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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
12

1

§ｓｔａｒｓｔｅｒ

通常

指定商品・役務
【12】自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び
附属品，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

2012/7/29 2012-061273 有限会社 ｚｎｕｇ ｄｅｓｉｇｎ

02,03,04,05,06,08,0 【02】カナダバルサム，コパール，サンダラック，セラック，松根油，ダンマール，媒染剤，マ
9,10,11,12,14,15,16, スチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ，絵の具，防錆グリース，塗
18,20,21,24,25,26,2 装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・装飾用・印刷用又は美
術用の貴金属はく及び粉
7,28,29,30,32,33,34, 【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
35,36,37,38,39,40,4 剤，洗濯用漂白剤，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、
薫料及び香水類
2,43,45

2

§Ｇ

通常

2012/7/30 2012-061408 株式会社読売新聞東京本社

35

3

§Ｓｍａｌｌ Ｇｉｆｔ Ｂｉｇ Ｓｍｉｌｅ∞
ＳａｎｒｉｏＦｒｉｅｎｄｓｈｉｐＣｌｕｂ＼サン 通常
リオフレンドシップクラブ

2012/7/30 2012-061448 株式会社サンリオ

※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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【04】靴油，保革油，燃料，工業用油，工業用油脂，ろう，ろうそく
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，医療用腕環，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，乳幼児用粉乳
【06】金属製金具，金属製のネームプレート及び標札，金属製郵便受け，アイゼン，カラビ
ナ，ハーケン，金属製彫刻
【08】ピンセット，電気かみそり及び電気バリカン，手動利器，手動工具，エッグスライサー
（電気式のものを除く。），かつお節削り器，角砂糖挟み，缶切，くるみ割り器，スプーン，
チーズスライサー（電気式のものを除く。），ピザカッター（電気式のものを除く。），フォー
ク，糸通し器，チャコ削り器，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
ニキュアセット
【09】火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，業務用テレビゲーム機用プログラム，
写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，電池，携帯電話機用ホル
ダー及びストラップ，携帯電話のストラップに付ける飾り，携帯電話機用ケース，携帯電話
機の表示画面に貼って使用するのぞき見防止用シート，携帯電話機用充電器，電気通信
機械器具及びその部品並びに附属品，電子計算機用マウス及びマウスパッド，ＵＳＢメモ
リ，電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレビゲーム機用プログラム，携帯用
液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，野球用ヘル
メット 運動用保護ヘルメット 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
【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，キャラクター商品の販売に関する企画，キャラク
ター商品の製造事業の企画，キャラクター商品の販売に関する情報の提供，コンピュータ
による会員の顧客管理，統計的情報の提供，インターネットウエブサイトにおけるショッピ
ングモールを介した商品の広告，インターネットウエブサイトにおけるショッピングモールを
介した商品の売買契約の媒介，インターネットウエブサイトにおけるショッピングモールを
介した商品の販売に関する情報の提供，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商
品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被
服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココ
アの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供 自転車の小売又は卸売の業務において行
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No.

商標（見本）

4

5

6

7

商標

ＲＥＤＩＪＥＴ

ＶＥＲＡＥ

種別

優先

通常

§ＦＬＥＥＴＷＯＯＤ ＰＡＲＫ Ｈ
通常
ＯＭＥＳ

インター・ラピス

通常:
標準

出願日

出願番号

2012/7/30 2012-061478

出願人／権利者

区分

【01】プリントヘッドのノズルプレート用の非湿潤コーティング，その他の産業用印刷業界向
け化学品，化学品
【09】プリントヘッドに波形を送波し、プリントヘッド内に液体の動きを引き起こすコンピュー
タソフトウェア，液体を循環させ、プリントヘッド内の気泡・破片の蓄積及び／又はインクの
乾燥及び閉塞を低減させるためのプリンヘッド内部の通路，電子応用機械器具及びその
部品

12

【12】自動車用ホイール，自動車並びにその部品及び附属品

12

【12】住居・住居設備を備えたトレーラー，トレーラーハウス

35

【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータ
データベースへの情報編集，広告用具の貸与，求人情報の提供，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，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，自動車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
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，動力機械器具（陸上の乗物用のものを除く。）及び動力機械器
具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，陸上の乗
【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，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータ
データベースへの情報編集，広告用具の貸与，求人情報の提供，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，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，自動車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
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，動力機械器具（陸上の乗物用のものを除く。）及び動力機械器
具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，陸上の乗

フジフィルム ディマティックス， イン
コーポレイテッド

2012/7/30 2012-061507 株式会社ウェッズ

2012/7/30 2012-061627

有限会社パッションインターナショナ
ル

2012/7/30 2012-061634 株式会社インター・ラピス

35

8

ＩＮＴＥＲ Ｌａ Ｐｅａｃｅ

通常

指定商品・役務

01,09

2012/7/30 2012-061635 株式会社インター・ラピス

※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
35

9

10

§Ａ∞ＡＰＯＬＬＯＮＩＡ

通常

2012/7/30 2012-061636 株式会社インター・ラピス

Ｖｅｎｄｅｒ Ａｓｓｉｓｔ

通常:
標準

2012/7/31 2012-061757 三立工機株式会社

12

09,11,12

11

ＭＵＬＴＩＭＯＤＡＬ ＣＯＭＭＡＮ
ＤＥＲ＼マルチモーダル コマン 通常
ダ

2012/7/31 2012-061759 アルプス電気株式会社

09,11,12

12

ＯＰＴＩＣＡＬ ＣＯＭＭＡＮＤＥＲ＼
通常
オプティカル コマンダ

13

ＲＡＹＩＳＨ

通常:
標準

2012/7/31 2012-061760 アルプス電気株式会社

2012/7/31 2012-061770 トヨタ自動車株式会社

※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。

12
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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，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータ
データベースへの情報編集，広告用具の貸与，求人情報の提供，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，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，自動車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
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，動力機械器具（陸上の乗物用のものを除く。）及び動力機械器
具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，陸上の乗
【12】自動販売機運搬用手押し車，その他の手押し車，荷車，人力車，そり，馬車，リヤ
カー，運搬用台車，乳母車，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並
びにその部品及び附属品，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，陸上の乗物用の機械要素，車椅子
【09】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，電気磁気測定器，電気通信機械器具，電子応用機械
器具及びその部品，乗物用ナビゲーション装置（コンピュータ内蔵のもの），乗物用ナビ
ゲーション装置のコントローラー，自動車用オーディオユニット，自動車用オーディオ機器
のコントローラー，電子計算機の周辺機器
【11】暖冷房装置，冷凍機械器具，電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，乗物用
エアコンディショナー，乗物用エアコンディショナーのコントローラー，乗物の窓の除霜用加
熱装置，乗物の窓の除霜用加熱装置用のコントローラー，空気清浄装置，空気清浄装置
のコントローラー，照明用器具及び装置のコントローラー，暖房装置のコントローラー，空
気冷却装置のコントローラー，換気（空気調和）用の設備及び装置，換気（空気調和）用の
設備及び装置のコントローラー
【12】船舶並びにその部品及び付属品（「エアクッション艇」を除く。），航空機並びにその部
品及び付属品，鉄道車両並びにその部品及び付属品，自動車並びにその部品及びその
付属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び付属品，陸上の乗物用の機械要
【09】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，電気磁気測定器，電気通信機械器具，電子応用機械
器具及びその部品，乗物用ナビゲーション装置（コンピュータ内蔵のもの），乗物用ナビ
ゲーション装置のコントローラー，自動車用オーディオユニット，自動車用オーディオ機器
のコントローラー，電子計算機の周辺機器
【11】暖冷房装置，冷凍機械器具，電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，乗物用
エアコンディショナー，乗物用エアコンディショナーのコントローラー，乗物の窓の除霜用加
熱装置，乗物の窓の除霜用加熱装置用のコントローラー，空気清浄装置，空気清浄装置
のコントローラー，照明用器具及び装置のコントローラー，暖房装置のコントローラー，空
気冷却装置のコントローラー，換気（空気調和）用の設備及び装置，換気（空気調和）用の
設備及び装置のコントローラー
【12】船舶並びにその部品及び付属品（「エアクッション艇」を除く。），航空機並びにその部
品及び付属品，鉄道車両並びにその部品及び付属品，自動車並びにその部品及びその
付属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び付属品，陸上の乗物用の機械要
【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，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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.29～2012.08.04.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

§Ｒｅｄｅｍｐｔｉｏｎ＼Ｃｈｏｐｐｅｒｓ

通常

2012/7/31 2012-061803

15

ＮＥＯ－Ｔ０１ ｓｙｓｔｅｍ

通常:
標準

2012/7/31 2012-061891 住友ゴム工業株式会社

16

17

18

ＮＥＯ－Ｔ０１ ｓｙｓｔｅｍ＼ネオ
ティー

通常

ＣＥＮＴＥＲ ＬＡＳＥＲ ＢＥＡＭ＼
通常
センターレーザービーム

ＲａｄＬｉｎｅ

優先:
標準

12
12

【12】自動車用タイヤ，二輪自動車用タイヤ

12

【12】電動自転車，一輪車・二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，三輪
車，車いす，乗物用盗難警報器，乳母車・人力車・そり・手押し車・荷車・馬車・リヤカー並
びにそれらの部品及び付属品，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片

