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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.15～2012.07.21.xls
No.

商標（見本）

1

2

商標

ＥＣＯＳｍＯ

ＦＲＥＱＲＯＬ

種別

通常

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【12】自転車並びにそれらの部品及び附属品，自転車のベアリング，自転車用変速機，自
転車用のサスペンション，自転車のブレーキ，自転車用タイヤ又はチューブの修繕用ゴム
はり付け片，三輪車，電動三輪車

07,09,11,12

【07】金属加工機械器具，荷役機械器具，風水力機械器具，プラスチック加工機械器具，ミ
シン，家庭用食器洗浄機，家庭用電気掃除機，起動器，交流発電機，直流発電機，交流
電動機及び直流電動機（陸上の乗物用の電動機（その部品を除く。）を除く。）
【09】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
【11】電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，熱交換器，暖冷房装置，冷凍機械器
具，加熱器，浴槽類
【12】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。），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，陸上の乗物用の動力機械（その部品を
【07】金属加工機械器具，荷役機械器具，風水力機械器具，プラスチック加工機械器具，ミ
シン，家庭用食器洗浄機，家庭用電気掃除機，起動器，交流発電機，直流発電機，交流
電動機及び直流電動機（陸上の乗物用の電動機（その部品を除く。）を除く。）
【09】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
【11】電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，熱交換器，暖冷房装置，冷凍機械器
具，加熱器，浴槽類
【12】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。），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，陸上の乗物用の動力機械（その部品を
【12】船舶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，電動四輪車並びにその部品及び附属品，車
いす，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。）

2012/7/17 2012-057285 加藤直樹

2012/7/17 2012-057294 三菱電機株式会社

07,09,11,12

3

フレックロール

通常:
標準

2012/7/17 2012-057295 三菱電機株式会社

12
4

5

6

ＣＯＲＮＥＴ＼コルネット

ＳＰＡＣＩＡ＼スペーシア

ＳＰＩＲＩＯ＼スピリオ

通常

通常

通常

指定商品・役務

12

2012/7/17 2012-057310 スズキ株式会社

12

【12】自動車並びにその部品及び附属品

12

【12】船舶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，電動四輪車並びにその部品及び附属品，車
いす，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。）

2012/7/17 2012-057311 トヨタ自動車株式会社

2012/7/17 2012-057312 スズキ株式会社

※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。
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No.

商標（見本）

7

8

商標

ＳＯＷＥＬ＼ソエル

Ｃオク

種別

通常

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【12】船舶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，電動四輪車並びにその部品及び附属品，車
いす，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。）

35,36

【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，インターネットによ
る自動車及び中古自動車の販売に関する情報の提供，フランチャイズシステムに基づく
中古自動車買い取り加盟店の経営の診断及び指導，中古自動車の買い取りに関する情
報の提供，中古自動車の買い取り価格の市場調査，職業のあっせん，競売の運営，自動
車の売買オークションの運営及び代行，求人情報の提供，自動車及び中古自動車（これ
らの部品を含む）の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【36】預金の受入れ（債券の発行により代える場合を含む。）及び定期積金の受入れ，資
金の貸付け及び手形の割引，内国為替取引，債務の保証及び手形の引受け，有価証券
の貸付け，金銭債権の取得及び譲渡，有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり，両
替，金融先物取引の受託，金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又
は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け，債券の募集の受託，外国為替取引，信
用状に関する業務，信用購入あっせん，自動車の購入のための資金の貸付け，自動車の
購入及びリースのための資金の貸付け，前払式証票の発行，有価証券の売買，有価証
券指数等先物取引，有価証券オプション取引，外国市場証券先物取引，有価証券の売
買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒
介・取次ぎ又は代理，有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物
取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理，外国有価証券市場に
おける有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代
理，有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若
しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理，
有価証券等清算取次ぎ，有価証券の引受け，有価証券の売出し，有価証券の募集又は
売出しの取扱い 株式市況に関する情報の提供 商品市場における先物取引の受託 骨
【12】自転車並びにその部品及び附属品，自転車用フレーム，折り畳み式自転車，自転車
用フロントフォーク，自転車用シートポスト，自転車用ステム，緩衝器及びばね，自転車用
のショックアブソーバー，自転車用リム，自転車用サドル，自転車用の座席，自転車用車
輪，自転車用ハブ，クランク（自転車用），空気ポンプ，泥よけ，自転車用荷物台，電動式
スクーター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，電動機
付き自転車，ハブ，自動二輪車並びにその部品及び附属品，オートバイ用ブレーキ，自動
二輪車用ホイール及びハブ，自動二輪車用ショックアブソーバー，自転車用ブレーキレ
バー，オートバイ用ブレーキレバー
【12】自転車並びにその部品及び附属品，自転車用フレーム，折り畳み式自転車，自転車
用フロントフォーク，自転車用シートポスト，自転車用ステム，緩衝器及びばね，自転車用
のショックアブソーバー，自転車用リム，自転車用サドル，自転車用の座席，自転車用車
輪，自転車用ハブ，クランク（自転車用），空気ポンプ，泥よけ，自転車用荷物台，電動式
スクーター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，電動機
付き自転車，ハブ，自動二輪車並びにその部品及び附属品，オートバイ用ブレーキ，自動
二輪車用ホイール及びハブ，自動二輪車用ショックアブソーバー，自転車用ブレーキレ
バー，オートバイ用ブレーキレバー
【01】火力発電所定置式排気ガス浄化用触媒，工場定置式排気ガス浄化用触媒，船舶定
置式排気ガス浄化用触媒，その他の定置式排気ガス浄化用触媒，トラック用排気ガス浄
化用触媒，乗用車用排気ガス浄化用触媒，産業用重機用排気ガス浄化用触媒，その他
の車載用排気ガス浄化用触媒，その他の排気ガス浄化用触媒
【07】放射性物質除去用フィルタ，触媒による火力発電所定置式機関用排気ガス処理装
置，触媒による工場定置式機関用排気ガス処理装置，触媒による船舶定置式機関用排
気ガス処理装置，その他の触媒による定置式機関用排気ガス処理装置，触媒によるト
ラック用機関用排気ガス処理装置，触媒による乗用車用機関用排気ガス処理装置，触媒
による産業用重機用機関用排気ガス処理装置，その他の触媒による車載用機関用排気
ガス処理装置，その他の触媒による機関用排気ガス処理装置
【11】排水処理装置用フィルタ，浄水装置用フィルタ，排水処理装置，浄水装置

2012/7/17 2012-057313 スズキ株式会社

2012/7/17 2012-057342 株式会社ＦＴソリューションズ

12
9

§Ｎ

通常

2012/7/17 2012-057346 久裕興業科技股▲ふん▼有限公司

12
10

§Ｎ∞ＮＯＶＡＴＥＣ

通常

2012/7/17 2012-057347 久裕興業科技股▲ふん▼有限公司

01,07,11

11

ｃｅｒａｍ

通常

2012/7/17 2012-057390 イビデン株式会社

※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。

指定商品・役務

12
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.15～2012.07.21.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
01,07,11

12

ＩＢＩＣＥＲＡＭ

通常:
標準

2012/7/17 2012-057391 イビデン株式会社

35,37

13

ＩＲＳ

14

ＤＥＲＢＩ

15

ナノフィットゴム

16

ＭＡＸＸシャープエッジ

17

§ＲＳ

18

ＴＲＡＮＳＩＴ ＣＯＵＲＩＥＲ

19

Ｏｎｅ’Ｓ＆Ｍ

通常:
標準

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

通常

通常:
標準
通常:
標準

2012/7/17 2012-057488 株式会社アイ・アール・エス

ピアッジオ・エ・チ・ソチエタ・ペル・ア 12
ツィオーニ
12,17
2012/7/17 2012-057506 住友ゴム工業株式会社
2012/7/17 2012-057505

