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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.22～2012.07.28.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

1

ＥＣＯ‐Ｃ＼エコシー

通常

2012/7/23 2012-058982 富士重工業株式会社

2

ＪＦＢＫＦＳＳ

通常:
標準

2012/7/23 2012-058988 株式会社富士制動機製作所

区分

【12】自動車並びにその部品及び附属品

12

【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，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。）
【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
3

ＡｓｕｋａＪａｐａｎ

通常

2012/7/23 2012-059030 株式会社 ナテック

4

スマートメンテナンス

通常:
標準

2012/7/23 2012-059061 本田技研工業株式会社

09,12,37
35,38,39,41,42

5

ＰＳＮ

通常:
標準

2012/7/23 2012-059152

※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

株式会社ソニー・コンピュータエンタ
テインメント

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

【09】コンピューターユーティリティプログラム，自動車用メーター，カーナビゲーション装置
【12】自動車並びにその部品及び附属品
【37】自動車の修理・点検又は整備，自動車の修理・点検又は整備に関する情報の提供
【35】インターネットによる広告業，広告業，広告に関する情報の提供，インターネット上で
の広告スペースの貸与，インターネットにおける書籍・録画済みビデオディスク及びビデオ
テープの展示即売会の企画・運営又は開催，トレーディングスタンプの発行，インターネッ
トにおいて用いるポイントアップカードの発行，おもちゃ・ゲーム用品・ゲーム機等の商品
の販売に関する指導・助言，ゲームの内容を記憶させた記憶媒体の販売に関する情報の
提供，ゲームソフトの売上又は売上ランキング情報の提供，ゲーム商品の販売促進のた
めのイベントの企画・運営又は開催，ビデオゲーム産業及びコンピュータゲーム産業の動
向に関する情報の提供，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ・携帯用液晶画面ゲームおも
ちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・光ディスクの販売に
関する情報の提供，インターネットによる商品の通信販売の取次ぎ，インターネットを介し
たショッピングモールにおける商品の売買契約の媒介又は取次ぎ，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査，インターネット上の検索エンジンに入力された検索キーワードを
収集・分析して行う消費者の意識及び消費動向の調査，インターネット等の通信回線を利
用した録音済みＣＤ・磁気テープ及び録画済みビデオディスク・ビデオテープの販売に関す
る情報の提供，インターネットウェブサイトにおけるショッピングモール形式で提供する商
品の販売に関する情報の提供，携帯電話端末又は電子計算機端末による通信を利用し
た商品の販売に関する情報の提供，商品の販売に関する情報の提供，新商品の販売に
関する情報の提供，ホテル事業の管理，競売の運営，インターネットを利用したオークショ
ンの企画・運営又は開催，テレビジョン・カタログ・郵便・コンピュータ・有線・ネットワークに
よる商品の販売に関する事務の代理又は代行，一般事務の代理又は代行，ドメイン名の
取得申請手続の事務処理代行，インターネット・テレビ放送を利用した通信販売の注文・
受付・配送に関する事務処理代行，データベースの利用・インターネットへのアクセス利用
に係る請求書の作成・送付の事務の代行，書籍・音楽・ゲーム・コンピュータソフトウェア・
携帯型コンピュータ・コンピュータの附属品・コンピュータの周辺機器のオンラインによる通
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.22～2012.07.28.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35,41

6

§ぽいどる＼ポイント制アイド
ル育成委員会∞Ｐ

7

ＳＡＫＵＲＡ

8

ＳＡＫＵＲＡ ＴＩＲＥＳ

9

ＡＫＲＯＳＴＲＡＤＩＮＧ

通常

通常:
標準
通常:
標準

通常:
標準

12
12

【12】自動車用タイヤ，二輪自動車又は自転車用のタイヤ

35,36,37,39,42

【35】輸出入に関する事務の代理又は代行，化学品・塩酸・硫酸・燐酸・酢酸・アンモニア
水・か性カリ・か性ソーダ・炭酸カリ・炭酸カルシウム・アルゴン・塩素・窒素・過酸化水素・
酸化亜鉛・カルシウムカーバイト・エチレン・トリクロロエチレン・アントラキノン・ベンジルア
ルコール・メタノール・酢酸エチル・酢酸ブチル・エチレングリコール・ベンゼン・トルエン・キ
シレン・アクリル酸・アクリル酸エステル・澱粉・界面活性剤・消泡剤・紙用消泡剤・紙用脱
墨剤・紙用耐水化剤・帯電防止剤（家庭用ものを除く。）・分散剤・腐蝕防止剤・化学剤・還
元剤・酸化剤・セメント急結剤・セメント混合剤・耐火剤・耐水剤・剥離剤・発熱用コムパウン
ド・防カビ剤・溶剤・老化防止剤・プラスチック材料用安定剤・融剤・発光ダイオード用蛍光
体・照明用蛍光体・太陽電池用シリコンウエハ洗浄剤・エッチング剤・金属エッチング剤・キ
レート剤・のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。）・プラスチック接着剤・非鉄
金属・ルテチウム・イットリウム・ガリウム・ストロンチウム・ユーロピウム。ランタン・リチウ
ム・粘着付与剤・植物成長調整剤類・土壌改良剤・肥料・化学肥料・塩化カリ肥料・石灰窒
素・非金属鉱物・カオリン・蛍石・耐火物用非金属鉱物・シリカ・フォトレジスト・現像液・半導
体用剥離液・金属シリコン・フェロシリコン・原料プラスチック・シリコーン樹脂・エポキシ樹
脂・フェノール樹脂・アクリル樹脂・ポリウレタン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹
脂・ポリ塩化ビニル樹脂・ポリ酢酸ビニル樹脂・ポリスチレン樹脂・ポリ塩化ビニリデン樹
脂・フッ素樹脂・エチレンビニルアルコール樹脂・アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂・
液晶ポリマー樹脂・ポリマーアロイ・合成樹脂コンパウンド・パル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，染料・顔料・塗料・遮熱塗料・蛍光染料・防
錆剤・防錆グリース・複写機用イン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，錆除去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，固形潤滑剤・潤滑剤・潤滑油・潤滑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 防腐剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客

2012/7/23 2012-059186 株式会社インターセプター

2012/7/23 2012-059196 株式会社オートウェイ
2012/7/23 2012-059197 株式会社オートウェイ

2012/7/23 2012-059230 電気化学工業株式会社

※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
【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，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，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，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を
一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物
及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀
類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供 二輪自動車の小売又は卸売の業務にお
【12】自動車用タイヤ，二輪自動車又は自転車用のタイヤ

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）2012.07.22～2012.07.28.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
35,36,37,39,42

10

§ＡＫＲＯＳＴＲＡＤＩＮＧ

通常

2012/7/23 2012-059231 電気化学工業株式会社

09,12,16,17,18,26
11

ＭＥＶＩＵＳ

通常:
標準

2012/7/23 2012-059254 日本たばこ産業株式会社

09,12,14,16,18,21,2
4,25,35

12

ＴＲＡＮＳ ＣＯＮＴＩＮＥＮＴＳ

通常

2012/7/23 2012-059274 株式会社フェローズ

※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
【35】輸出入に関する事務の代理又は代行，化学品・塩酸・硫酸・燐酸・酢酸・アンモニア
水・か性カリ・か性ソーダ・炭酸カリ・炭酸カルシウム・アルゴン・塩素・窒素・過酸化水素・
酸化亜鉛・カルシウムカーバイト・エチレン・トリクロロエチレン・アントラキノン・ベンジルア
ルコール・メタノール・酢酸エチル・酢酸ブチル・エチレングリコール・ベンゼン・トルエン・キ
シレン・アクリル酸・アクリル酸エステル・澱粉・界面活性剤・消泡剤・紙用消泡剤・紙用脱
墨剤・紙用耐水化剤・帯電防止剤（家庭用ものを除く。）・分散剤・腐蝕防止剤・化学剤・還
元剤・酸化剤・セメント急結剤・セメント混合剤・耐火剤・耐水剤・剥離剤・発熱用コムパウン
ド・防カビ剤・溶剤・老化防止剤・プラスチック材料用安定剤・融剤・発光ダイオード用蛍光
体・照明用蛍光体・太陽電池用シリコンウエハ洗浄剤・エッチング剤・金属エッチング剤・キ
レート剤・のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。）・プラスチック接着剤・非鉄
金属・ルテチウム・イットリウム・ガリウム・ストロンチウム・ユーロピウム。ランタン・リチウ
ム・粘着付与剤・植物成長調整剤類・土壌改良剤・肥料・化学肥料・塩化カリ肥料・石灰窒
素・非金属鉱物・カオリン・蛍石・耐火物用非金属鉱物・シリカ・フォトレジスト・現像液・半導
体用剥離液・金属シリコン・フェロシリコン・原料プラスチック・シリコーン樹脂・エポキシ樹
脂・フェノール樹脂・アクリル樹脂・ポリウレタン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹
脂・ポリ塩化ビニル樹脂・ポリ酢酸ビニル樹脂・ポリスチレン樹脂・ポリ塩化ビニリデン樹
脂・フッ素樹脂・エチレンビニルアルコール樹脂・アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂・
液晶ポリマー樹脂・ポリマーアロイ・合成樹脂コンパウンド・パル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，染料・顔料・塗料・遮熱塗料・蛍光染料・防
錆剤・防錆グリース・複写機用イン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，錆除去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，固形潤滑剤・潤滑剤・潤滑油・潤滑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 防腐剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客
【09】消防車，電気通信機械器具，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，電子出版物
【12】タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片
【16】紙製包装用容器，書画
【17】ゴムひも
【18】皮革製包装用容器
【26】針類
【09】測定機械器具，携帯電話機用ストラップ，電気通信機械器具，電子応用機械器具及
びその部品，サングラス，眼鏡，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ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ・ビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【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，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，乳母車
【14】宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，キーホルダー，宝石箱，記念カップ，記念
たて，身飾品，貴金属製靴飾り，時計
【16】紙製包装用容器，プラスチック製包装用袋，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
【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，皮革
【21】化粧用具，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
器・調理台・流し台」を除く。），清掃用具及び洗濯用具，ろうそく消し，ろうそく立て，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，花瓶，水盤
【24】織物，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，織物製トイレットシートカバー，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
【25】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
【35】広告業，商品の売買契約の媒介，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，競売の運営，輸出入に
関する事務の代理又は代行，広告用具の貸与，求人情報の提供，織物及び寝具類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供 かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.22～2012.07.28.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