09,42

【09】放射線検出器並びにその部品及び付属品，原子力及び放射線分野で用いられる、
放射線レベル検出用・分析用・記録用コンピュータソフトウェア，原子力及び放射線分野に
おいて用いられる、インターネットからダウンロード可能な放射線レベル検出用・分析用・
記録用コンピュータソフトウェア，放射線の検出用及び放射線の試験結果の報告用コン
ピュータソフトウェア，原子力及び放射線分野に関するコンピュータソフトウェア，放射線検
出器の分野に関する電子パンフレット及び電子マニュアル形式のダウンロード可能な電子
出版物，電子出版物
【42】大気中および水中の放射能汚染物質の検出サービス，大気中・水中の放射能汚染
物質量の測定，大気中・水中の放射能汚染物質量の測定に関する情報提供及びコンサ
ルティング，放射線検出器の設計および開発，放射線検出器の設計・開発に関する情報
提供及びコンサルティング，原子力・放射線分野における科学的・技術的業務並びにそれ
らに関する研究及び設計，放射能汚染物質の工業上の分析，原子力・放射線分野におけ
る科学的・技術的業務及びそれらに関する研究・設計についての情報提供及びコンサル
ティング，放射能汚染物質の工業上の分析に関する情報提供及びコンサルティング，放

リデンプション エッセ エルレ エッ
レ

14

指定商品・役務
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛
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
【09】水泳用耳栓，潜水用耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），オゾン発生器，電解
槽，検卵器，青写真複写機，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録
機，写真複写機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パン
チカードシステム機械，票数計算機，郵便切手のはり付けチェック装置，駐車場用硬貨作
動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース，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，オートバイ用ヘルメット，保安
用ヘルメット，鉄道用信号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道
路標識，潜水用機械器具，業務用テレビゲーム機用プログラム，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，太陽電池，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，コン
ピュータソフトウェア，電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，科
学用人工衛星，消防車，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，防災頭巾，事
故防護用手袋，サングラス，その他の眼鏡，家庭用テレビゲーム機用プログラム，携帯用
液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，運動用保護
ヘルメット，ウエイトベルト，エアタンク，レギュレーター，メトロノーム，電子楽器用自動演
奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，録音済みのＤＶＤ，録音済みのコン
パクトディスク，その他のレコード，インターネットを利用して受信し、及び保存することがで
きる音楽ファイル，インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイ
ル 録画済みビデオディスク及びビデオテープ 映写フィルム スライドフィルム スライド
【12】自動車用タイヤ，二輪自動車用タイヤ

2012/7/31 2012-061892 住友ゴム工業株式会社

2012/7/31 2012-061931 株式会社ミヤタサイクル

2012/7/31 2012-061943

※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。

ナショナル ニュークリアー ラボラト
リー 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）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35

19

スマイルバスケット

通常:
標準

2012/7/31 2012-062068 株式会社ベネッセコーポレーション

35

20

Ｓｍｉｌｅ＼Ｂａｓｋｅｔ

通常

2012/7/31 2012-062069 株式会社ベネッセコーポレーション

35
21

§ＡＪ∞ＡＦＴＥＲ ＪＡＰＡＮ＼ア
通常
フタージャパン

22

Ｊ－ＴＲＩＰ

通常:
標準

2012/7/31 2012-062070 株式会社アフタージャパン

2012/8/1

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

2012-062165 有限会社ジェイ・スタイル

12

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

指定商品・役務
【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，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，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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，紙類及び文房具の小売
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，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，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
【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，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，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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，紙類及び文房具の小売
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，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，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
【35】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，中
古自動車の販売に関する情報の提供，中古自動車の競売の運営の代理又は代行，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，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，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
【12】二輪自動車・自動車並びにそれらの部品及び付属品
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

23

24

25

26

27

商標（見本）

商標

図形商標

§ＰｏＬｏ＼ＷＨｅｅＬＳ

§ＫＲ＼Ｋａ・Ｒｉｚｚｍａ

§ＲＡＣＩＮＧ＼ＰＯＷＥＲ

Ｗ×Ｂ

種別

通常

通常

通常

通常

通常

出願日

2012/8/1

2012/8/1

2012/8/1

2012/8/1

2012/8/1

※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。

出願番号

2012-062177

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

12

【12】航空機並びにその部品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動
車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け
片，車椅子並びにその部品及び附属品，リヤカー並びにその部品及び附属品，自動車用
タイヤ

12

【12】リム，オートバイ用リム，航空機・自動車・二輪自動車・自転車用リム，自動車用タイ
ヤ・ホイール・リム，ホイール，自動車用ホイールの部品及び附属品，二輪自動車用ホ
イール，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】リム，オートバイ用リム，航空機・自動車・二輪自動車・自転車用リム，自動車用タイ
ヤ・ホイール・リム，ホイール，自動車用ホイールの部品及び附属品，二輪自動車用ホ
イール，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】リム，オートバイ用リム，航空機・自動車・二輪自動車・自転車用リム，自動車用タイ
ヤ・ホイール・リム，ホイール，自動車用ホイールの部品及び附属品，二輪自動車用ホ
イール，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】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，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

シャンドン ジンユ タイヤ カンパ
ニー リミテッド

2012-062203 南機實業股▲分▼有限公司

2012-062204 南機實業股▲分▼有限公司

2012-062205 南機實業股▲分▼有限公司

2012-062279 トヨタ自動車株式会社

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）2012.07.29～2012.08.04.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
14,18,25,35

28

ＣＯＴＴＡＧＥ ＢＹ ＯＰＴＩＴＵＤＥ

通常:
標準

2012/8/1

2012-062334 株式会社ジュン

35,36,41,43

29

させぼ五番街

通常

2012/8/1

2012-062367 有限会社中村商事

30

ＣＡＲ３２１９

通常:
標準

2012/8/1

2012-062385 株式会社スマイルランド

31

カーミニーク

通常:
標準

2012/8/1

2012-062386 株式会社スマイルランド

35
35
35

32

車買取専門店カーミニーク＼Ｃ
通常
ＡＲ３２１９

2012/8/1

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

2012-062387 株式会社スマイルランド

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

指定商品・役務
【14】貴金属，宝玉及びその模造品，キーホルダー，宝石箱，記念カップ，記念たて，身飾
品，時計
【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
【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
【35】織物及び寝具類・被服・履物・かばん類及び袋物・身の回り品・飲食料品・家具・電気
機械器具類・手動利器・手動工具及び金具・台所用品・清掃用具及び洗濯用具・薬剤及
び医療補助品・化粧品・歯磨き及びせっけん類・農耕用品・花及び木・燃料・印刷物・紙類
及び文房具類・運動具・おもちゃ・人形及び娯楽用具・楽器及びレコード・写真機械器具及
び写真材料・時計及び眼鏡・たばこ及び喫煙用具・宝玉及びその模造品の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，糊及び接着剤・靴クリーム及び靴
墨・つやだし剤・植物性天然香料及びその他の香料・におい袋・ポプリ・家庭用手動式ロー
ラーマッサージ器（美容用のものを除く。）・ラベルプリンタ・事務用ラミネーター及び事務用
裁断機・測定機械器具・ショッピングカート・救命用具・スプレー式消火器・携帯用防犯ブ
ザー・防犯用スプレー・防護マスク・金属製包装容器・ガラス製又は陶磁器製の包装容器・
プラスチックス製包装用容器・紙製包装材・布製手さげ付包装用袋・手提げバスケット・買
物かご・家庭用バスケット・皮革製の包装容器・手芸用糸及び毛糸・テープ及びリボン・編
みレース生地及び刺しゅうレース生地・ひも及び革ひも・アイロン台及び霧吹き・ネームプ
レート及び表札・あんどん及びちょうちん・ガスランプ及び石油ランプ並びにその部品及び
付属品・のぼり及び旗・ろうそく・ろうそく消し及びろうそく立て・家庭園芸用の水耕式植物
栽培器・愛玩動物用の小屋・おり・かご・運搬ケース・首輪・リードひも・調教用具・被服・
マット・給水器・トイレ及びトイレ用吸収材・愛玩動物用キャリア・ペーパータオル及びペー
パーナプキン・ウェットティッシュ・ペーパータオル用ディスペンサー・シャワーヘッド・アロマ
テラピー用ポット・タオル掛け・ティッシュペーパー箱カバー・ドアノブ用カバー・ドリンクホル
【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，広告用具の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
【35】経営の診断又は経営に関する助言，フランチャイズ事業の運営及び管理，競売の運
営，自動車・二輪自動車並びにそれらの部品及び附属品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供
【35】経営の診断又は経営に関する助言，フランチャイズ事業の運営及び管理，競売の運
営，自動車・二輪自動車並びにそれらの部品及び附属品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供
【35】経営の診断又は経営に関する助言，フランチャイズ事業の運営及び管理，競売の運
営，自動車・二輪自動車並びにそれらの部品及び附属品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.29～2012.08.04.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