2012/7/17 2012-057507 住友ゴム工業株式会社

指定商品・役務
【01】火力発電所定置式排気ガス浄化用触媒，工場定置式排気ガス浄化用触媒，船舶定
置式排気ガス浄化用触媒，その他の定置式排気ガス浄化用触媒，トラック用排気ガス浄
化用触媒，乗用車用排気ガス浄化用触媒，産業用重機用排気ガス浄化用触媒，その他
の車載用排気ガス浄化用触媒，その他の排気ガス浄化用触媒
【07】放射性物質除去用フィルタ，触媒による火力発電所定置式機関用排気ガス処理装
置，触媒による工場定置式機関用排気ガス処理装置，触媒による船舶定置式機関用排
気ガス処理装置，その他の触媒による定置式機関用排気ガス処理装置，触媒によるト
ラック用機関用排気ガス処理装置，触媒による乗用車用機関用排気ガス処理装置，触媒
による産業用重機用機関用排気ガス処理装置，その他の触媒による車載用機関用排気
ガス処理装置，その他の触媒による機関用排気ガス処理装置
【11】排水処理装置用フィルタ，浄水装置用フィルタ，排水処理装置，浄水装置
【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，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，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，合成樹脂製止め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，手動式ジャッキの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，プライヤ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，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，自動車競技用衣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，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，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，消火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，ギアオイル・自動車用工業グリースの小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，合成樹脂製サインボ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，合成樹脂製の衝撃吸収緩衝材の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，保護ヘルメットの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，自動車のエンジンルーム内等の温度上昇を防ぐ為の
断熱材及び遮熱材の小売又は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，自動車の改造，火災報知機の修理又は保守，消火器の修
理又は保守，電気通信機械器具の修理又は保守，アンプ・スピーカーの修理，電動機の
修理又は保守，配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守，発電機の修理又は保
守 電源装置の修理又は保守 測定機械器具の修理又は保守 ゲージの修理又は保
【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
【12】自動車用タイヤ，二輪自動車用タイヤ
【17】ゴム

12,17

【12】自動車用タイヤ，二輪自動車用タイヤ
【17】ゴム

12

【12】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，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片

12

【12】自動車並びにその部品及び附属品（タイヤを除く。）

12

【12】陸上の乗物用の機械要素，乗物用盗難警報器，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

2012/7/17 2012-057567 株式会社クリムソン

2012/7/17 2012-057663 フォード モーター カンパニー
2012/7/17 2012-057685 株式会社ワンズアンドエム

※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/
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.15～2012.07.21.xls
No.

20

21

22

23

24

商標（見本）

商標

ＣＡＲＧＯ

ｃｏｍｐｏ

図形商標

ＦＥＤＥＲＡＬ

種別

通常

通常

通常

通常

§ＦＥＤＥＲＡＬ＼Ｍｏｔｏｒｓｐｏｒｔｓ 通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

12,20,28

【12】乳母車，折り畳み式乳母車，自転車並びにその部品及び附属品，自転車用フレー
ム，自転車用の幼児用座席，電動式乗物，車椅子
【20】ベビーサークル，家具，椅子類，幼児用ハイチェアー，幼児用ロッキングチェア，幼児
用テーブル，おもちゃ箱，幼児用安全ゲート，ベンチ，幼児用歩行器，揺りかご
【28】幼児用三輪車，乗用玩具，自動車型幼児用四輪車，子供用片足スクーター，電動お
もちゃ，自動車おもちゃ，その他のおもちゃ

12,20,28

12

【12】乳母車，折り畳み式乳母車，自転車並びにその部品及び附属品，自転車用フレー
ム，自転車用の幼児用座席，電動式乗物，車椅子
【20】ベビーサークル，家具，椅子類，幼児用ハイチェアー，幼児用ロッキングチェア，幼児
用テーブル，おもちゃ箱，幼児用安全ゲート，ベンチ，幼児用歩行器，揺りかご
【28】幼児用三輪車，乗用玩具，自動車型幼児用四輪車，子供用片足スクーター，幼児用
手押し車（おもちゃ），幼児用回転メリーおもちゃ，ベビーベッドに取り付けるモビールおも
ちゃ，プレイジム，ベビージム，ハウスおもちゃ，乳幼児用室内遊具，ホッピング，すべり
台，ぶらんこ，おもちゃ，電動おもちゃ，おもちゃの乗物，知育用電子おもちゃ，人形用家
（おもち
） 幼児用玩具
【12】自動車用タイヤ

12

【12】自動車用タイヤ

12

【12】自動車用タイヤ

2012/7/18 2012-057721 アイデス株式会社

2012/7/18 2012-057722 アイデス株式会社

2012/7/18 2012-057749 泰豐輪胎股▼ふん▲有限公司

2012/7/18 2012-057751 泰豐輪胎股▼ふん▲有限公司

2012/7/18 2012-057752 泰豐輪胎股▼ふん▲有限公司

※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/
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.15～2012.07.21.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

25

リークラブ

通常:
標準

2012/7/18 2012-057832 フジシロ工業有限会社

35

26

ＪＲＣＡ

通常:
標準

2012/7/18 2012-057849 フジシロ工業有限会社

※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
【35】中古の衣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，中古の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，中古の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，中古の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，中古の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，中古の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，中古の自転車・オートバイの小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，中古の家庭用家具及びオフィス家具
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，中古の電気機械器
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，中古の手動利
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，中古の台所用品・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，中古の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，中古の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，中古の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，中古の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，中古のおもちゃ・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，中古の楽器及びレコード・ＣＤの小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，中古の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，中古の時計及び眼鏡
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，中古の宝玉及びそ
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，中古の骨
董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，中古の絵画の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，リユースされる衣料品
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
【35】中古の衣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，中古の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，中古の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，中古の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，中古の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，中古の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，中古の自転車・オートバイの小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，中古の家庭用家具及びオフィス家具
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，中古の電気機械器
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，中古の手動利
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，中古の台所用品・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，中古の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，中古の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，中古の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，中古の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，中古のおもちゃ・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，中古の楽器及びレコード・ＣＤの小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，中古の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，中古の時計及び眼鏡
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，中古の宝玉及びそ
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，中古の骨
董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，中古の絵画の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，リユースされる衣料品
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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.15～2012.07.21.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

35,36,37,39,42,44,4 【35】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，液化石油
ガスの小売又は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
5

27

図形商標

通常

コバックス株式会社
2012/7/18 2012-057858 株式会社小林
三和石油ガス株式会社

35

28

キセキファクトリー

通常

2012/7/18 2012-057862 株式会社キセキファクトリー

※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/

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，電気通信機器の
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，空気調整機器・ボイ
ラー及び暖房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，
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，厨房機器・浴槽・洗面機器・トイレ設備及び浄化槽の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，工作機械等の作動油・加工油・潤滑剤・溶
剤及び洗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，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，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，中古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，自動車部品及び自動車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，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，中古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，中古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，ガスメータ及びガス保安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，太陽光発電システムの小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供
【36】生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，中古自動車の評価，
建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代
理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土
地の貸与 土地の売買 土地の売買の代理又は媒介 建物又は土地の情報の提供
【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の便益の提供，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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.15～2012.07.21.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