13

日本∞卸売仕入ネットワーク

通常

2012/7/23 2012-059378 セイノ－ホ－ルディングス株式会社

35

14

Ｊａｐａｎ Ｓｕｐｐｌｉｅｒ Ｂｕｙｅｒ Ｎｅ
通常
ｔｗｏｒｋ

2012/7/23 2012-059379 セイノ－ホ－ルディングス株式会社

15

ＰＲＩＭＥ ＧＲＥＥＮ ＳＥＬＥＣＴＩ 通常:
ＯＮ
標準

2012/7/24 2012-059412 トヨタ自動車株式会社

16

ＰＲＩＭＥ ＶＥＲＳＩＯＮ

通常:
標準

2012/7/24 2012-059413 トヨタ自動車株式会社

17

ＲＩＶＡＬＤＩＣＥ

通常:
標準

2012/7/24 2012-059427 トピー実業株式会社

18

ＳＩＢＩＬＬＡ

通常:
標準

2012/7/24 2012-059428 トピー実業株式会社

12
12
12

12

※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】クッション・座布団・まくら・マットレス・衣服綿・ハンモック・布団袋・布団綿・かや・敷
布・布団・布団カバー・布団側・まくらカバー・毛布の小売又は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，介護用衣服・事務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，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，布製身の回り品・うちわ・扇子・ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止
め・身飾品（「カフスボタン」を除く。）・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・カフスボタン・ボタン類・つけづめ・つけまつ
毛・ひげそり用具入れ・ペディキュアセット・まつ毛カール器・マニキュアセツト・耳かき・携
帯用化粧道具入れ・懐中鏡・鏡袋・化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）・つけあごひげ・
つけ口ひげ・ヘアカーラー（電気式のものを除く。）・傘・つえ用金属製石突き・ステッキ・つ
え・つえ金具・つえの柄の小売又は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，サンドイッチ・中華まんじゅう・ハンバーガー・ピザ・
ホットドッグ・ミートパ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，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
【35】クッション・座布団・まくら・マットレス・衣服綿・ハンモック・布団袋・布団綿・かや・敷
布・布団・布団カバー・布団側・まくらカバー・毛布の小売又は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，介護用衣服・事務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，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，布製身の回り品・うちわ・扇子・ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止
め・身飾品（「カフスボタン」を除く。）・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・カフスボタン・ボタン類・つけづめ・つけまつ
毛・ひげそり用具入れ・ペディキュアセット・まつ毛カール器・マニキュアセツト・耳かき・携
帯用化粧道具入れ・懐中鏡・鏡袋・化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）・つけあごひげ・
つけ口ひげ・ヘアカーラー（電気式のものを除く。）・傘・つえ用金属製石突き・ステッキ・つ
え・つえ金具・つえの柄の小売又は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，サンドイッチ・中華まんじゅう・ハンバーガー・ピザ・
ホットドッグ・ミートパ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，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
【12】陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），動力伝導装置，緩衝器，ばね，制動
装置，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），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】陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），動力伝導装置，緩衝器，ばね，制動
装置，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），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】自動車用アルミニウムホイール，その他の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，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。），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
【12】自動車用アルミニウムホイール，その他の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，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。），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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.22～2012.07.28.xls
No.
19

商標（見本）

商標
ＣＬＸ

種別
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
12

2012/7/24 2012-059429 トピー実業株式会社
12,19,20,21,28

20

ＮＴＸ

通常:
標準

2012/7/24 2012-059449 株式会社ニッタクス

21

ＬＡＮＥ ＷＡＴＣＨ

通常:
標準

2012/7/24 2012-059639 本田技研工業株式会社

09,12
35

22

キャラ市場

通常:
標準

2012/7/24 2012-059669 有限会社アルファ

35
23

ポルフェ＼Ｐｏｒｆａｉｔ

通常

2012/7/25 2012-059896 福岡トヨペット株式会社

24

ドライブシャワー

通常:
標準

2012/7/25 2012-059994 パナソニック株式会社

※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。

09,11,12

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

指定商品・役務
【12】自動車用アルミニウムホイール，その他の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，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。），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
【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
【19】陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，リノリューム製建築専用材料，プラスチッ
ク製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構
築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用材料，しっくい，石灰製の建築用又
は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の専用材料，繊維製の落石防止
網，建造物組立セット（金属製のものを除く。），土砂崩壊防止用植生板，窓口風防通話
板，区画表示帯，セメント及びその製品，木材，石材，建築用ガラス
【20】家具
【21】はし
【28】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，ドミノ用具，トランプ，花札，
マージャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具
【09】自動車用死角確認用モニター，車載用液晶ディスプレイモニター，その他の自動車
用モニター
【12】自動車並びにその部品及び附属品
【35】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の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，使い切りカメラの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，照明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，自転車・自動二輪車サドル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，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，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，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，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，家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，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，履物及び履物用アクセサ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，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，手品用具・ドミノ用具・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，仮装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，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，携帯電話器の表面装飾用宝玉模造品粒その他の宝玉及びそ
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，靴下の滑
り止め用塗布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，自
動車用芳香剤その他の芳香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，体脂肪計・つぼ押し器具・指圧器具その他の医療用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，木製・プラスチック製・石製・竹製・ガ
ラス製・金属製・陶磁製・皮革製・ゴム製・布製・紙製のボトル状包装用容器その他の包装
容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，浴槽用枕・シャ
ワーカーテン・浴室用せっけん台・入浴時に湯や洗顔の泡等が髪につくのを防ぐヘアバン
【35】自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

【09】オゾン発生器，電解槽，イオン発生器
【11】電球類及び照明用器具
【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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.22～2012.07.28.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

35,36,37,38,39,40,4 【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，職業のあっせん，競売の運
1,42,43,44,45

25

Ａ∞ＡＥＯＮ＼ＳＱＵＡＲＥ

通常

2012/7/25 2012-060071 イオン株式会社

35,36,37,38,39,40,4
1,42,43,44,45

26

イオンスクエア

通常:
標準

2012/7/25 2012-060072 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。
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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，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
【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，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，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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.22～2012.07.28.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

35,36,37,38,39,40,4 【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，職業のあっせん，競売の運
1,42,43,44,45

27

ＡＥＯＮ ＳＱＵＡＲＥ

通常:
標準

2012/7/25 2012-060073 イオン株式会社

12
28

ＦＩＺＺ

通常

2012/7/25 2012-060104 株式会社ナポレックス

35,41

29

ＣＨＩＢＡ ＪＥＴＳ＼２００

通常

2012/7/25 2012-060240 株式会社ＡＳＰＥ

※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/

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，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
【12】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，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。），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

【35】広告業，トレーディングスタンプの発行，バスケットボールチームのファンクラブの企
画・運営又は管理，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売
に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，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，クッション・座布団・まくら・マットレス・かや・敷布・布団・布団カバー・布
団側・まくらカバー・毛布の小売又は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，ウィンドブレーカー・ティーシャツの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，法被の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，帽子及びサンバイザ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，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，貴金
属製靴飾り・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・靴飾り（貴金属
製のものを除く。）・靴はとめ・靴ひも・靴ひも代用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，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，布製ポケットティッシュケース及びコイン用の財布の小売又は卸売の
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，ハンドタオルの小売又は卸売の業務に
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，うちわ及び扇子の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕
止めの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 衣服用き章（貴
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.22～2012.07.28.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

30

ＯｎｌｉｎｅＣｏｎｃｉｅｒｇｅ

通常:
標準

2012/7/25 2012-060241 西口 慎太郎

09,11,12
31

ナノイー＊ドライブシャワー

32

カーニャンデス

33

ネッコくん

34

ＧＲＩＮＮＥＬＬ

通常

通常:
標準
通常:
標準

通常:
標準

2012/7/26 2012-060338 パナソニック株式会社

2012/7/26 2012-060350 ネッツトヨタ神戸株式会社
2012/7/26 2012-060351 ネッツトヨタ神戸株式会社

2012/7/26 2012-060455

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

指定商品・役務
【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，職業のあっせん，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，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，広告用具の
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，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，
電子計算機用プログラ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，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，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，ダウンロード可能な音楽又
は音声の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 録音済み記
【09】オゾン発生器，電解槽，イオン発生器
【11】電球類及び照明用器具
【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

