Electrified rails for mounting spot lights; flat panel televisions and wall-mount
brackets (inseparable); LCD televisions and wall-mount brackets (inseparable); flat panel
displays and wall-mount brackets (inseparable); flat panel televisions and hanging
brackets (inseparable); LCD televisions and hanging brackets (inseparable); flat panel
displays and hanging brackets (inseparable); flat panel televisions and brackets
(inseparable); LCD televisions and brackets (inseparable); flat panel displays and brackets
(inseparable).
【09】据えつけスポットライト用電気式レール，フラットパネルテレビジョン及び壁固定用ブラ
ケット（分離できないもの），液晶ディスプレイテレビジョン及び壁固定用ブラケット（分離で
きないもの），フラットパネルディスプレイテレビジョン及び壁固定用ブラケット（分離できな
いもの），フラットパネルテレビジョン及び吊り下げ用ブラケット（分離できないもの），液晶
ディスプレイテレビジョン及び吊り下げ用ブラケット（分離できないもの），フラットパネルディ
スプレイテレビジョン及び吊り下げ用ブラケット（分離できないもの），フラットパネルテレビ
ジョン及びブラケット（分離できないもの），液晶ディスプレイテレビジョン及びブラケット（分

Ｉｎｆａｓｔｅｃｈ Ｉｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅ
ｓ Ｐｔｅ． Ｌｔｄ．

2012-359400 ＨＡＳＳＥＬＢＬＡＤ Ｓaｒｌ

09

107

§ＮＢ＼ＮＯＲＴＨ ＢＡＹＯＵ

マド
プロ:
通常

2012/7/10 2012-359468

※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

ＫＵＮＳＨＡＮ ＨＯＮＧＪＩＥ ＥＬＥＣＴＲ
ＯＮＩＣＳ ＣＯ．， ＬＴＤ．
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