29

ｋｉｓｅｋｉ＼ｆａｃｔｏｒｙ

通常

2012/7/18 2012-057863 株式会社キセキファクトリー

35

30

ＪＡＬＵＸ

通常:
標準

2012/7/18 2012-057867 株式会社ＪＡＬＵＸ

※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の便益の提供，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
【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，身飾品の小売又は卸売の業務
において行な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，空港や航空機整備において使用される
特殊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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.15～2012.07.21.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
35,36,37,39

31

三和石油ガス＼ｓａｎｗａ ｐｅｔｒｏｌ
通常
ｅｕｍ ＆ ｇａｓ

2012/7/18 2012-057892 三和石油ガス株式会社

35

32

§ぶんぐのまち

通常

2012/7/19 2012-058120 イオン株式会社

12,20
33

§ＥＲＧＯＴＥＲＡ

通常

Ａｍｙ’ｓ

通常:
標準

2012/7/19 2012-058150 株式会社ソーアップ

35
34

指定商品・役務
【35】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，液化石油
ガスの小売又は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，電気通信機器の
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，空気調整機器・ボイ
ラー及び暖房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，
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，厨房機器・浴槽・洗面機器・トイレ設備及び浄化槽の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，工作機械等の作動油・加工油・潤滑剤・溶
剤及び洗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，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，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，中古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，自動車部品及び自動車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，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，中古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，中古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，ガスメータ及びガス保安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
【36】生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，中古自動車の評価
【37】建設工事 浴槽・洗面機器・トイレ設備及び浄化槽の設置工事 通信設備工事 自動
【35】商品の販売促進のためのポイントカードの発行及び管理，トレーディングスタンプの
発行，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，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
【12】自動車用サポートクッション，車椅子用サポートクッション，自動車用座席クッション，
乗物用シートカバー，乗物用座席，自動車用チャイルドシート，
【20】椅子用サポートクッション，座椅子用サポートクッション，クッション，座椅子，

2012/7/19 2012-058247 株式会社Ａｍｙ’ｓ

※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/

【35】自動車及び中古自動車又はこれらの部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，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，
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，インター
ネットによる広告，インターネットにおける広告スペースの提供，商品の販売に関する情報
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.15～2012.07.21.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

35

ＳＴＹＬＥ ＬＯＯＫ＼スタイルルッ
通常
ク

2012/7/19 2012-058267 株式会社千趣会

09,12
36

§ＴＯＭＯＫｉ

通常

37

§花魁＼おいらん＼ＣＯＭＢＯ 通常

38

ＰｌａｔｉｎｕｍＢＡ

39

ＭＯＲＥＳＡ

通常:
標準

通常

2012/7/20 2012-058510 仲里 知樹

指定商品・役務
【35】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・紙製幼児用おしめ及び家事用手袋
の小売又は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・靴ブラシ・靴
べら・靴磨き布・軽便靴クリーナー及びシューツ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，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・金庫及
び宝石箱の小売又は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・香炉・造花の
花輪及び生花の花輪の小売又は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・金具及びキーホルダ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，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，印刷物及び電子出版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・文房具類・壁紙及び絵の具の小売又
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，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
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【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。），軸，軸受，軸継ぎ手，ベアリング，
動力伝動装置，緩衝器，ばね，制動装置，自動車用テールランプ，自動車用サイドマー
カーランプ，自動車用エアロパーツ，自動車用フロントグリル

12

【12】自動車用テールランプ，自動車用方向指示器，自動車並びにその部品及び附属品

09,12

【09】太陽電池，太陽電池板，金属製太陽電池用基板
【12】自動車並びにその部品及び付属品

12

【12】リレーロッドの部品，軸，乗物用油圧回路，歯車，その他の動力伝導装置，その他の
陸上の乗物用の機械要素，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。），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，二輪自動車・自転車
並びにそれらの部品及び附属品

2012/7/20 2012-058521 株式会社オートフレンド

2012/7/20 2012-058593 日新製鋼株式会社

2012/7/20 2012-058682

※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。

クオ・オートモトリス・ソシエダッド・ア
ノニマ・デ・カピタル・バリアブレ

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）2012.07.15～2012.07.21.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
12,35,37

40

Ｌｅｔ ｔｈｅ ｇｏｏｄ ｔｉｍｅｓ ｒｏｌｌ． 通常

2012/7/20 2012-058692 川崎重工業株式会社

09,35,36,41

41

図形商標

通常

2012/7/20 2012-058768 イオン株式会社

※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
【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。），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。），船舶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，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり
付け片，乳母車
【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，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，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，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，二輪自動車並びにそ
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，
自転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，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，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，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，陸上の乗
物用の機械要素の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供，陸
上の乗物用の動力機械（その部品を除く。）の小売又は卸売の業務において行われる顧
【09】磁気カード，ＩＣ埋め込みカード，電子出版物
【35】商品の販売促進のためのポイントカードの発行及び管理，広告，セールスプロモー
ション広告の企画及び代理，トレーディングスタンプの発行，商品の販売に関する情報の
提供，通信販売事務の代行，各種商品の販売契約の媒介，他人の事業のために行う物
品の調達及びサービスの手配，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，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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.15～2012.07.21.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
09,35,36,41

42

図形商標

通常

2012/7/20 2012-058781 イオン株式会社

35

43

アカハチ

通常:
標準

2012/7/20 2012-058800 株式会社サウスプロダクト

※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】磁気カード，ＩＣ埋め込みカード，電子出版物
【35】商品の販売促進のためのポイントカードの発行及び管理，広告，セールスプロモー
ション広告の企画及び代理，トレーディングスタンプの発行，商品の販売に関する情報の
提供，通信販売事務の代行，各種商品の販売契約の媒介，他人の事業のために行う物
品の調達及びサービスの手配，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，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
【35】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，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，携帯電話機用ス
トラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，キーホル
ダ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，フィギュアおも
ちゃ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，うちわ及びせんすの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，布製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，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，クッショ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，ブラン
ケットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，バスマットの
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食器類の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，お弁当箱の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，敷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，時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，貯金箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，お守りの小売又は卸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
ケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙製コース
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，リップスティック
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ペットボトル用の
キャップカバ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，缶
バッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，トランプの小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，スタンプおもちゃの小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，愛玩動物用首輪の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，マウスパッドの小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供 コンパクトディスクケースの小売又は
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.15～2012.07.21.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
12,37

44

ＺＩＮＯＲＯ

通常:
標準

2012/7/20 2012-058808 華晨寶馬汽車有限公司

45

イオンバランスアトム

通常:
標準

2012/7/21 2012-058970 西安 善一

12
35

46

グリーンロード

通常

2012/7/19 2012-061955 株式会社グリーンロード

※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.
URL:http://www.tm-library.com/