33

図形商標

通常

2012/8/1

2012-062487 株式会社ブリヂストン

12
34

Ｍｏｔｈｅｒ Ｃａｒｔ＼Ｍｏｔｈｅｒ Ｃａｒｔ
通常
Ｓｅｒｖｉｃｅ

2012/8/2

2012-062540 マザーカート・サービス株式会社

09,12

35

ＳＡＦＥＴＹ ＳＨＩＥＬＤ ＴＥＣＨＮ 通常:
ＯＬＯＧＩＥＳ
標準

2012/8/2

2012-062605 日産自動車株式会社

12,19,36,37,40,41,4
2,43

36

ＣＡＲＣＨＩＴＥＣＴＵＲＥ

優先

2012/8/2

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

指定商品・役務
【12】自動車用タイヤ，再生された自動車用タイヤ，自動車タイヤ再生用のトレッドラバー，
自動車タイヤ用台タイヤ，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片
【35】自動車用タイヤの小売又は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
【37】タイヤの再生，自動車用タイヤ・自動車部品の点検又は取付け整備，自動車用タイ
ヤ・自動車部品の修理又は整備，燃料補給作業，タイヤリトレッド保証サービス（予め設定
されたタイヤリトレッド（再生）の回数を保証するサービス），燃費保障サービス（燃費の向
上を保障するサービス）
【12】ベビーカー，チャイルドシート

2012-062642 ダイムラー・アクチェンゲゼルシャフト

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

【09】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，乗物運転技能訓
練用シミュレーター，測定機械器具，監視カメラ用動体検知センサー，圧力分布測定用
シート状触覚センサ，磁気センサー，自動車の車輪の回転数検出用センサー，配電用又
は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電気磁気測定器，磁気センサーを利用した
電気磁気測定器，電気通信機械器具，デジタルカメラ用イメージセンサー，電子応用機械
器具及びその部品，超音波センサ
【12】陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），軸，軸受，軸継ぎ手，ベアリング，動
力伝導装置，アクチュエータ，制動装置，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。），自動車並びにその部品及び附属品，自動車用シ
【12】乗物並びにその部品及び附属品，陸上・空中又は水上の移動用の装置，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。）
【19】金属製でない建築材料，金属製でない建築用硬質管，アスファルト，ピッチ及び歴
青，金属製でない運搬可能な建築物，金属製でないモニュメント，区画表示帯，道路標識
（金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。）
【36】保険サービス並びにそれに関する助言及び情報の提供，財務サービス並びにそれ
に関する助言及び情報の提供，金融サービス並びにそれに関する助言及び情報の提供，
不動産サービス並びにそれに関する助言及び情報の提供，中古自動車の評価並びにこ
れに関する助言及び情報の提供
【37】建設工事，建設工事に関する助言，建設工事に関する情報の提供，修理・整備又は
保守，取付けサービス，乗物並びにその部品及び附属品の修理又は整備
【40】材料の加工又は処理，金属の加工処理，金属材料の塗装処理，金属材料のプレス
加工，金属材料の溶接加工，バッテリー及びその部品の受託による製造，発電機の受託
による製造，燃料電池の受託による製造，燃料電池スタック・燃料電池用改質器の受託に
よる製造，電池並びにその部品及び附属品の受託による製造
【41】教育，訓練の提供，娯楽の提供，娯楽情報の提供，スポーツ及び文化活動，技芸・ス
ポーツ又は知識の教授並びにこれらに関する助言及び情報の提供，職業訓練並びにこ
れに関する助言及び情報の提供，スポーツに関するセミナー・シンポジウム・会議・研修会
の企画・運営又は開催並びにこれらに関する助言及び情報の提供，スポーツの興行の企
画・運営又は開催並びにこれらに関する助言及び情報の提供，運動施設の提供並びにこ
れに関する助言及び情報の提供，文化又は教育のための展示会の運営並びにこれに関
する助言及び情報の提供，図書及び記録の供覧並びにこれに関する助言及び情報の提
供，自動車の展示及びそれに関する情報の提供，美術品の展示及びそれに関する情報
の提供
【42】科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び設計，工業上の分析及
び調査，コンピュータのハードウエア及びソフトウエアの設計・開発又は保守，土木・工学
に関するエンジニアリング 原動機・エンジン・電動機・電池・燃料電池・自動車並びにその
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.29～2012.08.04.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
09,41

37

ＣＯＭＰＥＴＩＴＯＲ

優先

2012/8/2

2012-062660

コンペティター グループ， インコー
ポレイテッド

35

38

§チイ＼コミ

39

ＦａｍｉｌｙＭａｒｔ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ

40

ファミコレ

通常

通常:
標準
通常:
標準

2012/8/2

2012-062663 株式会社 地域新聞社

2012/8/2

2012-062869 株式会社ファミリーマート

2012/8/2

2012-062902 株式会社ファミリーマート

※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。

12
12

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

指定商品・役務
【09】スポーツの分野におけるニュース及び情報を内容とするダウンロード可能なソフト
ウェアアプリケーション，スポーツの分野におけるニュース及び情報を内容とする録画済
みビデオテープ・ＣＤ及びＤＶＤ並びにダウンロード可能な写真並びにビデオファイル及び
オーディオファイル，その他のデジタルメディア，スポーツの分野におけるニュース及び情
報を内容とするニューズレターや雑誌等のダウンロード可能な電子出版物，電子応用機
械器具及びその部品，レコード，インターネットを利用して受信し、及び保存することができ
る音楽ファイル，インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイ
ル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，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
【41】スポーツに関するニュース及び記事を内容とするウェブサイトの提供並びにレースイ
ベント及び関連催事の企画・運営又は開催，ウェブサイトによるデジタル情報の提供，ス
ポーツの分野における優秀さを示すための賞という形での表彰及び報奨金の提供，電子
出版物の提供，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映
画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興
行に関するものを除く。），競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，インターネットによる商品の販売促進及び役務
の提供促進に関する情報の提供，トレーディングスタンプ・クーポン券・ポイント蓄積式カー
ドの発行，トレーディングスタンプの発行・清算・管理又はこれらに関する情報の提供，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，新聞の予約購読の取次ぎ，文書又は磁気
テープのファイリング，広告用具の貸与，求人情報の提供，衣料品・飲食料品及び生活用
品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び
袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料
及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・
コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の
業務において行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
【12】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，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片
【12】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，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）2012.07.29～2012.08.04.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
03,05,35,44

41

§ＨＥＡＬＴＨ＆ＣＯＳＭＥ＼ｔｙｒａｌ
通常
＼ティラル

2012/8/3

2012-062980 株式会社エディオン

03,05,35,44

42

§ＨＥＡＬＴＨ＆ＣＯＳＭＥ＼ｔｙｒａｌ
通常
＼ティラル

2012/8/3

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

2012-062981 株式会社エディオン

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

指定商品・役務
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛
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
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），燻蒸剤（農薬に当たるものに限る。），殺菌剤（農
薬に当たるものに限る。），殺そ剤（農薬に当たるものに限る。），殺虫剤（農薬に当たるも
のに限る。），除草剤，防虫剤（農薬に当たるものに限る。），防腐剤（農薬に当たるものに
限る。），医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生
理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸
当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，乳幼児用粉乳，サ
プリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補助
用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），人工受精用精液
【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
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛
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
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），燻蒸剤（農薬に当たるものに限る。），殺菌剤（農
薬に当たるものに限る。），殺そ剤（農薬に当たるものに限る。），殺虫剤（農薬に当たるも
のに限る。），除草剤，防虫剤（農薬に当たるものに限る。），防腐剤（農薬に当たるものに
限る。），医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生
理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸
当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，乳幼児用粉乳，サ
プリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補助
用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），人工受精用精液
【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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
06,07,12,37,40,42

43

§Ｓｍａｒｔｉ ｈｅａｔｉｎｇ

通常

2012/8/3

2012-062983 株式会社デルタツーリング

44

ＵＮＩ ＢＬＡＤＥ

通常:
標準

2012/8/3

2012-063025 株式会社カーメイト

12
01,02,03,04,05,06,0
7,08,09,10,11,12,13,
14,15,16,17,18,19,2
0,21,22,23,24,25,26,
27,28,29,30,31,32,3
3,34,35,36,37,38,39,
40,41,42,43,44,45