【12】中古自動車，自動車並びにその部品及び附属品

12,37

【12】中古自動車，自動車並びにその部品及び附属品
【37】自動車の修理又は整備

06,11,17,42

【06】金属製管，金属製管継ぎ手，金属製プレスフィットフィッティング，金属製圧入フィッ
ティング，金属製サクションディフューザー，金属製溝付きストレーナ，金属製ストレーナ，
金属製フランジアダプター，金属製バルブ，金属製ふた，金属製キャップ，金属製ガスケッ
ト，金属製の附属品・フィッティング・金具すなわちエルボー・ティー・ストラップ・リデュー
サー，金属製パイプスタンド，金属製パイプストラップ，金属製パイプハンガー，主に金属
からなる建築用壁フレーミング，金属製カンチレバードブラケット，金属製片持ちブラケッ
ト，金属製ブラケット，管用金属製クリップ，金属製パイプクリップ，建築用又は構築用の金
属製専用材料，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除く。），金属製
フランジ，金属製金具，金属製包装用容器
【11】スプリンクラー消火装置並びにその部品及び附属品，スプリンクラー消火装置用のス
プレーヘッド，スプリンクラー，撒水器，パイプ及びその附属品，管及びその附属品，パイ
プフィッティング，金属製ノズル，金属製バルブ（機械部品を除く。），金属製球バルブ，金
属製仕切弁，金属製一斉開放弁，金属製逆止弁，圧力タンク（スプリンクラー設備・装置と
共に使用されるもの又はスプリンクラー設備・装置の部品を含む。），圧力コック（スプリン
クラー設備・装置と共に使用されるもの又はスプリンクラー設備・装置の部品を含む。），圧
力バルブ（スプリンクラー設備・装置と共に使用されるもの又はスプリンクラー設備・装置
の部品を含む。），バルブと共に使用される付属品・アクセサリーとしてのアクセラレータそ
の他のアクセラレータ（スプリンクラー設備・装置と共に使用されるもの又はスプリンクラー
設備・装置の部品を含む。），バルブと共に使用される付属品・アクセサリーとしてのイグ
ゾースタその他のイグゾースタ（スプリンクラー設備・装置と共に使用されるもの又はスプリ
ンクラー設備・装置の部品を含む。）
【17】非金属製パイプ，非金属製管，非金属製管継ぎ手，非金属製パイプハンガー，非金
属製溝付きストレーナ，非金属製ストレーナ，非金属製フランジアダプター，非金属製バル
ブ 非金属製ふた 非金属製キャップ ガスケット 溝付きの又は溝なしの附属品・フィッ

ワーモルド・インダストリアル・プロパ
ティ・リミテッド

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）2012.07.22～2012.07.28.xls
No.

35

36

商標（見本）

商標

§ＳｍｉｌｅＦＣＳ

§ＰＳＩ

種別

通常

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【09】燃料電池，燃料電池発電装置
【12】自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車並びにその部品及び附属品，燃料
電池自動車
【37】自動車の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，家庭用燃料電池発電設備の
設置工事，燃料電池発電装置の修理又は保守

09,16,35,41,42

【09】耳栓，アーク溶接機（手持ち式のものに限る。），金属溶断機，電気溶接装置，オゾン
発生器，電解槽，検卵器，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，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコー
ダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付け
チェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救
命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガ
ス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の
三角標識，発光式又は機械式の道路標識，標識用ブイ，潜水用機械器具，業務用テレビ
ゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練
用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定
機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定
器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，インターネット
オークションとの通信機能を有する携帯電話，その他の電気通信機械器具，インターネッ
トオークションとの通信機能を実現する携帯電話用プログラム，インターネットオークション
機能を実現するサーバー用プログラム，その他の電子計算機用プログラム，インターネッ
トオークション用サーバー，電子計算機用マウスパッド，電子計算機用マウス，コンピュー
タプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体，業務用テレビ
ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディス
ク・ＣＤ－ＲＯＭ・デジタルバーサタイルディスク－ＲＯＭ及び磁気テープ，新聞・雑誌・書
籍・地図・図面・写真の画像・文字情報を記録させた電子回路・ＲＯＭカートリッジ・光ディス
ク・磁気ディスク・光磁気ディスク・磁気カード・磁気テープ，その他の電子応用機械器具及
びその部品，磁心，抵抗線，電極，磁石，永久磁石，消防艇，ロケット，消防車，自動車用
シガーライター，二輪自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マス
ク 溶接マスク 防火被服 眼鏡 家庭用テレビゲームおもちゃ専用のプログラムを記憶さ
【09】耳栓，アーク溶接機（手持ち式のものに限る。），金属溶断機，電気溶接装置，オゾン
発生器，電解槽，検卵器，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，手動計算機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコー
ダー，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付け
チェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，駐車場用硬貨作動式ゲート，救
命用具，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，スプリンクラー消火装置，火災報知機，ガ
ス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の
三角標識，発光式又は機械式の道路標識，標識用ブイ，潜水用機械器具，業務用テレビ
ゲーム機，電動式扉自動開閉装置，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能訓練
用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定
機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定
器，電線及びケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，インターネット
オークションとの通信機能を有する携帯電話，その他の電気通信機械器具，インターネッ
トオークションとの通信機能を実現する携帯電話用プログラム，インターネットオークション
機能を実現するサーバー用プログラム，その他の電子計算機用プログラム，インターネッ
トオークション用サーバー，電子計算機用マウスパッド，電子計算機用マウス，コンピュー
タプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体，業務用テレビ
ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディス
ク・ＣＤ－ＲＯＭ・デジタルバーサタイルディスク－ＲＯＭ及び磁気テープ，新聞・雑誌・書
籍・地図・図面・写真の画像・文字情報を記録させた電子回路・ＲＯＭカートリッジ・光ディス
ク・磁気ディスク・光磁気ディスク・磁気カード・磁気テープ，その他の電子応用機械器具及
びその部品，磁心，抵抗線，電極，磁石，永久磁石，消防艇，ロケット，消防車，自動車用
シガーライター，二輪自動車用シガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マス
ク 溶接マスク 防火被服 眼鏡 家庭用テレビゲームおもちゃ専用のプログラムを記憶さ

2012/7/26 2012-060486 株式会社ＳＭＩＬＥ ＦＣシステム

2012/7/26 2012-060538 株式会社購買戦略研究所

09,16,35,41,42

37

§ＰＳＩ＼株式会社購買戦略研
通常
究所

2012/7/26 2012-060539 株式会社購買戦略研究所

※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

09,12,37

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）2012.07.22～2012.07.28.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

38

§Ａｄｖａｎｃｅｄ＼ＣＯＭＰＯＳＩＴＥ
通常
ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ

2012/7/26 2012-060573

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

39

§ＧＩＡＮＴ＼ＣＯＭＰＯＳＩＴＥ＼Ｔ
通常
ＥＣＨＮＯＬＯＧＹ

2012/7/26 2012-060574

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

40

§ＲＳ∞ＲＩＤＥ ＳＥＮＳＥ

通常

2012/7/26 2012-060575

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

41

§ＲＩＧＨＴ ＲＩＤＥ

通常

2012/7/26 2012-060576

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

42

ＯＶＥＲＤＲＩＶＥ２

通常

2012/7/26 2012-060577

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

12,35,37
43

§Ｆａｖｏｒｉｔｅ＼フェイバリットファ
通常
クトリー＼Ｆａｃｔｏｒｙ

2012/7/27 2012-060719 三井 晋一郎

※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】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】自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車並びにその部品及び附属品
【35】自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
【37】自動車の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.22～2012.07.28.xls
No.