指定商品・役務
【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，陸上の乗物用の駆
動原動機，オートバイ用原動機，陸上の乗物用のエンジン，陸上の乗物用の動力機械（そ
の部品を除く。），陸上の乗物用の連結器，陸上の乗物用トランスミッションのシャフト，乗
物用のブレーキセグメント，陸上の乗物用のブレーキライニング，陸上の乗物用ブレーキ，
乗物用懸架装置のショックアブソーバー，陸上の乗物用のギヤボックス，自動車用ショック
アブソーバー，陸上の乗物用のトルクコンバーター，陸上の乗物用の連接棒（原動機の部
品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，乗物用盗難防止装置，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。），乗物の座席用ヘッドレスト，
乗物用シートカバー，船舶用窓，船舶用座席，船舶用扉，船舶用警音器，船舶並びにそ
の部品及び附属品，自動車用・航空機用シャシー，航空機・自動車用シートベルト，航空
機用窓，航空機用車輪，航空機用リム，航空機の車輪用ハブ，航空機用座席，航空機用
扉，航空機用警音器，航空機用タイヤ空気弁，航空機並びにその部品及び附属品，宇宙
船，電動式乗物，鉄道車輌用窓，鉄道車輌用車輪，鉄道車輌用座席，鉄道車輌用扉，鉄
道車輌用警音器，鉄道車両並びにその部品及び附属品，エアバッグ（自動車用安全装
置），トレーラー（乗物），乗物用のトレーラー連結装置，バス，自動車用タイヤ，乗物用後
進警報器，自動車用ステアリングホイール，自動車用窓，自動車用車輪，自動車用リム，
自動車の車輪用ハブ，自動車用座席，自動車用扉，自動車用ほろ，自動車用警音器，自
動車用ボンネット，陸上の乗物用クラッチ，自動車（バンタイプ），貨物自動車，自動車用の
ハンドルカバー，バックミラー，風防ガラス用ワイパー，泥よけ，自動車用ブラインド，自動
車用バンパー，自動車用タイヤ空気弁，風防ガラス，自動車並びにその部品及び附属
品，二輪自動車用車輪，自転車用車輪，二輪自動車用リム，自転車用リム，二輪自動車
の車輪用ハブ，自転車の車輪用ハブ，二輪自動車用座席，二輪自動車用警音器，自転
車用警音器，モペット，オートバイ，スクーター（乗物），二輪自動車用タイヤ空気弁，自転
車用タイヤ空気弁 二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品
【12】自動車の部品及び附属品，二輪自動車の部品及び附属品，トラックの部品及び附属
品，バスの部品及び附属品
【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，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，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，
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，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（「日本酒・ビー
ル・洋酒・果実酒・中国酒・薬味酒」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，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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.15～2012.07.21.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

47

ｇｒｅｅｎｒｏａｄ

48

ミスト扇

49

霧の出る扇風機

50

ミスト扇風機

51

霧扇風機

52

霧の出る冷風機

53

プラズマイオン

54

プラズマミスト

55

スノーホワイトミストファン

56

ミストファンスノーホワイト

57

58

ｍｉｓｔｆａｎ∞Ｋｉｒｉｆｕｒｉ

ＷＩＮＤＡＣＣＥＳＳ

通常

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

通常

マド
プロ:
通常:
標準

09
09

【09】家庭用加湿機能付き扇風機，扇風機

09

【09】家庭用加湿機能付き扇風機，加湿器，扇風機

09

【09】家庭用加湿機能付き扇風機，加湿器，扇風機

09

【09】家庭用加湿機能付き扇風機，加湿器，冷風機

09

【09】家庭用加湿機能付き扇風機，加湿器，冷風機，空気清浄器

09

【09】家庭用加湿機能付き扇風機，加湿器，冷風機，空気清浄器

09

【09】家庭用加湿機能付き扇風機，加湿器，扇風機，冷風機

09

【09】家庭用加湿機能付き扇風機，加湿器，扇風機，冷風機

09

【09】家庭用加湿機能付き扇風機，加湿器，扇風機

09

【09】Computers, computer peripheral devices and recorded computer programs.
【09】コンピュータ，コンピュータ周辺装置及び記録済みコンピュータプログラム

2012/7/19 2012-061956 株式会社グリーンロード

2012/7/19 2012-061966 株式会社ティー・エム・ワイ
2012/7/19 2012-061967 株式会社ティー・エム・ワイ
2012/7/19 2012-061968 株式会社ティー・エム・ワイ
2012/7/19 2012-061969 株式会社ティー・エム・ワイ
2012/7/19 2012-061970 株式会社ティー・エム・ワイ
2012/7/19 2012-061971 株式会社ティー・エム・ワイ
2012/7/19 2012-061972 株式会社ティー・エム・ワイ
2012/7/19 2012-061973 株式会社ティー・エム・ワイ
2012/7/19 2012-061974 株式会社ティー・エム・ワイ

指定商品・役務
【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，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，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，
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，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（「日本酒・ビー
ル・洋酒・果実酒・中国酒・薬味酒」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，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
【09】家庭用加湿機能付き扇風機，加湿器，扇風機

2012/7/19 2012-061977 株式会社ティー・エム・ワイ

2012/7/20 2012-356896 Ａｌｓｔｏｍ Ｗｉｎｄ， Ｓ． Ｌ．

※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/
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.15～2012.07.21.xls
No.

59

60

商標（見本）

商標

ＩＫＯＴＩＬＥ

ＦＧ ＰＯＷＥＲ

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

2012/7/19 2012-357371

2012/7/17 2012-357390

出願人／権利者

区分

【06】Building materials of metal; pipes of metal; porches of metal; roof coverings of metal;
roofing of metal; gutters of metal; tiles of metal; hooks for slate; light roof panels of
metal.
【06】建築用金属材料，金属製管，金属製ポーチ，金属製屋根ふき材，金属製屋根材料，
金属製とい，金属製タイル，スレート用フック，金属製の照明用屋根用パネル

07,12,37,42

【07】Machines; machine coupling and transmission components, gears.
【12】Gearing for land vehicles.
【37】Repair; services for installing the aforementioned products in classes 7 and 12.
【42】Scientific and technological services and related research and design services;
services of engineers providing evaluations, estimations, research and reports on
machines, couplings and transmission components, and gears.
【07】機械，機械の継手及び伝導装置の構成部品，ギヤ
【12】陸上の乗物用の動力伝導装置
【37】修理，第７類及び第１２類に属する前述の商品を設置するための役務の提供
【42】科学的及び技術的なサービスの提供並びに関連する調査及び設計，機械・継手及
び伝導装置及びギヤに関する技術者により行われる評価・査定・研究及び報告
【09】Protective helmets for bicycles.
【12】Bicycles; electric bicycles.
【18】Saddlebags for bicycles.
【09】自転車用保護ヘルメット
【12】自転車，電動機付き自転車
【18】自転車用のサドルバッグ

ＭＥＴＲＯＴＩＬＥ ＥＵＲＯＰＥ， ｎａａｍｌ
ｏｚｅ ｖｅｎｎｏｏｔｓｃｈａｐ

ＦＬＥＮＤＥＲ ＧＲＡＦＦＥＮＳＴＡＤＥ
Ｎ， Ｓ．Ａ．Ｓ．

09,12,18
61

ＭＯＵＳＴＡＣＨＥ

マド
プロ:
通常

2012/7/19 2012-357391 ＣＹＣＬＥ ＭＥ

09,14,18

62

ＱＩＯＴＴＩ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/17 2012-357439 ＱＩＯＴＴＩ ＡＧ

09,14,18

63

§ＱＩＯＴＴＩ

マド
プロ:
通常

2012/7/17 2012-357440 ＱＩＯＴＴＩ ＡＧ

01,09,17

64

Ｂｏｒｌｉｎｋ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/19 2012-357663 Ｂｏｒｅａｌｉｓ ＡＧ

※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

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

【09】Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, 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 recording media, sound recording discs;
compact discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers;
computer software; fire-extinguishing apparatus; cases for computers, cases for laptops,
cases for touch pads; protective cases and covers for computers, laptops, touch pads,
portable telephones, smart phones (evolved mobile telephones with extended functions),
MP3 players; leather cases and bags for portable telephones.
【14】Key rings (trinkets or fobs), key rings of precious metal, key rings of leather or of
【09】Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, 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 recording media, sound recording discs;
compact discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers;
computer software; fire-extinguishing apparatus; cases for computers, cases for laptops,
cases for touch pads; protective cases and covers for computers, laptops, touch pads,
portable telephones, smart phones (evolved mobile telephones with extended functions),
MP3 players; leather cases and bags for portable telephones.
【14】Key rings (trinkets or fobs), key rings of precious metal, key rings of leather or of
【01】Artificial and/or synthetic resins, unprocessed; plastics, unprocessed; unprocessed
plastics in pellet form; polyethylene; polypropylene; polyolefins.
【09】Electric cables.
【17】Plastic substances, semi-processed; plastics in extruded form for use in
manufacture; synthetic resins, semi-finished products.
【01】未加工人造樹脂及び／又は未加工合成樹脂，未加工プラスチック，ペレット状の未
加工プラスチック，ポリエチレン，ポリプロピレン，ポリオレフィン
【09】ケーブル
【17】半加工プラスチック，製造用に押出成形されたプラスチック，合成樹脂（半加工品）

17／23

今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.15～2012.07.21.xls
No.