45

“ＨＩＳ ＭＡＳＴＥＲ’Ｓ ＶＯＩＣＥ” 通常

2012/8/3

2012-063040 株式会社ＪＶＣケンウッド

12
46

§ＫＡＩＤＡＮ ＮＯＢＯＲＵＫＵＮ
☆∞ＷＡＴＥＲＢＡＳＥ∞Ｗ

通常

2012/8/3

2012-063128 株式会社ウォーターベース

12
47

立体商標

通常:
立体

2012/8/3

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

指定商品・役務
【06】鉄及び鋼
【07】誘導加熱装置を用いた金属熱処理加工機械器具・金属表面処理加工機械器具・鍛
造機その他の金属加工機械器具
【12】車椅子，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
【37】誘導加熱装置を用いた金属熱処理加工機械器具・金属表面処理加工機械器具・鍛
造機その他の金属加工機械器具の修理又は保守，金属加工機械器具用のプログラムを
記憶させた電子回路又は記憶媒体の修理又は保守，金属加工機械器具の清掃
【40】鉄及び鋼の加工，金属又はプラスチックの表面処理加工，金属の熱処理加工，金属
の鍛造，金属の加工，誘導加熱装置を用いた金属熱処理加工機械器具・金属表面処理
加工機械器具・鍛造機その他の金属加工機械器具の貸与又はこれらに関する情報の提
供
【42】誘導加熱装置を用いた金属熱処理加工機械器具・金属表面処理加工機械器具・鍛
造機その他の金属加工機械器具の設計，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含
む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，金属加工機械器具の性能・操作
方法などに関する紹介及び説明，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操
【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
【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，
肥料，陶磁器用釉薬，塗装用パテ，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，写真材料，試
験紙，人工甘味料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
【02】カナダバルサム，コパール，サンダラック，松根油，セラック，ダンマール，媒染剤，腐
蝕防止剤，防錆剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ，絵の
具，防錆グリース，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・
装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
【03】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
【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，燃料，工業用油，工業用油脂，ろう，ランプ用灯しん，ろ
うそく
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，乳幼児用粉乳，
サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補
助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），人工受精用精液
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除
く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発
光式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵
槽類 いかり 金属製輸送用コンテナ かな床 はちの巣 金属製金具 ワイヤロープ 金
【12】階段昇降車並びにその部品及び付属品，乳母車，人力車，そり，手押し車，荷車，馬
車，リヤカー

2012-063129 株式会社ウォーターベース

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

【12】階段昇降車並びにその部品及び付属品，乳母車，手押し車，荷車，車いす
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

48

商標（見本）

商標

種別

出願日

2012/8/3

出願番号

出願人／権利者

ＳＴＡｎＣＥ

通常

49

カーポートマルゼン

通常:
標準

2012/8/3

2012-063243 株式会社カーポートマルゼン

50

ＢＡＤＸ

通常:
標準

2012/8/3

2012-063244 株式会社カーポートマルゼン

区分

【12】自動車並びにその部品及び附属品，自動車の座席カバー，二輪自動車・自転車並び
にそれらの部品及び附属品，軸，軸受，軸継ぎ手，ベアリング，動力伝導装置，緩衝器，
ばね，制動装置，乗物用盗難警報器

35,37

【35】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，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，中古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
【37】自動車の車体の修理，自動車のタイヤの取付及び修理，自動車の修理又は整備
【35】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，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，中古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
【35】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，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，中古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
【37】自動車の車体の修理，自動車のタイヤの取付及び修理，自動車の修理又は整備

2012-063242 株式会社コーリン・プロジェクト

35

35,37
51

§ｍ＼ＣＡＲ ＰＯＲＴ

通常

2012/8/3

2012-063245 株式会社カーポートマルゼン

35

通常:
標準

52

ピンポイントマッスルズ

53

§ＴＩＲＥ ＦＲＯＧ＼タイヤフロッ
グ∞ＴＩＲＥ ＦＲＯＧ＼ＦＡＳＴ Ｓ
ＥＲＶＩＣＥ ＆ ＬＯＷ ＰＲＩＣＥ 通常
∞タイヤフロッグ＼ＦＡＳＴ ＳＥ
ＲＶＩＣＥ ＆ ＬＯＷ ＰＲＩＣＥ

2012/8/3

2012-063379 遠藤 大次郎

35
2012/7/30 2012-065538 株式会社ＡＳＴＯＲＹ

※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/

【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，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータ
データベースへの情報編集，広告用具の貸与，求人情報の提供，織物及び寝具類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，燃料の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供 運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
【35】タイヤ
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

54

55

56

57

商標（見本）

商標

種別

§ＡＳＴＯＲＹ アストリー∞ＡＳＴ
通常
ＯＲＹ

§ＤＵＲＵＮ ドゥラン∞ＤＵＲＵ
通常
Ｎ・

ＭＡＬＴＡ マルタ

§ＭＡＳＴＡＲＵＷＡ

通常

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
【35】タイヤ

12

【12】タイヤ

12

【12】タイヤ

06,20,28

【06】金属製のネームプレート及び標札、金属製新聞受け、金属製郵便受け、金属製フッ
ク、金属製立て看板、金属製彫刻及び置物、金属製造形品、金属製収納箱、金属製建
具、金属製キーホルダー、金属製トークン、金属製記念たて、金属製記念カップ、金属製
身飾品（「カフスボタン」を除く）、チェーン、ネクタイピン、ネックレス、ブレスレット、ブロー
チ、ペンダント、ロケット、メダル、金属製バッジ、金属製靴飾り、金属製の時計、金属製
ピック、金属製カレンダー、金属製カタログ、金属製時刻表、金属製地図、金属製ついた
て、金属製びょうぶ、
【20】金属製椅子、金属製ラック、金属製陳列棚、金属製うちわ、金属製扇子、金属製ベン
チ、金属製おもちゃ箱、金属製ショーケース、ブックスタンド、金属製家具、金属製事務用
家具、
【35】広告，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，輸出入に関する事務の代理又は代行，電気自動車・電気三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
【39】電気自動車・電気二輪自動車などの電気車両による輸送，電気自動車・電気二輪自
動車などの電気車両に対する充電のための電気の供給，駐車場の提供，駐車場の管
理，電気自動車・電気三輪自動車・電気二輪自動車の貸与，電気自転車の貸与，機械式
駐車場の貸与
【42】電気自動車・電気二輪自動車などの電気車両に用いる機械・装置若しくは器具（これ
らの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，電気自動車・電気
二輪自動車などの電気車両に関するデザインの考案，電気自動車・電気二輪自動車など
の電気車両に関する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電気自動車・電気
二輪自動車などの電気車両その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の
専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説
明，電気自動車・電気二輪自動車などの電気車両に用いる電気に関する試験又は研究，
【09】電子応用機械器具及びその部品
【11】発光ダイオードを用いた照明器具
【12】自動車の部品及び附属品

2012/7/30 2012-065539 株式会社ＡＳＴＯＲＹ

2012/7/30 2012-065540 株式会社ＡＳＴＯＲＹ

2012/7/30 2012-065556 株式会社ＡＳＴＯＲＹ

2012/8/1

2012-065801 株式会社丸和製作所

35,39,42

58

ｅｃｏｍｏ

通常:
標準

2012/7/31 2012-065834 株式会社ｅｃｏｍｏ

09,11,12
59

§ＭＫＳＤ

通常

指定商品・役務

35

2012/8/1

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

2012-066076 三笠電子工業株式会社

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）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

60

61

62

63

64

65

商標（見本）

商標

ＲＡＵＨ‐Ｗｅｌｔ＼ＢＥＧＲＩＦＦ

ＲＷＢ

種別

通常

通常

Ｓｈａｋｏｔａｎ

通常

ＡＮＧＬＥ ＡＮＤ ＣＵＲＶＥ

マド
プロ:
通常:
標準

ＢｉＬＥＤ

マド
プロ:
通常:
標準

ＩＢＭ ＦＬＥＸ ＳＹＳＴＥＭ ＭＡ
ＮＡＧＥＲ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

2012/8/3

2012/8/3

2012/8/3

2012/8/3

2012/8/1

出願番号

区分

指定商品・役務

12,25

【12】カーダンパー，自動車並びにその部品及び附属品
【25】被服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

12,25

【12】カーダンパー，自動車並びにその部品及び附属品
【25】被服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

12,25

【12】カーダンパー，自動車並びにその部品及び附属品
【25】被服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

09

【09】Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; recording
discs; audio equipment; headphones; music headphones; plug adaptors for headphones;
stereo headphones; earphones; sunglasses; sunglasses and spectacles; cases for
sunglasses.
【09】音響又は映像の記録用，送信用又は再生用の装置，記録用のディスク，オーディオ
装置，ヘッドホーン，音楽用ヘッドホーン，ヘッドホン用プラグアダプター，ステレオ方式の
ヘッドフォン，イヤホーン，サングラス，サングラス及び眼鏡，サングラス用ケース

09,11

【09】Signaling apparatus.
【11】Lighting apparatus; projectors.
【09】信号装置
【11】照明器具，映写機

09,42

【09】Computers; computing equipment, namely magnetic tape units (for computers),
magnetic tapes, printed circuits, integrated circuits, computer keyboards, compact disks
(audio-video), optical disks, couplers (for computers), floppy disks, magnetic data media,
video screens, scanners, printers for use with computers, interfaces (for computers),
readers (for computers), computer software (recorded programs), microprocessors,
modems, monitors (computer hardware), computers, computer memories, computer
peripheral devices, recorded computer programs and software; adapters for computers;
computer components; data processing equipment; semiconductors; electronic data
media that can be processed by machine; magnetic disks; hard disk drives; tape
recorders; calculating machines; cash registers; facsimile machines; video recorders;
videotapes; electric cells and electric batteries; computer chips; boards for integrated
circuits; computer accessories, namely communication servers; carrying cases for