44

45

46

商標（見本）

商標

§ＡＩＭＧＡＩＮ

ＡＩＭＧＡＩＮ

ＡＴ＆Ｔ ＤＩＧＩＴＡＬ ＬＩＦＥ

種別

通常

通常

優先

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

12

【12】自動車並びにその部品及び附属品

12

【12】自動車並びにその部品及び附属品

09,37,45

【09】防犯カメラ，防犯ビデオカメラ，監視カメラ，監視ビデオカメラ，煙探知器，一酸化炭素
検知器，動作感知器，セキュリティシステムとホームオートメーション機器用のリモートコン
トロール装置・キーパッド及びコントロールパネル，セキュリティシステムとホームオート
メーション機器を運転・管理・監視するために使用するコンピュータソフトウェア，無線又は
有線のコントローラー・コントローラー機器・ソフトウエアとからなる照明用器具・ＨＶＡＣ（冷
暖房空調設備）・警備・保安及びその他の住居の監視制御用途に供するホームオートメー
ションシステム，グローバルポジショニングシステム（ＧＰＳ）と移動体通信を利用する物体
又は動物の位置決めと追跡機能がプログラムされた電気通信機械器具，電気錠，電子
錠，カード読み取り式施解錠制御装置，生体情報読み取り式施解錠制御装置，暗証番号
入力式施解錠制御装置，音声入力式施解錠制御装置，無線式施解錠制御装置，電子応
用扉自動開閉装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，測定機械器具，電気通
信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【37】ホームセキュリティシステムとホームオートメーションシステムの設置工事，ホームセ
キュリティシステム設備工事，機械器具設置工事，電気工事，電気通信工事，建築設備
の運転・点検・整備，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，防犯システムの稼働状態の遠隔監視
【45】無線又は有線のガラス破損センサ・動作感知装置・カメラ・警報装置・シャットバルブ
又はゲート・ドア・窓の接触センサを利用して行うホームセキュリティの遠隔監視システム
による住宅その他の建物設備の監視，ウェブシステムとポータルサイトにより提供される
顧客のためのホームセキュリティとホームオートメーション機器の遠隔操作・管理・修正・
制御を行うコンピューターサービス，遠隔監視システムによる施設の監視・警備，施設の
警備，使用による作動を感知して信号を発する通信機内蔵の家電機器・照明その他の家
庭設備を電話回線及びインターネットなどの通信ネットワークと結んで行う在宅者の安否
確認情報の提供 緊急医療を必要とする者への介護者派遣又は救急車・医療機関への

2012/7/27 2012-060743 有限会社 エイムゲイン

2012/7/27 2012-060758 有限会社 エイムゲイン

エイ・ティ・アンド・ティ インテレクチュ
2012/7/27 2012-060808 アル プロパティ ザ セカンド エル
ピー

※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/
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.22～2012.07.28.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
09,37,45

47

ＤＩＧＩＴＡＬ ＬＩＦＥ

優先

エイ・ティ・アンド・ティ インテレクチュ
2012/7/27 2012-060809 アル プロパティ ザ セカンド エル
ピー

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

48

§ＵＮＩ ＣＡＲＲＩＥＲＳ

通常

2012/7/27 2012-060820 ユニキャリア株式会社

12
49

図形商標

通常

2012/7/27 2012-060838 銓寶工業股▲分▼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/

指定商品・役務
【09】防犯カメラ，防犯ビデオカメラ，監視カメラ，監視ビデオカメラ，煙探知器，一酸化炭素
検知器，動作感知器，セキュリティシステムとホームオートメーション機器用のリモートコン
トロール装置・キーパッド及びコントロールパネル，セキュリティシステムとホームオート
メーション機器を運転・管理・監視するために使用するコンピュータソフトウェア，無線又は
有線のコントローラー・コントローラー機器・ソフトウエアとからなる照明用器具・ＨＶＡＣ（冷
暖房空調設備）・警備・保安及びその他の住居の監視制御用途に供するホームオートメー
ションシステム，グローバルポジショニングシステム（ＧＰＳ）と移動体通信を利用する物体
又は動物の位置決めと追跡機能がプログラムされた電気通信機械器具，電気錠，電子
錠，カード読み取り式施解錠制御装置，生体情報読み取り式施解錠制御装置，暗証番号
入力式施解錠制御装置，音声入力式施解錠制御装置，無線式施解錠制御装置，電子応
用扉自動開閉装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，測定機械器具，電気通
信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【37】ホームセキュリティシステムとホームオートメーションシステムの設置工事，ホームセ
キュリティシステム設備工事，機械器具設置工事，電気工事，電気通信工事，建築設備
の運転・点検・整備，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，防犯システムの稼働状態の遠隔監視
【45】無線又は有線のガラス破損センサ・動作感知装置・カメラ・警報装置・シャットバルブ
又はゲート・ドア・窓の接触センサを利用して行うホームセキュリティの遠隔監視システム
による住宅その他の建物設備の監視，ウェブシステムとポータルサイトにより提供される
顧客のためのホームセキュリティとホームオートメーション機器の遠隔操作・管理・修正・
制御を行うコンピューターサービス，遠隔監視システムによる施設の監視・警備，施設の
警備，使用による作動を感知して信号を発する通信機内蔵の家電機器・照明その他の家
庭設備を電話回線及びインターネットなどの通信ネットワークと結んで行う在宅者の安否
確認情報の提供 緊急医療を必要とする者への介護者派遣又は救急車・医療機関への
【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，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，高圧洗浄機，電気式ワックス磨
き機，電気掃除機，業務用電気掃除機，業務用動力式床清掃機，業務用動力式床洗浄
機，機械式駐車装置，機械式立体駐車装置
【09】測定機械器具，電池，電気通信機械器具，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
く。），遠隔操作式乗物（おもちゃを除く。），除雪車，ダンプカー，無人搬送車，台車，電動
式台車，物品搬送用台車
【20】金属製収納棚 保管用棚 家具 荷役用パレット（金属製のものを除く。）
【12】自動車用車体，チェーン（自動車用動力伝導装置），自動車用シャシー，自動車用ボ
ンネット，自動車用タイヤ，自動車，自転車用ベル，自転車用ブレーキ，自転車用チェー
ン，自転車用フレーム，自転車用ハンドル，自転車用空気ポンプ，自転車用リム，自転車
用サドル，自転車用スポーク，自転車用スタンド，自転車用タイヤ，自転車，電動式乗物，
ゴルフ用カート，オートバイ，陸上の乗物用の電動機，オートバイ用原動機，陸上の乗物
用の原動機，スクーター（乗物），自動車（バンタイプ），遠隔操作式乗物（おもちゃを除く。）
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.22～2012.07.28.xls
No.

50

51

商標（見本）

商標

§銓寶電動車＼ＣＨＵＭＰＯ

種別

通常

Ｓｗｅｅｔｓ Ｂｏｕｑｕｅｔ＼銘菓紀行 通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【12】自動車用車体，チェーン（自動車用動力伝導装置），自動車用シャシー，自動車用ボ
ンネット，自動車用タイヤ，自動車，自転車用ベル，自転車用ブレーキ，自転車用チェー
ン，自転車用フレーム，自転車用ハンドル，自転車用空気ポンプ，自転車用リム，自転車
用サドル，自転車用スポーク，自転車用スタンド，自転車用タイヤ，自転車，電動式乗物，
ゴルフ用カート，オートバイ，陸上の乗物用の電動機，オートバイ用原動機，陸上の乗物
用の原動機，スクーター（乗物），自動車（バンタイプ），遠隔操作式乗物（おもちゃを除く。）

30,35,43

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー，ココア，氷，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅ
う，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，みそ，ウースターソース，グレービーソー
ス，ケチャップソース，しょうゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング，ホワイトソース，マ
ヨネーズソース，焼肉のたれ，角砂糖，果糖，氷砂糖，砂糖，麦芽糖，はちみつ，ぶどう
糖，粉末あめ，水あめ，ごま塩，食塩，すりごま，セロリーソルト，うま味調味料，香辛料，
アイスクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうま
い，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウ
ダー，即席菓子のもと，パスタソース，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，
食用グルテン，食用粉類
【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，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，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，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
【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，被服の小売又は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
【35】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，小物の小
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，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，着付け講師のあっせん
【41】着付けの教授，セミナーの企画・運営・開催，着付け講師の養成

2012/7/27 2012-060839 銓寶工業股▲分▼有限公司

2012/7/27 2012-060864 株式会社鉄道会館

35

52

Ｃｌｏｔｈｏ

通常

2012/7/27 2012-060890 株式会社Ｃｌｏｔｈｏ

35,41
53

鞠小路スタイル

通常:
標準

2012/7/27 2012-060897 田中 千衣子

※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

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）2012.07.22～2012.07.28.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

09,12,35,37,38,39,4 【09】測定機械器具，機械の誤作動・故障等の検知・分析装置，電気磁気測定器，乗物用
ナビゲーション装置，電気通信機械器具，無線送受信機，コンピュータソフトウェア及びコ
1,42,45