65

66

商標（見本）

商標

Ｔｅｎ Ｉｎ Ｔｈｒｅｅ

ＵＴＥＰＯ

種別
マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【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

【09】Laptop computers; computer software, recorded; computer peripheral devices;
mouse (data processing equipment); computer keyboards; electronic tags for goods;
punched card machines for offices; electronic notice boards; intercommunication
apparatus; projection apparatus; measuring apparatus; stereoscopes; cables, electric;
integrated circuits; magnetic material and apparatus; distribution consoles (electricity);
lightning arresters; theft prevention installations, electric; eyeglasses; galvanic cells;
computer programs (downloadable software).
【09】ノートブック型コンピュータ，コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体，コン
ピュータ周辺機器，マウス（データ処理装置），コンピュータ用キーボード，商品用電子タ
グ，事務用パンチカード機械，電光掲示板，相互通信装置，映写装置，測定装置，立体
鏡，電気用ケーブル，集積回路，磁気式材料及び機器，配電制御盤，避雷器，盗難防止
用電気式設備，眼鏡，ガルヴァーニ電池，電子計算機用プログラム（電気通信回線を通じ
【11】Lamps; soldering lamps; gas lighters; hot air ovens; ice boxes; air conditioning
installations; heat accumulators; heating installations; showers; radiators (heating).
【11】ランプ，はんだ付け用ランプ，ガス点火器，熱風式オーブン，アイスボックス，空気調
和設備，蓄熱器，暖房装置，シャワー器具，ラジエーター（暖房用のもの）

2012/7/17 2012-358082 ＡＤＭ２１ ＣＯ．， ＬＴＤ．

2012/7/18 2012-358125 Ｓｈｅｎｚｈｅｎ ＵＴＥＰＯ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

11
67

68

69

§Ｆ

ＷＩＮＤＯＷＳ ＴＯ ＧＯ

ＨＥＩＭＰＬＡＮＥＴ

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/18 2012-358126

Ｆｕｊｉａｎ Ｆｕｓｈｕｎ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｃ
ｏ．， Ｌｔｄ．

09

【09】Computer operating system software.
【09】コンピュータ操作用プログラムを記憶させた記憶媒体

07,18,20,22,25

【07】Machine tools; air pumps.
【18】Leather and leather imitations as well as goods made therefrom (included in this
class), in particular, small articles of leather; trunks and suitcases; bags; umbrellas and
parasols.
【20】Furniture, mirrors, picture frames; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, and substitutes for
all these materials, or of plastics.
【22】Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags; padding and
stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile materials.
【25】Articles of clothing for ladies, gentlemen and children; socks and stockings; head
coverings; underwear; nightwear; swimwear; bathrobes; belts; scarves and shawls;
accessories, namely head scarves, neck scarves, shoulder scarves; ties; gloves; shoes
and boots.
【07】［工作機械］，空気ポンプ
【18】革及び人工皮革並びにそれらからなる製品（本類に属するもの。），特に革製小物，ト
ランク及びスーツケース，バッグ，傘及び日傘
【09】Monitoring equipment and systems for data centers.
【09】データセンター用の監視用装置及びシステム

2012/7/20 2012-358128 Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

2012/7/17 2012-358371

Ｈｅｉｍｐｌａｎｅｔ Ｅｎｔｗｉｃｋｌｕｎｇｓ Ｇｍ
ｂＨ

09
70

ＤＥＣＡＴＨＬＯＮ

マド
プロ:
通常:
標準

指定商品・役務

12

2012/7/18 2012-358407 ＡＢＢ Ｉｎｃ．

※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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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.15～2012.07.21.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

71

ＶＯＳＬＡ

マド
プロ:
通常:
標準

Ｎｉｎｅ Ｉｎ Ｔｗｏ

マド
プロ:
通常:
標準

Ｐｈｉｌｉｐｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅ Ｌuｂｅｃｋｅｒｔ
2012/7/16 2012-358411 ｏｒｄａｍｍ ５ Ｚｗｅｉｔｅ Ｖｅｒｗａｌｔｕｎｇ
ｓ－ＧｍｂＨ

12
72

2012/7/17 2012-358413 ＡＤＭ２１ ＣＯ．， ＬＴＤ．

12
73

マド
§ＹＥＬＬＯＷ ＳＥＡ＼黄▲海▼
プロ:
▲輪▼胎
通常

2012/7/18 2012-358470

Ｑｉｎｇｄａｏ Ｙｅｌｌｏｗｓｅａ Ｒｕｂｂｅｒ Ｃ
ｏ． Ｌｔｄ

07,11
74

75

76

ＲＯＣＫＥＴ

ＪＣＰＡＬ

ｉ－ＦＡＴ

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常

2012/7/20 2012-358500

2012/7/18 2012-358545

ＲＯＣＫＥＴ ＥＳＰＲＥＳＳＯ ＬＴＤ ＩＴ
ＡＬＩＡＮ ＢＲＡＮＣＨ

【12】Inner tubes for pneumatic tires (tyres); bicycle tires (tyres); tires for bicycles,
cycles; casings for pneumatic tires (tyres); treads for retreading tires (tyres); pneumatic
tires (tyres); vehicle wheel tires (tyres); automobile tires (tyres); tubeless tires (tyres) for
bicycles, cycles; tyres for landing gear wheels of aircraft.
【12】空気タイヤ用チューブ，自転車用タイヤ，自転車、オートバイ用タイヤ，空気タイヤの
外殻，トレッド再生タイヤ，空気タイヤ，航空機・自動車・二輪自動車・自転車用タイヤ，自
動車用タイヤ，二輪自動車・自転車用チューブレスタイヤ，飛行機の着陸用ギアホイール
用のタイヤ
【07】Electric coffee grinders.
【11】Electric coffee and tea machines; coffee roasters; electric coffee brewers, electric
coffee filters; electric coffee percolators.
【07】電気式コーヒー豆ひき器
【11】電気式コーヒーマシン及びティーマシン，コーヒー豆焙煎器，電気式コーヒーメー
カー，電気コーヒー沸かし，電気コーヒー沸かし

09

【09】Keyboard covers; computer keyboards; computer peripheral devices; computer
peripheral apparatus; mouse (data processing equipment); mousepads; wrist rests for use
with computers; hands free kits for phones; cases for calculators; bags for mouse.
【09】キーボード用カバー，コンピュータ用キーボード，コンピュータ周辺機器，コンピュータ
周辺機器，マウス（データ処理装置），マウスパッド，コンピュータ用リストレスト，電話用ハ
ンズフリーキット，計算機用ケース，マウス用バッグ

09

【09】Computer peripheral devices; facsimile machines; signal lanterns; video telephones;
television apparatus; camcorders; cameras (photography); measuring instruments; optical
lenses; igniting apparatus, electric, for igniting at a distance.
【09】コンピュータ周辺機器，ファクシミリ，信号用カンテラ，テレビ電話，テレビジョン受信
機，ビデオカメラ，カメラ（写真用のもの），測定用具，光学レンズ，遠隔点火用電気装置

ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＪＣＰＡＬ ＩＮＤＵＳＴＲ
Ｙ ＣＯ．， ＬＴＤ

2012/7/18 2012-358580 ＹＵ ＪＩＣＨＥＮＧ

※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】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 recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment, computers; computer
software; fire-extinguishing apparatus.
【11】Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating 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及びその他のデジタル記録媒体，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，コンピュータ
【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

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
07,11,21

77

ＰＯＷＥＲＢＥＬＬ

マド
プロ:
通常:
標準

ＡｆｔｅｒＳｈｏｋｚ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/20 2012-358582 Ｂｒａｕｎ ＧｍｂＨ

09
78

2012/7/18 2012-358676 ＶｏｘＬｉｎｃ， ＬＬＣ

07,09,12

79

マド
ＡＣＴＩＶＥ ＣＹＬＩＮＤＥＲ ＭＡＮ プロ:
通常:
ＡＧＥＭＥＮＴ
標準

2012/7/18 2012-358689 Ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎ Ａｋｔｉｅｎｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ

07,09,12

80

マド
ＣＹＬＩＮＤＥＲ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮ プロ:
通常:
Ｔ
標準

2012/7/18 2012-358690 Ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎ Ａｋｔｉｅｎｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ

11,24,25

81

ＡＬＴＡ ＲＯＭＡ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/20 2012-358721 Ｋｒuｇｅｒ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

09
82

ＤＭＳ

マド
プロ:
通常:
標準

指定商品・役務
【07】Electrically operated kitchen utensils, such as kitchen machines, mixers, shredders,
slicers, knives, milling and mincing machines, meat mincers, kneading machines, blenders,
rasping machines, juice extractors, juicers, citrus presses, can openers, coffee grinders,
flour mills; parts of the aforesaid goods.
【11】Electrically operated kitchen machines, such as coffee machines, coffee roasting
machines; parts of the aforesaid goods.
【21】Hand operated instruments for kitchen use, such as beaters.
【07】電動台所器具，例えば台所用機械，混合機，破砕機，スライサー，ナイフ，フライス盤
及び切り刻むための機械，肉ひき機，捏和機，ミキサー，研磨用機械，果汁搾り器，
ジューサー，柑橘類の搾り器，缶切，コーヒー豆ひき器，製粉機，前記商品の部品
【11】電動台所用機械，例えばコーヒーマシン，コーヒー豆焙煎器，上記商品の部品
【21】台所用の手動器具（例えば泡だて器）
【09】Stereo headphones.
【09】ステレオ方式のヘッドフォン

2012/7/17 2012-358791 Ｋａｄａｎｔ Ｊｏｈｎｓｏｎ， Ｉｎｃ．

※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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【07】Motors, other than for land vehicles; motor parts for motors of all kind; electric
motors, not for land vehicles; parts for electric motors of all kind, filters for cleaning
cooling air for engines; glow plugs for diesel engines; machine couplings and
transmissions, except for land vehicles; clutches, other than for land vehicles; parts of
machine couplings and transmissions, included in this class; power-operated jacks.
【09】Simulators for steering and controlling vehicles, voltage regulators for vehicles,
vehicle breakdown warning lamps, other than parts of vehicles and their parts, electric
batteries and their parts, electric accumulators and their parts, fuel cells and their parts,
chargers for electric batteries, smoke alarms, gas alarms, speed indicators, measuring
apparatus and measuring instruments, revolution counters, electronic control
mechanisms and power and voltage supply units for vehicle headlights and their parts,
control mechanisms and power and voltage supply units for vehicle lights and their parts,
【07】Motors, other than for land vehicles; motor parts for motors of all kind; electric
motors, not for land vehicles; parts for electric motors of all kind, filters for cleaning
cooling air for engines; glow plugs for diesel engines; machine couplings and
transmissions, except for land vehicles; clutches, other than for land vehicles; parts of
machine couplings and transmissions, included in this class; power-operated jacks.
【09】Simulators for steering and controlling vehicles, voltage regulators for vehicles,
vehicle breakdown warning lamps, other than parts of vehicles and their parts, electric
batteries and their parts, electric accumulators and their parts, fuel cells and their parts,
chargers for electric batteries, smoke alarms, gas alarms, speed indicators, measuring
apparatus and measuring instruments, revolution counters, electronic control
mechanisms and power and voltage supply units for vehicle headlights and their parts,
control mechanisms and power and voltage supply units for vehicle lights and their parts,
【11】Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilation, water supply and sanitary purposes, electric coffee filters, coffee machines
and coffee percolators; coffee roasters; semi and fully automatic electric coffee
machines.
【24】Textiles and textile goods, not included in other classes; bed covers; table covers.
【25】Clothing, footwear, headgear.
【11】照明用・暖房用・蒸気発生用・調理用・冷却用・乾燥用・換気用・給水用及び衛生用
の機器，電気コーヒー沸かし，コーヒー用機械器具及びコーヒー沸かし，コーヒー豆焙煎
器，半自動式及び全自動式の電気式コーヒー用機械器具
【24】織物及び織物製品であって他の類に属しないもの，ベッドカバー，テーブルカバー
【09】Process control system for paper and paperboard manufacturing, namely, computer
hardware and software for monitoring and controlling steam system operating parameters
in the dryer section of paper and paperboard manufacturing presses.
【09】製紙用及び厚紙製造用の工程管理システム、すなわち紙及び厚紙の製造プレスのド
ライヤーセクションにおける蒸気システムの操作パラメータの監視用及び制御用のコン
ピュータハードウエア及びソフトウエア
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.15～2012.07.21.xls
No.

83

84

85

商標（見本）

商標

ＰＨＯＴＯＰ

種別
マド
プロ:
通常

ＳＡＣＲＥＤ ＳＵＮ

マド
プロ:
通常

ＬＩＴＥＣＯＲ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

2012/7/18 2012-358792

2012/7/18 2012-358794

2012/7/16 2012-358910

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

09

【09】Transmitting sets (telecommunication); fibre optic cables; lasers, not for medical
purposes; optical goods; mirrors (optics); optical apparatus and instruments; integrated
circuits; cell switches (electricity); semi-conductors; wafers (silicon slices).
【09】送信機（電気通信用のもの），光ファイバーケーブル，レーザー光発生装置（医療用
のものを除く。），光学製品，鏡（光学用のもの），光学用機器，集積回路，セルスイッチ（電
気用のもの），半導体，半導体用シリコンウェハー

09

【09】Electric accumulators; electric accumulators for vehicles; batteries, electric;
batteries, electric, for vehicles; accumulator boxes; solar batteries; batteries for lighting;
battery boxes; plates for batteries; chargers for electric batteries.
【09】蓄電池，蓄電池（乗物用），蓄電池，蓄電池（乗物用），アキュムレータボックス，太陽
電池，点灯用電池，バッテリーボックス，電池用電極板，電池用充電器

06

【06】Sheets and strips made of common metals and their alloys, in particular plastic
coated sheets and strips as well as sandwich sheets and sandwich strips; moulded and
deep-drawn formed parts made of the aforementioned goods.
【06】金属製及びそれら合金製のシート及びストリップ，特にプラスチックで被覆したシート
及びストリップ並びにサンドイッチシート及びサンドイッチストリップ，前述の商品からなる
鋳造部品及び深絞り部品