2012-066417 中井 啓

2012-066418 中井 啓

2012-066463 一樂 智也

2012-357328

ＢＬＡＤＯＮ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＬＩＭＩ
ＴＥＤ

2012-357397 ＶＡＬＥＯ ＶＩＳＩＯＮ

2012/7/30 2012-357739

※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。

出願人／権利者

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｍａｃｈｉｎ
ｅｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

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）2012.07.29～2012.08.04.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
07,11

66

Ｗ∞ＷＥＩＧＵＡｎＧ

マド
プロ:
通常

2012/8/2

2012-357852

Ｈａｎｇｚｈｏｕ Ｗｅｉｇｕａｎｇ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉ
ｃ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

03,09,18,25,35

67

§ＧＡＲＣｉＡ

マド
プロ:
通常

Ｚ２

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/31 2012-357872 Ｇａｒｃｉａ Ｂ．Ｖ．

09
68

2012/7/31 2012-358036 Ｚ２ＬＩＶＥ， Ｉｎｃ

09
69

Ｍｅｔａｌ Ｓｋｉｎ

マド
プロ:
通常

ＳＣＵＬＰＴ

マド
プロ:
通常:
標準

Ｓｈａｎｇｈａｉ ＹＡＯ－ＣＨＵＡＮ ＩＮＦＯ
2012/7/31 2012-358064 ＲＭＡＴＩＯＮ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ Ｃ
Ｏ．， ＬＴＤ．
09

70

2012/8/2

ＰＲＩＳＭＣＵＢＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/3

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

【09】Electronic tags for goods; computer software (recorded); integrated circuit cards
(smart cards); computer programs (downloadable software); antennas; transmitters of
electronic signals; printed circuits; bar code readers; data processing apparatus; couplers
(data processing equipment).
【09】商品用電子タグ，コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体，ＩＣカード（スマー
トカード），電子計算機用プログラム（電気通信回線を通じてダウンロードにより販売される
ものを含む。），アンテナ，電子信号送信機，プリント回路，バーコードリーダー，データ処
理装置，データ処理装置用カプラー
【09】Computer peripherals.
【09】コンピュータ周辺機器

2012-358144 Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

09
71

指定商品・役務
【07】Fans for motors and engines; dynamos; stators (parts of machines); bicycle
dynamos; radiators (cooling) for motors and engines; blowing engines; compressors for
refrigerators; hydraulic engines and motors; starters for motors and engines.
【11】Freezers; ice machines and apparatus; cooling appliances and installations; air
cooling apparatus; air driers; air conditioning installations; fans (air-conditioning); fans
(parts of air conditioning installations); extractor hoods for kitchens.
【07】原動機用ファン，発電機，動力機械用・風水力機械用・電気機械用固定子，自転車
用発電機，原動機用ラジエーター，送風機，冷却装置用圧縮機，水圧機関及び水力原動
機，原動機用スターター
【11】フリーザー，製氷用装置，冷却用の器具及び設備，空気冷却装置，除湿器，空気調
和設備，換気扇，ファン（空気調和装置の部品），厨房用レンジフード
【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.
【09】Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting, distributing, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers; fire-extinguishing apparatus.
【18】Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not
included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.
【09】Computer game programs; computer game software downloadable from a global
computer network; computer game software for use on mobile and cellular phones.
【09】電子計算機用ゲームプログラム，グローバルコンピュータネットワークからダウンロー
ド可能なコンピュータゲーム用ソフトウエア，移動電話及び携帯電話用のコンピュータゲー
ムソフトウエア

2012-358145 Ｍａｒｕｓｙｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

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

【09】DVD players; television receivers; audio-video receivers; sound recording apparatus
and instruments; sound recording discs; portable media players; compact disk players;
apparatus for the recording, transmission or reproduction of sound and images.
【09】ＤＶＤプレーヤー，テレビジョン受像機，音声・映像受信機，音響記録用機器，録音磁
気・光ディスク，ポータブルメディアプレイヤー，コンパクトディスクプレーヤー，音響及び映
像の記録用・送信用又は再生用の装置
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.07.29～2012.08.04.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

72

ＴＯＳＩＢＯＸ

マド
プロ:
通常:
標準

ＷＥＤＧＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/30 2012-358148 Ｔｏｓｉｂｏｘ Ｏｙ

09
73

2012/8/2

2012-358151 Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

09,16,28

74

ＰＯＷＥＲ ＴＡＴＴＯＯ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/3

2012-358164

ＳＡＵＴＴＥＲ Ｂｒｕｎｏ
ＲＯＵＤＹ Ｌｕｄｏｖｉｃ

01,09,11,17,40

75

ＣＯＥＬＵＸ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/2

2012-358338 ＬＩＧＨＴ ＩＮ ＬＩＧＨＴ ＳＲＬ

11
76

▲豪▼▲邁▼＼Ｈａｏｍａｉ

マド
プロ:
通常

2012/8/2

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

指定商品・役務
【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.
【09】科学用・航海用・測量用・写真用・映画用・光学用・計量用・測定用・信号用・検査（監
視）用・救命用及び教育用の機器，伝導用・開閉用・変圧用・蓄電用・調整用又は制御用
の電気機器，音響又は映像の記録用・送信用又は再生用の装置，磁気データ記録媒体，
記録用のディスク，コンパクトディスク，ＤＶＤ及び他のデジタル式記録媒体，硬貨作動式
【09】Computer peripherals.
【09】コンピュータ周辺機器

Ｙａｎｃｈｅｎｇ Ｈａｏｍａｉ Ｌｉｇｈｔｉｎｇ Ｓ
2012-358416 ｃｉｅｎｃｅ ＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．，
Ｌｔｄ．

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

【09】Gameware; software (recorded programs).
【16】Printed matter; bookbinding material; photographs; stationery adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; printing type; printing blocks; paper;
cardboard; boxes of cardboard or paper; posters; albums; cards; books; newspapers;
prospectuses; pamphlets; calendars; paintings (pictures), framed or unframed; watercolors
[paints]; patterns for dressmaking; graphic prints; drawing instruments; handkerchiefs of
paper; face towels of paper; table linen of paper; bags and small bags (envelopes,
pouches) of paper or plastics for packaging; garbage bags of paper or of plastics.
【28】Games, toys; apparatus for physical education or gymnastics; balls for games or play
balloons; playing cards or board games; sailboards or surf boards.
【09】ゲーム製品，コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体
【16】印刷物，製本用材料，写真，文房具用又は家庭用の文房具としての接着剤，美術用
材料（文房具），活字，印刷用ブロック，紙，厚紙，厚紙製又は紙製の箱，ポスター，アルバ
ム，カード，書籍，新聞，説明書，パンフレット，カレンダー，絵画（額に入っているもの又は
入っていないもの。），水彩画，洋裁用型紙，グラフィック印刷物，製図用具，紙製ハンカ
チ，紙製顔ふきタオル，紙製テーブルリネン，包装用の紙製又はプラスチック製の袋及び
【01】Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture,
horticulture and forestry; Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; Manures;
Fire extinguishing compositions; Tempering and soldering preparations; Chemical
substances for preserving foodstuffs; Tanning substances; Adhesives used in industry.
【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】Lamps; electric lamps; incandescent burners; car lights; lights for automobiles.
【11】ランプ，電球，白熱バーナー，自動車用ライト，自動車用ライト
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No.

77

78

商標（見本）

商標

ＧＡＬＡＣＴＩＣ ＲＥＩＧＮ

ＳＷＩＳＳＭＡＲ

種別
マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

2012/8/2

出願番号

出願人／権利者

区分

【09】Video game software.
【41】Providing a website through which people locate information about video games;
entertainment services, namely, providing online video games.
【09】ビデオゲーム用ソフトウエア
【41】人々がビデオゲームについての情報を検索するウェブサイトの提供，娯楽の提供、
すなわちビデオゲームのオンラインによる提供

08,11,21

【08】Hand tools and hand-held implements for household purposes, namely cheese
knives, slicing knives, peelers, knives for peeling vegetables, knives for cutting
vegetables, can openers, rollers, spatulas, tongs, knives, choppers, fondue forks, all these
goods are from Switzerland.
【11】Kitchen apparatus for household purposes, namely fondue and raclette warmers and
ovens, all these goods are from Switzerland.
【21】Household or kitchen utensils and containers, namely salt mills, pepper mills, salt
cellars, pepper pots, cheese graters, girolles, peeling utensils, garlic presses, bottle
openers, spatulas, spreaders, brushes, graters, cheese service set; wine and cocktail
accessories, namely corkscrews, vacuum pumps for wine and Champagne, bottle
stoppers, wine coolers, foil cutters, decanters, mixers, shakers and bar utensils;
saucepans and utensils, namely fondue pots, sets of utensils for fondue, meat fondue or
fish fondue; all the aforementioned goods are not included in other classes and are from
【01】Chemical or biological products for the sciences, especially for detecting, identifying,
quantifying and genotyping microbial agents, in particular viruses, bacteria, parasites,
molds.
【05】Diagnostic products for medical or veterinary use, biological or chemical
preparations for pharmaceutical or veterinary use.
【09】Apparatus and instruments for detecting, identifying, quantifying and genotyping
microbial agents, in particular viruses, bacteria, parasites, molds, especially in the fields
of agro-food, the environment and public health, especially with regard to animal health,
hygiene and safety.
【42】Biological and bacteriological analysis, scientific expertise, scientific auditng,
scientific research and scientific consulting services, particularly relating to microbial
agents and virology intended for the agro-food, environmental and public health fields,
【09】Low-light amplifiers; image intensifier tubes for low-light levels; infrared heat source
and radiation sensors; night vision equipment; night visibility apparatus; day/night digital
cameras; neutron or gamma sensors; all intended for civil and military applications.
【10】Electronic, optoelectronic and optical apparatus and components and devices in
connection with medical imaging and testing, excuding built-in powered telescopic
systems, excluding implantable bone-growth systems; excluding active intramedullary
nails, fully implantable, for extending and correcting extremities .
【42】Evaluations, assessments and research in the fields of science, technology and
industry (optoelectronics, optics, electronics, microchannel plates, glass fibers for the
transfer of signals), provided by engineers; services for the design of new products in
connection with optoelectronics, optics, electronics, microchannel plates, optical
components and interfaces using glass drawing technologies for the transfer of signals,
【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 disks;
compact discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers;
software; fire-extinguishing apparatus; transport cases for portable electronic devices;
carrying cases for computers; spectacle cases; containers for contact lenses; USB flash
drives.
【14】Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith
not included in other classes; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments; key rings [trinkets or fobs].