54

ＮｉｓｓａｎＣｏｎｎｅｃｔ

通常:
標準

2012/7/27 2012-060950 日産自動車株式会社

09,12,35,38,41,42

55

Ａｐｐ Ｇａｒａｇｅ

通常:
標準

2012/7/27 2012-060951 日産自動車株式会社

※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/

ンピュータハードウェア，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
【35】市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，乗物並びにそれに関連する
装置及び附属品の販売をする販売代理店及び卸売り業者の指導，乗物用盗難警報器の
販売契約の代理・取次ぎ・媒介，商品価格に関する情報の提供，商品情報並びに商品の
販売に関する情報の提供，ロードサービス事業の管理，経営の診断又は経営に関する助
言，通信事業に関する情報の提供，コンピュータデータベースへの情報編集，コンピュー
タを利用したデータベースの検索代行，電話の受付・取次又は応答の代行，電話受付の
代行，建築物における来訪者の受付及び案内，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，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，新聞記事情報の提供
【37】鍵前の取付け又は修理，鍵の修理に関する情報の提供，自動車のタイヤ交換，自動
車の修理又は整備，車検のための自動車の整備に関する助言及び情報の提供，自動車
の整備に関する情報の提供，ガソリンスタンドにおける自動車・二輪自動車などの整備
（燃料補給作業・修理），家庭用エアコンディショナーの清掃に関する情報の提供，民生用
電気機械器具の修理又は保守
【38】電気通信（「放送」を除く。），データ通信に関する情報の提供（有線及び無線の通信
ネットワークを利用して行う情報の提供を含む。），通信ネットワークへの接続の提供及び
これに関する情報の提供，ユーザーが位置情報を受信するための通信ネットワークへの
接続の提供，データ・映像・音声の伝送交換，放送，オンデマンド方式による放送
【39】道路上の車両の位置情報の提供，道路交通案内情報の提供，道路情報の提供，航
空機の運航ダイヤ及び運賃に関する情報の提供，航空機による輸送，通信を用いて行う
電気の供給に関する情報の提供，電気自動車に対する充電電気の供給，電気の供給，
企画旅行の実施，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の代理・媒介又は取次
ぎ 旅行者の案内 旅行情報の提供
【09】測定機械器具，機械の誤作動・故障等の検知・分析装置，電気磁気測定器，乗物用
ナビゲーション装置，電気通信機械器具，無線送受信機，コンピュータソフトウェア及びコ
ンピュータハードウェア，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
【35】市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，乗物並びにそれに関連する
装置及び附属品の販売をする販売代理店及び卸売り業者の指導，乗物用盗難警報器の
販売契約の代理・取次ぎ・媒介，商品価格に関する情報の提供，商品情報並びに商品の
販売に関する情報の提供，ロードサービス事業の管理，経営の診断又は経営に関する助
言，通信事業に関する情報の提供，コンピュータデータベースへの情報編集，コンピュー
タを利用したデータベースの検索代行，電話の受付・取次又は応答の代行，電話受付の
代行，建築物における来訪者の受付及び案内，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，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，新聞記事情報の提供
【38】電気通信（「放送」を除く。），データ通信に関する情報の提供（有線及び無線の通信
ネットワークを利用して行う情報の提供を含む。），通信ネットワークへの接続の提供及び
これに関する情報の提供，ユーザーが位置情報を受信するための通信ネットワークへの
接続の提供，データ・映像・音声の伝送交換，放送，オンデマンド方式による放送
【41】オンラインによる電子書籍・音楽・画像・映像の提供，電子出版物の提供，図書及び
記録の供覧，図書の貸与，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上
演，音楽の演奏
【42】気象情報の提供 電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守 人材派遣又は請
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.22～2012.07.28.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

56

§Ｗ

通常

2012/7/27 2012-061046 華晨寶馬汽車有限公司

35

57

カーライフ創造研究所

通常:
標準

2012/7/27 2012-061048 株式会社カーメイト

※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
【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
【35】自動車の部品及び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，自動車用ミラ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，自動車用携帯電話保持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，自動車用音楽プレーヤー保持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，自動車用シガーライ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，自動車用装飾灯の小売又は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，自動車用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，自動車用非金属製ステッカ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，自動車の座席シート用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，自動車のナンバープレート用プ
ラスチック製枠の小売又は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
車用ごみ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，自動車
用飲料容器保持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，
自動車用プラスチック製ティッシュペーパー箱用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，自動車用布製ティッシュペーパー箱用カバーの小売
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，自動車用灰皿の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車用窓用撥水剤の小売又
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，自動車用除菌剤の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車用消臭剤の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車用ルーフラックの小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車用荷物滑り止めシートの
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，自動車用傘ケースの
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，自動車用シフトノブの
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 自動車用ペダルカ
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.22～2012.07.28.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

03,07,11,16,21,29,3 【03】家庭用醸造用機械を洗浄するためのディカルシファイイング剤，家庭用醸造用機械
を洗浄するための脱灰剤，家庭用醸造用機械を洗浄するための石灰除去剤，家庭用醸
0,32

58

§Ｖ

通常

2012/7/27 2012-061082 スターバックス・コーポレイション

35
59

ＳＡＫＵＲＡＩ

通常

2012/7/27 2012-061250 桜井エンタープライス株式会社

09,39

60

ｊｉｉｖａ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/24 2012-357314 Ｐ＆ＴＳ Ｍａｒｑｕｅｓ ＳＡ

09,44

61

マド
プロ:
通常

造用機械を洗浄するためのディスケーリング剤，家庭用醸造用機械を洗浄するためのス
ケール除去剤，家庭用醸造用機械を洗浄するための湯あか除去剤，家庭用醸造用機械
用洗浄剤，家庭用醸造用機械用クリーナー，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
【07】家庭用電気コーヒーグラインダー，業務用電気コーヒーグラインダー，電気式ミルクフ
ローサー，食料加工用又は飲料加工用の機械器具，業務用攪はん混合機，業務用皮む
き機，業務用切さい機，業務用食器洗浄機，家庭用食器洗浄機，その他の食器洗浄機，
電気ミキサー
【11】家庭用電気式コーヒーメーカー，業務用電気式コーヒーメーカー，家庭用電気式エス
プレッソコーヒーメーカー，業務用電気式エスプレッソコーヒーメーカー，その他の電気器
具，家庭用電熱用品類（美容用又は衛生用のものを除く。），美容用又は衛生用の家庭用
電熱用品類，その他の家庭用電熱用品類，業務用加熱調理機械器具，業務用食器乾燥
機，業務用食器消毒器，ウォーターフィルター，家庭用浄水器，業務用浄水器，浄水装
置，水の濾過及び浄化のためのユニット並びにそのユニットのための取換カートリッジ及
び取換フィルター，濾過式浄水器，水槽用濾過装置，便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装
置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，化学繊維製造用乾燥機，牛乳
殺菌機，製パン機，ベニヤ製造用乾燥機，工業用炉，原子炉，収穫物乾燥機，飼料乾燥
装置，ボイラー（動力機械部品・機関用のものを除く。），暖冷房装置，冷凍機械器具，業
務用衣類乾燥機，美容院用又は理髪店用の機械器具（「椅子」を除く。），水道用栓，タン
ク用水位制御弁 パイプライン用栓 汚水浄化槽 し尿処理槽 業務用ごみ焼却炉 家庭
【35】輸出入に関する事務の代理又は代行，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，建設用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

ＥＳＳＩＬＯＲ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ
2012/7/27 2012-357552 （ＣＯＭＰＡＧＮＩＥ ＧＥＮＥＲＡＬＥ Ｄ’
ＯＰＴＩＱＵＥ）

※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/

【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; sound recording discs; mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers;
software; data processing software; satellite navigational apparatus; navigation apparatus
for vehicles; transmitters of electronic signals; transmitters (telecommunication);
detectors; light-emitting diode (LED) displays; chips (integrated circuits); semiconductors;
integrated circuit cards [smart cards]; microprocessors; fire-extinguishing apparatus.
【39】Transport; packaging and storage of goods; arranging of tours; satellite-assisted
navigation services; GPS navigation services; tracking of freight transport vehicles by
【09】Ophthalmic lenses; spectacle lenses, including: organic (plastic) lenses, mineral
lenses, corrective lenses, progressive lenses, sunglass lenses, polarized lenses, tinted
lenses, colored lenses, light-sensitive lenses, photochromic lenses, treated lenses,
coated lenses, anti-reflective lenses, semi-finished lenses; blanks for spectacle lenses;
semi-finished blanks for spectacle lenses; contact lenses; cases for spectacle lenses.
【44】Opticians' services; information and advice in the field of optics.
【09】眼科用レンズ，眼鏡用レンズ（有機（プラスチック製）レンズを含む），ミネラルレンズ，
補正レンズ，近距離にも遠距離にも焦点が合う多焦点眼鏡用レンズ，サングラス用レン
ズ，偏光レンズ，色付きレンズ，色付きレンズ，感光性レンズ，フォトクロミックレンズ（光発
色性のレンズ），加工処理されたレンズ，コーティングされたレンズ，反射防止レンズ，半加
工レンズ，半加工の眼鏡用レンズ，眼鏡レンズ仕掛品（半加工品），コンタクトレンズ，眼鏡
用レンズ用容器
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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
09,44

62

§４Ｄ

マド
プロ:
通常

ＥＳＳＩＬＯＲ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ
2012/7/27 2012-357780 （ＣＯＭＰＡＧＮＩＥ ＧＥＮＥＲＡＬＥ Ｄ’
ＯＰＴＩＱＵＥ）

09,44

63

マド
プロ:
通常

64

マド
プロ:
通常:
標準

ＥＳＳＩＬＯＲ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ
2012/7/27 2012-357781 （ＣＯＭＰＡＧＮＩＥ ＧＥＮＥＲＡＬＥ Ｄ’
ＯＰＴＩＱＵＥ）

09

65

66

67

ＦＲＡＭＥＬＯＧＩＣ

ＣＹＢＯＩＮＶＥＲＴＥＲ

§ｉｎｔｉ‐ｉｌｌｉｍａｎｉ

ＣＯＨＥＲＥＮＴ ＳＴＩＮＧＲＡＹ

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/24 2012-357858 Ｔｅｃｈｎｉｃｏｌｏｒ

2012/7/27 2012-358046

09

【09】Power inverters.
【09】パワーインバーター

09,41

【09】Pre-recorded CDs, video tapes, laser disks and DVDs featuring music.
【41】Entertainment, namely, live performances by a musical band.
【09】音楽を特徴とする記録済みのＣＤ・ビデオテープ・レーザーディスク及びＤＶＤ
【41】娯楽の提供、すなわち音楽バンドによる生演奏