ＦＵＺＨＯＵ ＰＨＯＴＯＰ ＴＥＣＨＮＯＬ
ＯＧＩＥＳ ＩＮＣ．

Ｓｈａｎｄｏｎｇ Ｓａｃｒｅｄ Ｓｕｎ Ｐｏｗｅｒ
Ｓｏｕｒｃｅｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

ＴｈｙｓｓｅｎＫｒｕｐｐ Ｓｔｅｅｌ Ｅｕｒｏｐｅ
ＡＧ

01,04,06,08,09,12,1 【01】Industrial chemicals, especially degreasing preparations used in manufacturing
4,18,21,25,28,35,37, operations, compounds for repairing inner tubes, adhesive for repairing inner tubes,
mastics for tires, compounds for repairing pneumatic tires, compounds for repairing tires;
39,41
penetrating oil (maintenance product); brake fluid.
マド
プロ:
通常

86

2012/7/16 2012-359076 ＤＥＣＡＴＨＬＯＮ

01,05,11

87

Ｅｎｖｉｒｏｃｌｅａｎ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/20 2012-359168 Ｅｖａｃ ＧｍｂＨ

07,09

88

ＤｉｎｏＳｈｅｌｌ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/16 2012-359263 Ｓｉｅｍｅｎｓ Ｗｉｎｄ Ｐｏｗｅｒ Ａ／Ｓ

※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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【04】Industrial oils and greases; lubricants, including industrial oils and greases for
maintaining bicycles.
【06】Common metals and their alloys; building materials of metal; transportable buildings
of metal; metal materials for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery and small items of metal hardware; metal pipes; safes; padlocks and
anti-theft devices for bicycles.
【08】Hand-operated hand tools and implements; cutlery, forks and spoons; side arms,
other than firearms; razors; wrenches (tools), tire levers, spare part removers for
bicycles, cranks, screwdrivers, hooks (tools), pedal removers, bottom bracket tools,
cranksets, pliers, chain breaker tools, hand pumps, hollow punches and multifunctional
【01】Chemicals for industrial use, namely liquids for protection from lime deposits,
microbial growth and urine scale deposits, in particular for use in vacuum toilets;
chemicals for eliminating the odour of water.
【05】Air deodorising preparations, odour neutralizing preparations.
【11】Vacuum toilets for vehicles, in particular trains, and parts therefor (included in this
class).
【01】工業用化学品、すなわち石灰の付着・微生物の成長及び小便による汚れ防止用の
液剤、特に真空トイレ用のもの，水の臭気除去用化学品
【05】空気脱臭剤，臭気中和剤
【07】Windmills (machines), mill blades (machine parts), blade panels (machine parts).
【09】Electric and electronic apparatus and instruments for control and monitoring
purposes for automatic activation and deactivation of the generator and for automatic
restart after a power failure and overvoltage protection against lightning stroke; microprocessors for monitoring of constant voltage frequency, phase conditions, speed of
rotors, control of effect, thickness and temperature of brake shoes and wind direction
and wind strength; vibration sensors for fitting into the mill cover, electricity meters,
electric and electronic apparatus and instruments for control purposes to set the pitch
of the blades; computer software for monitoring and controlling of windmills.
【07】風車（機械），風車の羽根（機械部品），羽根用パネル（機械部品）
【09】発電機の自動可動及び自動停止並びに停電後及び落雷による過電圧からの保護の
後での自動による再稼働の制御用及び監視用の電気式及び電子式機器，低電圧周波・
位相条件・ローターの速度、ブレーキシューの効果・厚さ及び温度の制御並びに風向及び
風力の監視用のマイクロプロセッサ，風車のカバーに取り付ける振動センサー，電力計，
羽根のピッチを設定する制御用の電気式及び電子式機器，風車の監視用及び制御用の
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.15～2012.07.21.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
03,09,14,18,25

89

ＴＲＩＡＬ ＭＡＳＴＥＲ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/20 2012-359363 ＢＥＬＳＴＡＦＦ ＧＲＯＵＰ Ｓ．Ａ．

07,09

90

ＬｅｙＡｓｓｉｓｔ

マド
プロ:
通常:
標準

ＴＨＩＮ ＳＨＥＥＴ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/20 2012-359368

Ｏｅｒｌｉｋｏｎ Ｌｅｙｂｏｌｄ Ｖａｃｕｕｍ Ｇ
ｍｂＨ

11,12
91

92

93

94

マド
§Ｂ∞ＢｅｔａＬＥＤ＼ＴＥＣＨＮＯＬ
プロ:
ＯＧＹ
通常

マド
ＲＥＮＥＷＩＮＧ ＴＨＥ ＲＥＮＡＩＳ プロ:
通常:
ＳＡＮＣＥ
標準

マド
プロ:
通常

2012/7/20 2012-359452 Ｄｅｌｔａ Ｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

指定商品・役務
【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
【09】Eyeglass cases, eyeglass chains, eyeglass cords, eyeglass frames, eyeglasses,
eyepieces, protective helmets, protective helmets for sports, riding helmets, hemline
markers, optical glass, optical goods, optical lamps, optical lanterns, optical lenses, pincenez,, pince-nez cases, pince-nez chains, pince-nez cords, pince-nez mountings,
protective helmets, protective helmets for sports, spectacle cases, spectacle frames,
spectacle glasses, spectacles (optics), goggles for sports, protective helmets for sports,
sunglasses, time clocks (time recording devices).
【14】Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith,
【07】Control devices for machines, particularly for vacuum pumps and vacuum pump
stands; vacuum pumps (machines), vacuum pump stands comprising a plurality of vacuum
pumps (machines); machine parts as accessories of vacuum pumps (machines), namely
connection flanges, connection components, separators, filters and pumps; control
devices for vacuum pumps (machines).
【09】Measurement apparatus, vacuum measurement apparatus, electrical sensors,
measuring sensors; data acquisition devices, particularly measurement pickups for
measuring devices; software for vacuum pumps, software for control and/or maintenance
of vacuum pumps, software for remote control and/or remote maintenance of vacuum
pumps, particularly via networks, wireless networks, Internet, mobile phone networks;
electrical and electronic operating devices, particularly keyboards, input devices and
remote controls for measuring devices, feedback-control devices, control devices,
monitoring apparatus; switching devices (electric), particularly for vacuum pumps and
【11】Electric fans.
【12】Air foils.
【11】扇風機
【12】翼

11

【11】Electrically-powered lighting fixtures using light-emitting diodes as the light source.
【11】光源として発光ダイオードを使用する電動式のじか付け照明具

35

【35】Providing a web site that features an on-line market for users to commission or buy
art from pre-selected artists.
【35】ユーザーが予め選ばれた芸術家の美術品を委託又は購入するオンライン市場を特
徴とするウェブサイトの提供

03,09,14,18,25

【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
【09】Eyeglass cases, eyeglass chains, eyeglass cords, eyeglass frames, eyeglasses,
eyepieces, protective helmets, protective helmets for sport, riding helmets, hemline
markers, optical glass, optical goods, optical lamps, optical lanterns, optical lenses, pincenez, pince-nez cases, pince-nez chains, pince-nez cords, pince-nez mountings,
protective helmets, protective helmets for sports, spectacle cases, spectacle frames,
spectacle glasses, spectacles (optics), goggles for sports, protective helmets for sports,
sunglasses, time clocks (time recording devices).
【14】Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated, therewith,

2012/7/19 2012-359471 Ｒｕｕｄ Ｌｉｇｈｔｉｎｇ， Ｉｎｃ．

2012/7/20 2012-359487 Ｅｎｔｒｕｓｔｉｎｇ， Ｉｎｃ．

2012/7/20 2012-359534 ＢＥＬＳＴＡＦＦ ＧＲＯＵＰ Ｓ．Ａ．

※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
03,09,14,18,25

95

ＲＯＡＤ ＭＡＳＴＥＲ

マド
プロ:
通常:
標準

ＰＬＡＮＥＴＯＣＣＨＩＡＬＩ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/20 2012-359535 ＢＥＬＳＴＡＦＦ ＧＲＯＵＰ Ｓ．Ａ．