2012-358452 Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

2012/7/30 2012-358502 Ｓｗｉｓｓｍａｒ Ｌｔｄ

01,05,09,42

79

§ｃｅｅｒａｍＴＯＯＬＳ

マド
プロ:
通常

ＣＥＮＴＲＥ ＥＵＲＯＰＥＥＮ Ｄ’ＥＸＰ
ＥＲＴＩＳＥ ＥＴ ＤＥ ＲＥＣＨＥＲＣＨＥ
2012/7/30 2012-358508 ＳＵＲ ＬＥＳ ＡＧＥＮＴＳ ＭＩＣＲＯＢＩ
ＥＮＳ， ＥＴ ＰＡＲ ＡＢＲＥＶＩＡＴＩＯ
Ｎ ＣＥＥＲＡＭ

09,10,42

80

ＩＮＴＥＮＳ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/30 2012-358513 ＰＨＯＴＯＮＩＳ ＦＲＡＮＣＥ

09,14,16,18,20,24,2
5,26

81

マド
ＥＸ－ＬＩＢＲＩＳ ＢＹ ＯＬＹＭＰＩＡ プロ:
通常:
ＬＥ－ＴＡＮ
標準

2012/7/30 2012-358517 ＯＬＹＭＰＩＡ ＬＥ－ＴＡＮ ＳＡＲＬ

※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

09,41

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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No.

82

83

84

85

86

87

88

商標（見本）

商標

種別

ＨｅｌｉｏＭｅｔ

マド
プロ:
通常:
標準

ＭｉｃｒｏＭｅｔ

マド
プロ:
通常:
標準

Ｒ‐Ｍｅｔ

マド
プロ:
通常:
標準

ＤｉａＭｅｔ

マド
プロ:
通常:
標準

ＶｉｄｅｏＭｅｔ

マド
プロ:
通常:
標準

ＤｕｒｏＭｅｔ

マド
プロ:
通常:
標準

§ＷＯＣＯＬ

マド
プロ:
通常

出願日

2012/8/3

2012/8/3

2012/8/3

2012/8/3

2012/8/3

2012/8/3

2012/8/2

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

出願番号

2012-358645

2012-358646

2012-358647

2012-358648

2012-358649

2012-358650

2012-358684

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

09

【09】Measuring apparatus.
【09】測定装置

09

【09】Measuring apparatus.
【09】測定装置

09

【09】Measuring apparatus.
【09】測定装置

09

【09】Measuring apparatus.
【09】測定装置

09

【09】Measuring apparatus.
【09】測定装置

09

【09】Measuring apparatus.
【09】測定装置

09

【09】Batteries for lighting; chargers for electric batteries; galvanic cells; galvanic
batteries; accumulators, electric; solar batteries; batteries, electric.
【09】点灯用電池，電池用充電器，ガルヴァーニ電池，ガルヴァーニ電池，蓄電池，太陽電
池，蓄電池

Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｆａｂｒｉｋ ＫＡＳＰＡＲ ＷＡ
ＬＴＥＲ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｆａｂｒｉｋ ＫＡＳＰＡＲ ＷＡ
ＬＴＥＲ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｆａｂｒｉｋ ＫＡＳＰＡＲ ＷＡ
ＬＴＥＲ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｆａｂｒｉｋ ＫＡＳＰＡＲ ＷＡ
ＬＴＥＲ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｆａｂｒｉｋ ＫＡＳＰＡＲ ＷＡ
ＬＴＥＲ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｆａｂｒｉｋ ＫＡＳＰＡＲ ＷＡ
ＬＴＥＲ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

ＧＵＡＮＧＤＯＮＧ ＰＩＳＥＮ ＥＬＥＣＴ
ＲＩＣ ＣＯ．， ＬＴＤ．

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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No.

89

90

91

商標（見本）

商標

§Ｊ∞Ｇ

種別
マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常

マド
￠ｌｅｇａｌ＼Ｌｅ Ｇｏｕｔ∞Ｌ’ＥＳＰ
プロ:
ＲＥＳＳＯ＼ＳＥＮＳＵＡＬＥ
通常

出願日

2012/8/2

2012/8/2

2012/8/1

出願番号

出願人／権利者

区分

【06】Junctions of metal for pipes; pipework of metal; pipe muffs of metal; sleeves (metal
hardware); casings of metal for oil wells.
【06】管用金属製接続具，金属製配管パイプ，管用金属製筒形継手，金属製スリーブ，油
井用金属製ケーシング

09

【09】Detectors; measuring instruments; sounding apparatus and machines; chemistry
apparatus and instruments; transformers (electricity); electric installations for the remote
control of industrial operations; electric apparatus for commutation; lightning arresters;
anodes; switchboxes (electricity).
【09】検出探知装置（測定機械器具），測定用具，測深用機械器具，化学研究室用機械器
具，変圧器（電気用のもの），電気的遠隔制御装置，整流用電気装置，避雷器，陽極，配
電箱

07,11,30,43

【07】Automatic coffee and coffee capsule dispensers.
【11】Heating and cooking apparatus; apparatus for heating and foaming milk; electric
apparatus for preparing beverages; electric percolators, coffeepots and coffee machines;
parts and component parts for all the aforesaid goods.
【30】Coffee, coffee extracts, artificial coffee, coffee-based beverages and preparations
for making these beverages, unroasted coffee, roasted coffee, soluble (instant) coffee,
coffee flavorings, vegetal preparations for use as coffee substitutes, coffee beverages
with milk.
【43】Coffee shops; cafeterias; canteens; fast food restaurants and snack bars; Providing
food and drink (meals).
【07】コーヒー用及びコーヒーカプセル用の自動式ディスペンサー
【11】暖房用及び調理用の機器，牛乳の加熱用及び牛乳の泡立て用機器，飲料調製用電
気式装置，電気コーヒー沸かし，コーヒーポット及びコーヒーマシン，前述の全ての商品の
部品及び構成部品
【30】コーヒー，コーヒーエキス，代用コーヒー，コーヒーを主原料とする飲料及びこれらの
飲料の製造用の調製品，コーヒー豆，焙煎されたコーヒー，溶けやすい（インスタントの）
コーヒー，コーヒー香味料（精油のものを除く。），植物を原料とする代用コーヒー，ミルク入
りコーヒー飲料
【43】コーヒーショップにおける飲食物の提供，カフェテリアにおける飲食物の提供，簡易食
【07】Automatic coffee and coffee capsule dispensers.
【11】Heating and cooking apparatus; apparatus for heating and foaming milk; electric
apparatus for preparing beverages; electric percolators, coffeepots and coffee machines;
parts and component parts for all the aforesaid goods.
【30】Coffee, coffee extracts, artificial coffee, coffee-based beverages and preparations
for making these beverages, unroasted coffee, roasted coffee, soluble (instant) coffee,
coffee flavorings, vegetal preparations for use as coffee substitutes, coffee beverages
with milk.
【43】Coffee shops; cafeterias; canteens; fast food restaurants and snack bars; Providing
food and drink (meals).
【07】コーヒー用及びコーヒーカプセル用の自動式ディスペンサー
【11】暖房用及び調理用の機器，牛乳の加熱用及び牛乳の泡立て用機器，飲料調製用電
気式装置，電気コーヒー沸かし，コーヒーポット及びコーヒーマシン，前述の全ての商品の
部品及び構成部品
【30】コーヒー，コーヒーエキス，代用コーヒー，コーヒーを主原料とする飲料及びこれらの
飲料の製造用の調製品，コーヒー豆，焙煎されたコーヒー，溶けやすい（インスタントの）
コーヒー，コーヒー香味料（精油のものを除く。），植物を原料とする代用コーヒー，ミルク入
りコーヒー飲料
【43】コーヒーショップにおける飲食物の提供，カフェテリアにおける飲食物の提供，簡易食
【33】Alcoholic beverages (except beers).
【35】The bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the
transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods;
import-export of a variety of goods; advertising; business management; business
administration; office functions (services on behalf of third parties).
【33】アルコール飲料（ビールを除く。）
【35】他人の便宜のために各種商品を揃え（その運搬を除く）、顧客がそれらの商品を見、
かつ、購入するために便宜を図ること，さまざまな商品の輸入・輸出に関する役務の提
供，広告，事業の管理，事業の運営，一般事務処理（第三者のための役務の提供）