09

【09】Lasers not for medical use.
【09】レーザー光発生装置（医療用のものを除く。）

Ｇｅｎｅｒａｌ Ｃｙｂｅｒｎａｔｉｏｎ Ｇｒｏｕｐ ｉｎ
ｃ

2012/7/27 2012-358047 Ｉｎｔｉ－Ｉｌｌｉｍａｎｉ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

2012/7/27 2012-358048 Ｃｏｈｅｒｅｎｔ， 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。

指定商品・役務
【09】Ophthalmic lenses; spectacle lenses, including: organic (plastic) lenses, mineral
lenses, corrective lenses, progressive lenses, sunglass lenses, polarized lenses, tinted
lenses, colored lenses, light-sensitive lenses, photochromic lenses, treated lenses,
coated lenses, anti-reflective lenses, semi-finished lenses; blanks for spectacle lenses;
semi-finished blanks for spectacle lenses; contact lenses; cases for spectacle lenses.
【44】Opticians' services; information and advice in the field of optics.
【09】眼科用レンズ，眼鏡用レンズ（有機（プラスチック製）レンズを含む），ミネラルレンズ，
補正レンズ，近距離にも遠距離にも焦点が合う多焦点眼鏡用レンズ，サングラス用レン
ズ，偏光レンズ，色付きレンズ，色付きレンズ，感光性レンズ，フォトクロミックレンズ（光発
色性のレンズ），加工処理されたレンズ，コーティングされたレンズ，反射防止レンズ，半加
工レンズ，半加工の眼鏡用レンズ，眼鏡用レンズ用半加工品，コンタクトレンズ，眼鏡用レ
ンズ用容器
【09】Ophthalmic lenses; spectacle lenses, including: organic (plastic) lenses, mineral
lenses, corrective lenses, progressive lenses, sunglass lenses, polarized lenses, tinted
lenses, colored lenses, light-sensitive lenses, photochromic lenses, treated lenses,
coated lenses, anti-reflective lenses, semi-finished lenses; blanks for spectacle lenses;
semi-finished blanks for spectacle lenses; contact lenses; cases for spectacle lenses.
【44】Opticians' services; information and advice in the field of optics.
【09】眼科用レンズ，眼鏡用レンズ（有機（プラスチック製）レンズを含む），ミネラルレンズ，
補正レンズ，近距離にも遠距離にも焦点が合う多焦点眼鏡用レンズ，サングラス用レン
ズ，偏光レンズ，色付きレンズ，色付きレンズ，感光性レンズ，フォトクロミックレンズ（光発
色性のレンズ），加工処理されたレンズ，コーティングされたレンズ，反射防止レンズ，半加
工レンズ，半加工の眼鏡用レンズ，眼鏡用レンズ用半加工品，コンタクトレンズ，眼鏡用レ
ンズ用容器
【09】Software (recorded programs) for film production and post-production, namely
software (recorded programs) for processing uncut and unedited film footage.
【09】映画の制作用及び制作後の編集用のソフトウエア（記録済みプログラム）、すなわち
未加工及び未編集の映画映像の処理用のソフトウエア（記録済みプログラム）

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）2012.07.22～2012.07.28.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
09,44

68

§ＳＹＮＣＨＲＯＮＥＹＥＳ

マド
プロ:
通常

ＥＳＳＩＬＯＲ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ
2012/7/27 2012-358160 （ＣＯＭＰＡＧＮＩＥ ＧＥＮＥＲＡＬＥ Ｄ’
ＯＰＴＩＱＵＥ）

09,44

69

§ＮＡＮＯＰＴＩＸ

マド
プロ:
通常

ＥＳＳＩＬＯＲ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ
2012/7/27 2012-358161 （ＣＯＭＰＡＧＮＩＥ ＧＥＮＥＲＡＬＥ Ｄ’
ＯＰＴＩＱＵＥ）

09,44

70

§４Ｄ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ

マド
プロ:
通常

ＥＳＳＩＬＯＲ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ
2012/7/27 2012-358165 （ＣＯＭＰＡＧＮＩＥ ＧＥＮＥＲＡＬＥ Ｄ’
ＯＰＴＩＱＵＥ）

09,42

71

ＣｅｒｔｉｌＤ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/25 2012-358208

※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。

Ｖａｓｃｏ Ｄａｔａ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉ
ｏｎａｌ ＧｍｂＨ

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

指定商品・役務
【09】Spectacle lenses, including: plastics lenses, mineral lenses, corrective lenses,
progressive lenses, sunglass lenses, polarized lenses, tinted lenses, coloured lenses,
light-sensitive lenses, photochromic lenses, treated lenses, coated lenses, anti-reflective
lenses, semi-finished lenses; spectacle lens blanks; semi-finished blanks for spectacle
lenses; contact lenses; ophthalmic lenses; coatings for ophthalmic lenses; coatings for
spectacle glasses; cases for ophthalmic lenses; cases for spectacle lenses; spectacles
(optics); spectacle frames.
【44】Opticians' services; information and advice in the field of optics.
【09】眼鏡用レンズ（プラスチックレンズ・ミネラルレンズを含む。），補正レンズ，近距離にも
遠距離にも焦点が合う多焦点眼鏡用レンズ，サングラス用レンズ，偏光レンズ，色付きレ
ンズ，着色レンズ，感光性レンズ，フォトクロミックレンズ（光発色性のレンズ），加工処理さ
れたレンズ，コーティングされたレンズ，反射防止レンズ，半加工レンズ，眼鏡用レンズの
半加工品，眼鏡用レンズの半加工品，コンタクトレンズ，眼科用レンズ，眼科用レンズ用
コーティング（レンズ面に蒸着する膜），眼鏡用レンズ用コーティング，眼科用レンズ用容
器，眼鏡用レンズ用容器，眼鏡（光学用のもの），眼鏡用枠
【09】Spectacle lenses, including: plastics lenses, mineral lenses, corrective lenses,
progressive lenses, sunglass lenses, polarized lenses, tinted lenses, coloured lenses,
light-sensitive lenses, photochromic lenses, treated lenses, coated lenses, anti-reflective
lenses, semi-finished lenses; spectacle lens blanks; semi-finished blanks for spectacle
lenses; contact lenses; ophthalmic lenses; coatings for ophthalmic lenses; coatings for
spectacle glasses; cases for ophthalmic lenses; cases for spectacle lenses; spectacles
(optics); spectacle frames.
【44】Opticians' services; information and advice in the field of optics.
【09】眼鏡用レンズ（プラスチックレンズ・ミネラルレンズを含む。），補正レンズ，近距離にも
遠距離にも焦点が合う多焦点眼鏡用レンズ，サングラス用レンズ，偏光レンズ，色付きレ
ンズ，着色レンズ，感光性レンズ，フォトクロミックレンズ（光発色性のレンズ），加工処理さ
れたレンズ，コーティングされたレンズ，反射防止レンズ，半加工レンズ，眼鏡用レンズの
半加工品，眼鏡用レンズの半加工品，コンタクトレンズ，眼科用レンズ，眼科用レンズ用
コーティング（レンズ面に蒸着する膜），眼鏡用レンズ用コーティング，眼科用レンズ用容
器，眼鏡用レンズ用容器，眼鏡（光学用のもの），眼鏡用枠
【09】Ophthalmic lenses; spectacle lenses, including: organic (plastic) lenses, mineral
lenses, corrective lenses, progressive lenses, sunglass lenses, polarized lenses, tinted
lenses, colored lenses, light-sensitive lenses, photochromic lenses, treated lenses,
coated lenses, anti-reflective lenses, semi-finished lenses; blanks for spectacle lenses;
semi-finished blanks for spectacle lenses; contact lenses; cases for spectacle lenses.
【44】Opticians' services; information and advice in the field of optics.
【09】眼科用レンズ，眼鏡用レンズ（有機（プラスチック）レンズを含む），ミネラルレンズ，補
正レンズ，近距離にも遠距離にも焦点が合う多焦点眼鏡用レンズ，サングラス用レンズ，
偏光レンズ，色付きレンズ，色付きレンズ，感光性レンズ，フォトクロミックレンズ（光発色性
のレンズ），加工処理されたレンズ，コーティングされたレンズ，反射防止レンズ，半加工レ
ンズ，半加工の眼鏡用レンズ，眼鏡用レンズの半加工品，コンタクトレンズ，眼鏡用レンズ
用容器
【09】Electronic apparatus and software for protecting online transactions and electronic
data transfers; software and electronic apparatus for electronic production and
verification of electronic identity tests and/or electronic authentication signatures;
software and apparatus for encrypting data; software for controlling access to
computers, electronic networks, websites and/or databases; software and electronic
apparatus for public key infrastructure; software and electronic apparatus for key
management; software and electronic apparatus for managing the life-cycle of digital
certificates or electronic certificates.
【42】Authentication of identity and/or digital signature in electronic transactions or
messages; consulting on computer security and security in the transmission of data and
transaction via computer networks; data security; cryptographic services, namely
services in relation to public key infrastructure or key management infrastructure,
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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
09,16,42