09
96

97

98

ＢＤ ＦＡＣＳＰｒｅｓｔｏ

Ｍｉｔｒｏｎｉｃｓ

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/18 2012-359618 Ｍｃｗｉｌｌｉａｍｓ， Ｓｅａｎ Ｍｉｃｈａｅｌ

2012/7/19 2012-359634

09

【09】Laboratory instrument, namely, flow cytometer.
【09】実験室用器具、すなわちフローサイトメーター

09,17,40

【09】Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating and controlling electricity; electric and electronic components (included in this
class), electric distribution, switch or control cabinets, panels or consoles and
components therefor, electromagnets, electric adjusting magnets, electric solenoids;
components for lighting engineering, pin and socket connectors for wave guides and parts
therefor, opto-electric components and equipment; electric and electronic control
mechanisms for machine tools, machine-readable data carriers of all kinds equipped with
data and programs; transmitters (telecommunication), printed circuit boards, printed
circuits; plastic, coated with metal circuit boards.
【17】Goods made of plastic (semi-finished products); plastic substances, semiprocessed.
【40】Material treatment; galvanization; coating of plastic pillars with metallic conducting
paths.
【09】伝導用・開閉用・変圧用・蓄電用・調製用及び制御用の電気機器，電気式及び電子
【11】Bath installations; bath fittings; showers; hydrants; hot air bath fittings; shower
cubicles (enclosures); toilet seats; sanitary apparatus and installations; sauna bath
installations.
【11】浴室用装置，浴槽類，シャワー器具，給水栓，熱気浴用附属品，シャワー室，便座，
衛生器具及び装置，サウナ風呂用装置

Ｂｅｃｔｏｎ， Ｄｉｃｋｉｎｓｏｎ ａｎｄ Ｃｏｍ
ｐａｎｙ

2012/7/19 2012-359742 ＨＡＲＴＩＮＧ ＫＧａＡ

11
99

ａｄｍｃ＼安▲徳▼▲瑪▼索

マド
プロ:
通常

2012/7/18 2012-359763

ＦＯＳＨＡＮ ＧＯＤＩ ＳＡＮＩＴＡＲＹ Ｗ
ＡＲＥ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

12
100

マド
ａＤＤ∞ａｐｒｉｌｉａ Ｄｙｎａｍｉｃ Ｄａ
プロ:
ｍｐｉｎｇ
通常

2012/7/16 2012-359935 ＰＩＡＧＧＩＯ ＆ Ｃ． Ｓ．ｐ．Ａ．

※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
【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
【09】Eyeglass cases, eyeglass chains, eyeglass cords, eyeglass frames, eyeglasses,
eyepieces, protective helmets, protective helmets for sports, riding helmets, hemline
markers, optical glass, optical goods, optical lamps, optical lanterns, optical lenses, pincenez,, pince-nez cases, pince-nez chains, pince-nez cords, pince-nez mountings,
protective helmets, protective helmets for sports, spectacle cases, spectacle frames,
spectacle glasses, spectacles (optics), goggles for sports, protective helmets for sports,
sunglasses, time clocks (time recording devices).
【14】Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith,
【09】Eyeglasses; sunglasses; custom-made eyeglasses and sunglasses; eyewear
accessories, namely, straps, neck cords and head straps which restrain eyewear from
movement on a wearer; eye-wear frames; lenses, namely, eye glass lenses.
【09】眼鏡，サングラス，特注の眼鏡及びサングラス，眼鏡類用付属品、すなわち動いても
眼鏡類がずれないように抑えておくためのストラップ・首掛けひも及びヘッドストラップ，眼
鏡用枠，レンズ、すなわち眼鏡用レンズ
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【12】Semi-active suspensions.
【12】半能動的サスペンション
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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

101

ＬＵＸＬＡＮ

マド
プロ:
通常

2012/7/17 2012-359973

ＣＯＭＢＵＳＴＩＯＮ ＡＮＤ ＥＮＥＲＧＹ
Ｓ．ｒ．ｌ．

03,09,14,18,25
マド
プロ:
通常

102

2012/7/20 2012-360013 ＢＥＬＳＴＡＦＦ ＧＲＯＵＰ Ｓ．Ａ．

03,09,14,18,25

103

ＢＥＬＳＴＡＦＦ＼ＥＮＧＬＡＮＤ

マド
プロ:
通常

2012/7/20 2012-360014 ＢＥＬＳＴＡＦＦ ＧＲＯＵＰ Ｓ．Ａ．

03,09,14,18,25

104

§Ｔ

マド
プロ:
通常

2012/7/20 2012-360015 ＢＥＬＳＴＡＦＦ ＧＲＯＵＰ Ｓ．Ａ．

※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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指定商品・役務
【09】Aircraft safety-warning lights; electro-optic signaling apparatus and instruments,
namely, light emitting diodes for road and traffic signals, rail signals, airfield signals, pilot
signals; light-emitting diodes; electronic light emitting diode signs; semiconductor light
emitters in the nature of electronic LED signs; optical light guides, namely, lasers and
optical fibers; airfield obstructions safety-warning lights, namely, strobes and rotating
lights; luminous beacons for safety and warning purposes; airfield signal traffic lights;
solid-state emitter airfield obstruction safety-warning lights; light-emitting diode airfield
obstruction safety-warning lights and signal traffic lights; lights and signal flashing safety
lights, namely, aircraft warning beacons for airport, heliports and elevated structures;
electric warning lights, namely, electric warning led lights, luminous beacons for safety
and warning purposes.
【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
【09】Eyeglass cases, eyeglass chains, eyeglass cords, eyeglass frames, eyeglasses,
eyepieces, protective helmets, protective helmets for sports, riding helmets, hemline
markers, optical glass, optical goods, optical lamps, optical lanterns, optical lenses, pincenez, pince-nez cases, pince-nez chains, pince-nez cords, pince-nez mountings,
protective helmets, protective helmets for sports, spectacle cases, spectacle frames,
spectacle glasses, spectacles (optics), goggles for sports, protective helmets for sports,
sunglasses, time clocks (time recording devices).
【14】Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith,
【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
【09】Eyeglass cases, eyeglass chains, eyeglass cords, eyeglass frames, eyeglasses,
eyepieces, protective helmets, protective helmets for sports, riding helmets, hemline
markers, optical glass, optical goods, optical lamps, optical lanterns, optical lenses, pincenez,, pince-nez cases, pince-nez chains, pince-nez cords, pince-nez mountings,
protective helmets, protective helmets for sports, spectacle cases, spectacle frames,
spectacle glasses, spectacles (optics), goggles for sports, protective helmets for sports,
sunglasses, time clocks (time recording devices).
【14】Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith,
【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
【09】Eyeglass cases, eyeglass chains, eyeglass cords, eyeglass frames, eyeglasses,
eyepieces, protective helmets, protective helmets for sports, riding helmets, hemline
markers, optical glass, optical goods, optical lamps, optical lanterns, optical lenses, pincenez,, pince-nez cases, pince-nez chains, pince-nez cords, pince-nez mountings,
protective helmets, protective helmets for sports, spectacle cases, spectacle frames,
spectacle glasses, spectacles (optics), goggles for sports, protective helmets for sports,
sunglasses, time clocks (time recording devices).
【14】Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith,