ＴＩＡＮＪＩＮ ＪＩＮＧＧＯＮＧ ＳＰＥＣＩＡＬ
2012-358685 ＰＥＴＲＯＬＥＵＭ ＰＩＰＥ ＦＩＴＴＩＮＧＳ
ＣＯ．， ＬＴＤ．

2012-358687

2012-358724

Ｆｕｊｉａｎ Ｃｈａｎｇｌｉａｎ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｃ
ｏ．， Ｌｔｄ．

ＬＥＧＡＬ， ｓｏｃｉeｔe ｐａｒ ａｃｔｉｏｎｓ
ｓｉｍｐｌｉｆｉeｅ

07,11,30,43

92

マド
プロ:
通常

2012/8/1

2012-358796

ＬＥＧＡＬ， ｓｏｃｉeｔe ｐａｒ ａｃｔｉｏｎｓ
ｓｉｍｐｌｉｆｉeｅ

33,35

93

マド
プロ:
通常

2012/8/2

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

指定商品・役務

06

2012-358946 Ｅｍｐｓｏｎ ＆ Ｃｏ． Ｓ．ｐ．Ａ．

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

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
33,35

94

ＮＥＩＬ ＥＭＰＳＯＮ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/2

2012-358947 Ｅｍｐｓｏｎ ＆ Ｃｏ． Ｓ．ｐ．Ａ．

35

95

ＪＵＳＴ ＯＮＥ ＥＹＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/1

2012-358998 ＲＵＳＳＯ Ｐａｏｌａ， Ｒｏｓａ， Ｍａｒｉａ

09
96

§ＯｍｎｉＧＩＳ

マド
プロ:
通常

2012/8/1

2012-359098 Ｏｍｎｉｐｒｏｂｅ， Ｉｎｃ．

09

97

ＳＯＵＮＤＳＨＡＲＥ

マド
プロ:
通常

2012/8/1

2012-359101

ＳＡＭＳＵＮＧ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ Ｃ
Ｏ．， ＬＴＤ．

09,28

98

ＴＨＲＵＳＴＭＡＳＴＥＲ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/2

2012-359126 Ｇｕｉｌｌｅｍｏｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｓ．Ａ．

09
99

Ｓｕｎ－Ｅａｒｔｈ

マド
プロ:
通常

2012/7/31 2012-359214

※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。

ＳＵＮ ＥＡＲＴＨ ＳＯＬＡＲ ＰＯＷＥＲ
ＣＯ．， ＬＴＤ．

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

指定商品・役務
【33】Alcoholic beverages (except beers).
【35】The bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the
transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods;
import-export of a variety of goods; advertising; business management; business
administration; office functions (services on behalf of third parties).
【33】アルコール飲料（ビールを除く。）
【35】他人の便宜のために各種商品を揃え（その運搬を除く）、顧客がそれらの商品を見、
かつ、購入するために便宜を図ること，さまざまな商品の輸入・輸出に関する役務の提
供，広告，事業の管理，事業の運営，一般事務処理（第三者のための役務の提供）
【35】Services for the retail sale of soap, perfume and perfumery products, essential oils,
cosmetics, make-up products, transportable metal constructions, boxes of common
metal, metal caskets, door knobs (handles) of metal, works of art of common metal,
statues or figurines (statuettes) of common metal, non-electric cutlery, forks and
spoons, eyewear items, eyeglasses (optics), sunglasses, lighting apparatus, lighting
fixtures, flashlights, lamp shades, lamp shade holders, lamp glasses, valves and fittings,
apparatus for locomotion by land, cycles, bicycles, strollers, jewelry, precious stones,
horological and chronometric instruments, precious metals and alloys thereof other than
for dental use, coins, works of art of precious metal, jewelry, jewelry caskets, boxes of
precious metal, watch cases, bracelets, chains, springs or glasses, novelty key holders,
statues or figurines (statuettes) of precious metal, cases or caskets for watchmaking,
medals, musical instruments, cases for musical instruments, music stands, print products,
【09】Gas injection apparatus for use in energetic beam microscopes and application
software for the operation of such gas injection apparatus.
【09】エネルギービーム顕微鏡用のガス注入用機器及び当該ガス注入用機器の操作用の
アプリケーションソフトウエア

【09】DVD players; television receivers; digital cameras; digital set-top boxes; computer
software for instant messaging, sending and receiving emails and contact information,
schedule sharing and contents sharing service; computer software embedded on portable
phones and/or portable computers that allows users to play and download electronic
games, listen to and download ring tones and music, and view and download screen
savers and wallpapers; audio equipments consisting of stereo audio speakers, built-in
wireless communication receivers and docks for use with portable electronic apparatus,
namely, electronic book readers, tablet computers, mp3 players, mp4 players, mobile
phones, and smartphones; computer software to enable authoring, posting, uploading,
downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing,
storing, organizing, showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise providing
electronic media or information over the Internet or other communications network;
【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 or optical
discs; compact disks, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers; calculating machines; data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus; computer game software; software (recorded
programs); computer peripheral devices; electric batteries; detectors; electric wires;
electric relays; diving suits, gloves or masks; clothing for protection against accidents,
irradiation and fire; protection devices for personal use against accidents; spectacles
【09】Solar cells; monocrystalline silicon wafers; polycrystalline silicon wafers; electric
junction boxes.
【09】太陽電池，単結晶シリコンウエハー，多結晶シリコンウェハー，電気用接続箱
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商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
01,09,42

100

ＨｅｌｉｏＬａｓｅｒ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/3

2012-359232

Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｆａｂｒｉｋ ＫＡＳＰＡＲ ＷＡ
ＬＴＥＲ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

35

マド
プロ:
通常

101

2012/7/30 2012-359267 ａｒｔＦｉｄｏ Ｐｔｙ Ｌｔｄ

09,42

102

ＲｅａｄＣｕｂｅ

マド
プロ:
通常:
標準

ＰＯＷＥＲＴＲＥＡＴ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/30 2012-359357 Ｌａｂｔｉｖａ Ｉｎｃ．

01,09
103

2012/8/1

2012-359417 Ｇｅｎｅｒａｌ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｃｏｍｐａｎｙ

09
104

ＯＮＹＸ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/1

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

2012-359418 Ｃｏｈｅｒｅｎｔ， Ｉｎｃ．

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

指定商品・役務
【01】Industrial chemicals; industrial chemicals for treatment of surfaces of gravure
cylinders, namely for chroming, for de-chroming, for alkaline pre-copper plating, for
decopperizing, for copper plating, for silvering, for nickel plating, for zinc plating, for
dissolving a graved copper layer, for plating of aluminum cylinders, for removing metal
particles.
【09】Lasers, not for medical purposes.
【42】Research and development of chemical processes for de-chroming, for treatment of
surfaces of gravure cylinders, namely for chroming, for de-chroming, for alkaline precopper plating, for decopperizing, for copper plating, for silvering, for nickel plating, for
zinc plating, for dissolving a graved copper layer, for plating of aluminum cylinders, for
removing metal particles.
【01】工業用化学品，グラビアシリンダーの表面処理用の工業用化学品、すなわちクロム
処理用・クロムめっき剥し用・ｐｒｅ（前処理用の？）アルカリ銅メッキ用・脱銅化用・銅メッキ
用・銀メッキ用・ニッケルメッキ用・亜鉛メッキ用・刻まれた銅の層の分解用・アルミニウム
シリンダーのめっき用・金属粒子除去用のもの
【09】レーザー光発生装置（医療用のものを除く。）
【42】クロムグラビアシリンダーめっき剥し用・表面処理用の化学的工程の研究及び開発、
【35】Auctioneering; advertising; business management; business administration; office
functions; provision of space on websites for advertising goods and services; business
advisory services, promotional services and information services; direct mail advertising;
marketing services; business advisory and information services provided online from a
computer database or the Internet; retail services; providing online marketplaces for
buyers and sellers of goods and services; providing online marketplaces for buyers and
sellers to browse, buy and sell goods and services; providing evaluative feedback and
ratings of a seller's goods and services, buyer's and seller's performance, and overall
experience in connection with their interactions with each other; providing a searchable
online advertising guide featuring the goods and services of online vendors; providing a
searchable online evaluation database for buyers and sellers; promoting the goods and
services of others.
【09】Downloadable computer software for organizing, aggregating, parsing, filtering,
analyzing, indexing, finding, searching, retrieving, managing, reading, annotating, editing,
linking, connecting, sharing, recommending, exchanging, selling, renting, information,
metadata, data, text, video, and images.
【42】Providing temporary use of on-line non-downloadable software for organizing,
aggregating, parsing, filtering, analyzing, indexing, finding, searching, retrieving, managing,
reading, annotating, editing, linking, connecting, sharing, recommending, exchanging,
selling, renting, information, metadata, data, text, video, and images.
【09】情報・メタデータ・データ・テキスト・ビデオ及び映像の構築用・合計用・構文解析用・
フィルター用・分析用・索引付け用・発見用・検索用・取得用・管理用・読み取り用・注釈
用・編集用・リンク用・接続用・共有用・推薦用・交換用・販売用・貸与用のダウンロード可
能なコンピュータソフトウエア
【42】情報・メタデータ・データ・テキスト・ビデオ及び映像の構築用・合計用・構文解析用・
フィルター用・分析用・索引付け用・発見用・検索用・取得用・管理用・読み取り用・注釈
用・編集用・リンク用・接続用・共有用・推薦用・交換用・販売用・貸与用のダウンロードで
きないソフトウエアのオンラインによる一時的使用の提供
【01】Chemicals for use in treating power generating and steam generating systems, gas
scrubbers, cooling systems, coal handling and storage systems, ash handling systems,
influent and effluent water treatment systems.
【09】Predictive and modeling software programs for use in the treatment of fuel and in
fuel combustion systems.
【01】発電用及び蒸気発生用システム・ガス浄化装置・冷却用システム・石炭処理用及び
保存用システム・灰の処理用システム・流入水及び流出水の処理用システムの取り扱い
用の化学品
【09】燃料の処理用及び燃料燃焼用システム用の予測用及び模型製作用ソフトウ
【09】Laser
equipment for non-medical purposes; laser pump bars; laser pump arrays;アプロ
laser micro channel cooled package comprised of lasers and laser pump arrays.
【09】レーザー装置（医療用のものを除く。），レーザーポンプバー，レーザーポンプアレイ，
レーザー装置及びレーザーポンプアレイからなるレーザーマイクロチャネル冷却パッケー
ジ
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09