72

ＮＥＷＲＥＧ

マド
プロ:
通常:
標準

ＰＴ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/24 2012-358290 Ｒ．Ｌ． Ｐｏｌｋ Ｇｅｒｍａｎｙ ＧｍｂＨ

09
73

2012/7/24 2012-358425 Ｎｅｕｅｒ Ｗａｌｌ Ｔｒｅｕｈａｎｄ ＧｍｂＨ

09,17

74

ＷＡＶＥ－Ｘ ＨＥＡＴ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/23 2012-358752 ＡＲＣ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ， Ｉｎｃ．

12,28
マド
プロ:
通常

75

76

77

§ＳＡＤＥＳ

§ｅＶＯＱＵｅ

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常

2012/7/23 2012-358759 ＡＵＤＩ 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。

【09】Radiation shields in the form of heat-shrink tubes for absorbing radiation emanating
from electronic cables.
【17】Elastomers sold in the form of heat-shrink tubes used to absorb radiation emanating
from electronic cables for use by third party manufacturers; elastomers sold in the form
of heat-shrink tubes for use in the cable manufacturing process to absorb radiation
emanating from electronic cables.
【09】電子ケーブルから放出される放射線の吸収用の熱収縮性チューブの形式における
放射線遮へい器
【17】第三者の製造業者によって使用するための電子ケーブルから放出される放射線の
吸収用の熱収縮性チューブの形式において販売されるエラストマー，電子ケーブルから放
出される放射線の吸収用のケーブル製造工程用の熱収縮性チューブの形式において販
【12】Vehicles and their parts; apparatus for locomotion by land, air or water.
【28】Games and playthings; model cars; gymnastic and sporting articles not included in
other classes; decorations for Christmas trees.
【12】乗物及びその部品，陸上，空中，又は水上の移動用の装置
【28】ゲーム用品及びおもちゃ，模型の自動車，体操用具及び運動用具であって他の類に
属しないもの，クリスマスツリー用装飾品

09

【09】Headphones; insert earphones; cabinets for loudspeakers; microphones; computers;
notebook computers; megaphones; cameras (photography); telephone apparatus;
photocopiers (photographic, electrostatic, thermic).
【09】ヘッドホーン，インサートイヤホン，スピーカー用筐体，マイクロホン，コンピュータ，
ノートブック型コンピュータ，メガホン（拡声器），カメラ（写真用のもの），電話用器具，複写
機器（写真式、静電式及び感熱式のもの）

04,11

【04】Candles.
【11】Room fragrance diffusers.
【04】ろうそく
【11】居室芳香用噴霧器

2012/7/25 2012-358828 Ｏｕ Ｃｈａｎｊｉａｏ

2012/7/25 2012-358851

指定商品・役務
【09】Computers; data bases, computer programs and control programs stored on
magnetic data carriers, punch cards and punch tapes; all aforementioned goods, in
particular for the automotive industry and the automotive trade.
【16】Manuals and program lists for data bases, computer programs and control programs;
all aforementioned goods, in particular for the automotive industry and the automotive
trade.
【42】Programming of data bases and computer programs and control programs; all
aforementioned services, in particular for the automotive industry and the automotive
trade.
【09】コンピュータ，データベース，磁気データ記録媒体・パンチカード及びパンチテープに
保存されたコンピュータプログラム及び制御プログラム，前述の全ての商品は、特に自動
車工業用及び自動車の取引のためのもの
【16】データベース用・コンピュータプログラム用及び制御プログラム用のハンドブック及び
プログラムリスト，前述の全ての商品は、特に自動車工業用及び自動車の取引のための
【09】Connections for electric lines; wire connectors; couplings, electric; wires, electric;
cables, electric; conductors, electric; connectors (electricity).
【09】電線用接続具，電線用コネクター，電気接続具，電線，電気用ケーブル，電線及び
ケーブル，コネクター（電気用のもの）

ＦＡＵＬＴＬＥＳＳ ＳＴＡＲＣＨ／ＢＯＮ
ＡＭＩ ＣＯＭＰＡＮＹ

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
03,08,11,21

78

ＭＩＬＡＮＡ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/26 2012-358965 Ｔｒａｄｅ Ｂｏｘ， ＬＬＣ

20,27,42

79

マド
ｎｏｕｖｅａｕｘ ｃｌａｓｓｉｑｕｅｓ＼ｒｏｃ
プロ:
ｈｅｂｏｂｏｉｓ
通常

80

ＶＡＰＩＮＧ，ＥＬＥＶＡＴＥＤ

マド
プロ:
通常:
標準

ＰＯＷＥＲＶＵ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/25 2012-359121

ＲＯＣＨＥ ＢＯＢＯＩＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩ
ＯＮＡＬ

09,34
2012/7/23 2012-359143

Ｊｏｈｎｓｏｎ Ｃｒｅｅｋ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ，
ＬＬＣ

09
81

2012/7/25 2012-359144 Ｃｉｓｃｏ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ， Ｉｎｃ．

09,42

82

Ｎ

マド
プロ:
通常

2012/7/24 2012-359209 Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

※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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指定商品・役務
【03】Hair care preparations, namely shampoos, conditioners, rinses, mists, thermal
protective sprays, spray conditioners, hair gels, spray gels, sculpting foam, styling serum,
styling sprays, styling gels, styling lotions, straightening creams, hair sprays, pomades,
shine sprays, hair strengthening preparations, hair straightening preparations.
【08】Electric irons for styling hair.
【11】Hair dryers; hand-held electric hair dryers.
【21】Hair brushes; hair combs.
【03】頭髪用化粧品、すなわちシャンプー，コンディショナー，リンス，ミスト，熱から保護す
るスプレー，スプレーコンディショナー，ヘアージェル，スプレー式ジェル，整髪用フォーム，
整髪用美容液，整髪用スプレー，整髪用ジェル，整髪用ローション，縮毛矯正用クリーム，
ヘアスプレー，ポマード，髪に輝きを与えるスプレー，毛髪強化用剤，毛髪を直毛にするた
めの用剤
【08】整髪用の電気式アイロン
【11】ヘアドライヤー，手持ち式電気式ヘヤドライヤー
【20】Furniture and seats of all types, chairs, armchairs, settees, divans, sofas, beds,
stools, ottomans, cushions and easy chairs; mirrors, picture frames, decorative wall
fixtures (furnishings) of plastic or wood, works of art made of wood, wax, plaster or
plastic, boards for hanging keys, trays not made of metal, covers for clothing (wardrobe),
flower stands (furniture), letter boxes neither of metal nor of masonry, baskets not made
of metal, umbrella stands, screens (furniture), coat stands (furniture), bed springs,
mattresses, slatted indoor blinds; blinds of textile.
【27】Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing
floors; non-textile wall hangings.
【42】Interior decoration services, interior design services.
【20】あらゆるタイプの家具及び腰掛け，いす，肘掛けいす，ソファー，寝いす，ソファー，
ベッド，スツール，クッション付きの足台又は低いクッション付き椅子又はクッション付き長
椅子，クッション及び安楽いす，鏡，額縁，プラスチック製又は木製の装飾用の壁用固定
具，木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の造形品，鍵を掛けておくためのボード，盆
（金属製のものを除く），衣装掛け台（カバー付き），花器台（家具），郵便受け（金属製のも
の及び石製のものを除く。），かご（金属製のものを除く），傘立て，つい立て（家具），コート
【09】USB cables for electronic cigarettes; batteries for electronic cigarettes; electronic
cigarette battery chargers for use in vehicles.
【34】Electronic cigarettes; parts for electronic cigarettes, namely, cones and caps,
namely, covers for cartomizers; cartomizers for electronic cigarettes.
【09】電子たばこ用ＵＳＢケーブル，電子たばこ用バッテリー，乗物用の電子たばこ用バッ
テリー充電器
【34】電子たばこ，電子たばこの部品、すなわちコーン及びキャップ、すなわちカートマイ
ザー用カバー，電子たばこ用カートマイザー
【09】Broadcasting apparatus for digital television and content distribution, namely,
receivers, modulators, decoders, and multiplexers; firmware and controlling software for
all of the above.
【09】デジタルテレビジョン及びコンテンツの配信用の放送機器、すなわち受信機，変調
器，デコーダー，マルチプレクサー，ファームウエア及び前述の全ての商品用の制御用ソ
フトウエア

【09】Computer software for use in note-taking, namely, computer software for recording,
organizing, editing and transmitting audio and visual information and images in electronic
form; computer software for viewing and editing meeting agendas and to-do lists;
computer software for reminding users of dates and events; computer software for
accessing shared documents or shared electronic notes; computer software for use in
accessing and transmitting information to computer networks, namely, computer software
for emailing notes and publishing notes on computer networks.
【42】Cloud computing featuring software for use in note taking and accessing remotely
stored data for such applications; providing temporary use of on-line non-downloadable
software and applications for note taking; providing technical information in the field of
computer software and cloud computing.
【09】メモ取り用コンピュータソフトウエア、すなわち視聴覚情報及び画像の電子形態での
記録用・構築化用・編集用及び送信用のコンピュータソフトウエア，会議用の協議事項及
びしなければならないことのリストの閲覧用及び編集用のコンピュータソフトウエア，ユー
ザーに期日及びイベントを思い出させるためのコンピュータソフトウエア，共有文書及び共
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No.

83

84

85

86

商標（見本）

商標

ＶＩＲＤＩ

Ｐ

Ｐ

種別
マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常

Ｐ

マド
プロ:
通常

ＭＯＧＡ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【07】Electric door opening and closing apparatus; electric door openers.
【09】Time recording devices; alarm system operating by biometrics method, namely,
fingerprint, iris or human face verification technology.
【07】電気式扉開閉装置，電動式扉自動開閉装置
【09】タイムレコーダー，生体認証法、すなわち指紋・虹彩又は人の顔による検証技術によ
り作動する警報システム

09

【09】Desktop publishing software.
【09】デスクトップ（・？）パブリッシング用ソフトウエア

09

【09】Computer software for project management and resource management.
【09】プロジェクト監視用及び資源管理用のコンピュータソフトウエア

09,42

【09】Computer software, namely, programs for creating presentations, graphics and
videos.
【42】Cloud computing featuring software for use in presentation graphics and accessing
remotely stored data for such applications; providing temporary use of on-line nondownloadable software and applications for presentation graphics; providing technical
information in the field of computer software and cloud computing.
【09】コンピュータソフトウエア、すなわちプレゼンテーション・グラフィックス及びビデオの作
成用プログラム
【42】プレゼンテーション・グラフィックス及びビデオの作成用並びに当該アプリケーション用
の遠隔保存されたデータへのアクセス用のソフトウエアを特徴とするクラウドコンピュー
ティング，グラフィックスによる表示用のダウンロードできないソフトウエア及びアプリケー
ションのオンラインによる一時的使用の提供，コンピュータソフトウエアの分野及びクラウド
【09】Remotes and controllers for mobile devices and handheld game players.
【09】移動装置用及び手持ち式ゲーム機用の遠隔用機器及び制御装置

2012/7/24 2012-359222 ＵＮＩＯＮＣＯＭＭＵＮＩＴＹ ＣＯ．，ＬＴＤ

2012/7/25 2012-359238 Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

2012/7/25 2012-359239 Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

2012/7/25 2012-359249 Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

09
87

2012/7/23 2012-359356

Ｂｅｎｓｕｓｓｅｎ Ｄｅｕｔｓｃｈ ＆ Ａｓｓｏ
ｃｉａｔｅｓ， Ｉｎｃ．

09

88

マド
ＳＭＡＲＴＥＲ，ＣＬＥＡＮＥＲ．．． プロ:
通常:
ＢＥＴＴＥＲ＼ＥＮＥＲＧＹ
標準

指定商品・役務

07,09

2012/7/24 2012-359626

※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。

Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｓｕｐｅｒｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｃｏｒ
ｐｏｒａｔｉｏｎ

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【09】Superconductor electric/electrical wires; electrical power converters; HTS (high
temperature superconductor) power cables; superconductor electrical current
conductors; electrical power storage and power quality equipment and systems, namely,
voltage restorers used for utility voltage regulation; voltage restorers primarily used for
voltage sag protection for commercial and industrial facilities and/or critical loads;
electrical power quality equipment and systems for use in transmission and distribution
power grid applications; power conversion system comprised of power electronic
converters, photovoltaic inverters, micro-computer hardware, electronic controllers for
use with power converters, and embedded computers operating firmware and software
for use therewith, all for use in a solar power plant; apparatus and instruments for
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating and controlling electricity;
electric and electronic controls for wind turbines and components thereof.

24／25

今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.22～2012.07.28.xls
No.

89

90

91

92

商標（見本）

商標

種別

ＲａｄＳｃｕｔｕｍ

マド
プロ:
通常

Ｃｏｐｐｅｒ‐Ｔｏｎｅ

マド
プロ:
通常:
標準

Ｖ

§Ｖ∞Ｖｅａ

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常

出願日

出願番号

2012/7/25 2012-359656

出願人／権利者

区分

【09】Detectors; gauges; sounding apparatus and machines.
【09】検出探知装置（測定機械器具），ゲージ，測深用機械器具

09

【09】Electrical wires and cable products, namely, AC wall power cords, speaker cables,
audio inter-connect cables, audio output/input cables, phone output/input cables for the
purpose of electrical energy and signal transmission.
【09】電線及びケーブル用品、すなわち壁用の交流電源コード，スピーカー用ケーブル，相
互接続用オーディオケーブル，オーディオ用の出力／入力ケーブル，電気エネルギー用
及び信号伝達用の電話用の出力／入力ケーブル

09

【09】Computer software program for creating drawings and graphics.
【09】描画及びグラフィックの作成用のコンピュータソフトウエア用プログラム

09,34

【09】USB cables for electronic cigarettes; batteries for electronic cigarettes; electronic
cigarette battery chargers for use in vehicles.
【34】Electronic cigarettes; parts for electronic cigarettes, namely, cones and caps,
namely, covers for cartomizers; cartomizers for electronic cigarettes.
【09】電子式紙巻きたばこ用ＵＳＢケーブル，電子式紙巻きたばこ用バッテリー，乗物用の
電子式紙巻きたばこ用バッテリー充電器
【34】電子たばこ，電子紙巻きたばこの部品、すなわちコーン及びキャップ、すなわちカート
マイザー，電子式紙巻きたばこ用カートマイザー
【07】Construction machines; mobile and stationary thick matter pumps (machines), in
particular concrete pumps and concrete-distribution booms and concrete conveying
tubes as parts of the aforesaid machines; pneumatic of conveyors for thick matter;
concrete mixers (machines); mortar machines, mixers and conveyors for thick matter and
slurry; construction industry robots (machines) and handling machines for feeding,
positioning and transferring; conveyor machines; parts of the aforesaid machines.
【12】Mobile concrete pumps (vehicles); mobile concrete conveyor machines (vehicles)
and parts thereof; running gear for conveyor machines and concrete pumps.
【07】土木機械器具，可動式及び固定式の粘度が高い物質用ポンプ（機械），特にコンク
リートポンプ及びコンクリート分配用ブーム並びにコンクリート運搬チューブ（前述の機械
部品），粘度の高い物質用の空圧式コンベヤー，コンクリートミキサー（機械），モルタル用
機械，粘度の高い物質用及びスラリー用の混合機及びコンベヤー，建設業用ロボット（機
械）並びに供給用・位置決め用及び移送用の取扱い用機械，コンベヤー機械，前記の機
械用の部品
【12】可動式コンクリート用ポンプ（乗物），可動式コンクリート用コンベヤ機械（乗物）及び
【09】Detectors; gauges; sounding apparatus and machines.
【09】検出探知装置（測定機械器具），ゲージ，測深用機械器具

Ｓｕｚｈｏｕ Ｒａｙｃａｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
Ｃｏ．， Ｌｔｄ

2012/7/23 2012-359727 Ｓｅｒｇｉｏ Ｈａｍｅｒｎｉｋ

2012/7/24 2012-359765 Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

2012/7/23 2012-359787

Ｊｏｈｎｓｏｎ Ｃｒｅｅｋ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ，
ＬＬＣ

07,12

マド
プロ:
通常

93

2012/7/25 2012-359791

Ｐｕｔｚｍｅｉｓｔｅｒ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｇｍｂ
Ｈ

09
94

ＲａｄＰａｖｉｓｅ

マド
プロ:
通常

指定商品・役務

09

2012/7/25 2012-359842

※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。

Ｓｕｚｈｏｕ Ｒａｙｃａｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
Ｃｏ．， Ｌｔｄ
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01,09,34

95

§Ｊｏｈｎｓｏｎ Ｃｒｅｅｋ

マド
プロ:
通常

2012/7/23 2012-359929

※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。

Ｊｏｈｎｓｏｎ Ｃｒｅｅｋ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ，
ＬＬＣ

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

指定商品・役務
【01】A propylene glycol-based liquid used in electronic smoking devices to produce the
vapor and supply the flavor.
【09】USB cables for electronic cigarettes; batteries for electronic cigarettes; electronic
cigarette battery chargers for use in vehicles.
【34】Electronic cigarettes; electronic cigarette refill cartridges sold empty; parts for
electronic cigarettes, namely, cones and caps, namely, covers for cartomizers;
cartomizers for electronic cigarettes; electronic cigarette accessories, namely, cases.
【01】蒸気の生産用及び香りの供給用の電子式発煙用装置用のプロピレングリコールを主
原料とする液体
【09】電子たばこ用ＵＳＢケーブル，電子たばこ用蓄電池，乗物内で使用するための電子
たばこ用電池用充電器
【34】電子たばこ，電子たばこの詰め替え用カートリッジ（空のもの），電子たばこの部品、
すなわちコーン及びキャップ、すなわちカートマイザー用カバー，電子たばこ用カートマイ
ザー，電子たばこ付属品、すなわちケース