105

ＳＴＡＲＣＯＵＮＴ ＳＱＵＡＲＥＤ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/31 2012-359588 ＤＩＧＩＴＡＬＥＳ ＰＴＥ． ＬＴＤ．

09

106

§Ｏｍｎｉｐｒｏｂｅ

マド
プロ:
通常

2012/8/1

2012-359627 Ｏｍｎｉｐｒｏｂｅ， Ｉｎｃ．

09,16,41

107

ＰＩＮＡ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/30 2012-359709 Ｐｉｎａ Ｂａｕｓｃｈ Ｓｔｉｆｔｕｎｇ

09

108

ＥＳＴＲＥＬＡＳ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/2

2012-359790

Ｏｘｆｏｒｄ Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ Ｎａｎｏｔｅｃｈ
ｎｏｌｏｇｙ Ｔｏｏｌｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ

12
109

ＢＥＬＩＥＶＥ ＩＮ Ｐ ＺＥＲＯ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/31 2012-359870 ＰＩＲＥＬＬＩ ＆ Ｃ． Ｓ．Ｐ．Ａ．

09,10

110

マド
§ＳＥＮＮＨＥＩＳＥＲ＼ｔｈｅ ｐｕｒｓ
プロ:
ｕｉｔ ｏｆ ｐｅｒｆｅｃｔ ｓｏｕｎｄ∞Ｓ
通常

2012/8/1

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

2012-359877

Ｓｅｎｎｈｅｉｓｅｒ ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ ＧｍｂＨ
＆ Ｃｏ． ＫＧ

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

指定商品・役務
【09】Application software; computer software; computer games software; electronic
publications (downloadable); pre-recorded cinema film, video tapes, DVDs, compact discs
and other recording media; interactive video game programs and computer game
cartridges; all included in this class.
【09】アプリケーションソフトウエア，コンピュータソフトウエア，コンピュータゲーム用ソフトウ
エア，電子出版物（電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。），
記録済みの映画フィルム・ビデオテープ・ＤＶＤ・コンパクトディスク及び他の記録媒体，双
方向のビデオゲームプログラム及びコンピュータゲームカートリッジ，全て本類に属するも
の
【09】Analytical tools for use in energetic beam microscopes, namely, nano-manipulators,
in-situ probe tip exchange tool, TEM and atom-probe sample preparation tool, gas
injection tool, and sensitive-sample transfer tool; sample holders and probe-tip holders
for use with the foregoing tools; application software for the operation of all the foregoing
tools; consumable parts for the foregoing tools, namely, probe tips, lift-out grids for
holding samples for electron microscope examination, and coupons in the nature of
templates for making lift-out grids for the same.
【09】エネルギービーム顕微鏡用の分析用ツール、すなわちナノマニピュレータ，インシ
チュプローブチップ交換用ツール，ＴＥＭ及び原子プローブ試料調製用ツール，ガス圧入
用ツール，精密な試料移動用ツール，前述のツール用の試料ホルダー及びプローブチッ
プホルダー，前述の全てのツールの操作用のアプリケーションソフトウエア，前述のツール
用の消耗部品、すなわちプローブチップ，電子顕微鏡検査用の試料の保持用の取り出し
【09】Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; 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; (recorded) sound recording
carriers, picture-sound recording carriers and data media; sound, picture-sound and
other files in data networks (downloadable); glasses, sunglasses, spectacle cases,
binoculars, opera glasses, mouse pads; films (exposed); film, video and sound recordings;
recorded sound and/or video tapes; digital music downloadable from the Internet;
downloadable image files; exposed cine-films and documentary films.
【16】Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other
classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
【09】Apparatus and instruments in the field of plasma technology and semiconductor
processing, plasma sources, sources for generating plasma, apparatus and instruments
for plasma generation, sources for generating ionized gas plasma, plasma research
apparatus and instruments, plasma cluster tools, all being laboratory apparatus and
instruments; computer hardware and software for use with the aforesaid goods; parts and
fittings for all the aforesaid goods.
【09】プラズマ技術及び半導体加工の分野における機器，プラズマ源，プラズマ発生源，プ
ラズマ発生用機器，イオン化気体プラズマ発生源，プラズマ研究用機器，プラズマ放電に
より活性酸素を発生させ、プラスとマイナスのイオンを放出させるツール，全ては実験用機
器のこと，前述の商品用のコンピュータハードウエア及びソフトウエア，上記の全ての商品
【12】Tires; pneumatic, semi-pneumatic and/or solid tires; wheels for vehicles and
components and/or accessories thereof; rims; inner tubes and/or other supports to be
inserted between tire and rim.
【12】タイヤ，空気圧タイヤ・半空気圧タイヤ及び／又はソリッドタイヤ，乗物用車輪及びそ
の構成部品及び／又は付属品，リム，タイヤ及びリム間に挿入されるチューブ及び／又
は他の支持具

【09】Electric, electronic and optical measuring, signalling and checking (supervision)
apparatus and instruments included in this class, in particular electric apparatus and
instruments for electroacoustics and parts therefor; apparatus and instruments for
recording, transmission and reproduction of audio signals and parts thereof, included in
this class; transmitters, receiving apparatus, in particular HF receivers, HF input modules,
apparatus for recording and reproduction of electric signals, in particular sound signals,
apparatus for the wireless transmission of acoustic information; data carriers containing
programs, software, in particular on floppy discs, tapes, discs; electroacoustic and visual
identifiable guide systems, including multi-lingual guide systems, consisting of
transmitters, receivers, in particular sound signal receivers and headphones; apparatus
for sending, transmitting and receiving sound or video signals, in particular high frequency
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商標

種別
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出願人／権利者

区分
09,11,37,42

111

Ｌｕｎｏｓ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/30 2012-360009

ＬＵＮＯＳ Ｌuｆｔｕｎｇｓｔｅｃｈｎｉｋ Ｇｍｂ
Ｈ ｆuｒ Ｒａｕｍｌｕｆｔｓｙｓｔｅｍｅ

11,20,42

112

マド
ｓｃｈｗｅｉｔｚｅｒ＼ａｒｒｅｄａ ｌａ ｖｅｎ
プロ:
ｄｉｔａ ｄｉｅ Ｆｒｅｕｄｅ ａｍ Ｔｕｎ
通常

2012/8/1

2012-360019

ＳＣＨＷＥＩＴＺＥＲ ＰＲＯＪＥＣＴ Ｓ．
Ｐ．Ａ．

09

113

ＣＯＢＲＡ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/2

2012-360083

Ｏｘｆｏｒｄ Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ Ｎａｎｏｔｅｃｈ
ｎｏｌｏｇｙ Ｔｏｏｌｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ

06,07,09,11,17,37,4
1,42

114

ＴＡＨ

マド
プロ:
通常

2012/7/30 2012-360114 ＴＡ ＨＹＤＲＯＮＩＣＳ Ｓ．Ａ．

09

115

§ＳＴＡＲＣＯＵＮＴ２

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/31 2012-360128 Ｄｉｇｉｔａｌｅｓ Ｐｔｅ． Ｌｔｄ．

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

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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指定商品・役務
【09】Electric equipment and instruments (included in this class), namely switches, time
delays, interval and inverse circuits for heating, ventilating and air conditioning apparatus
and installations, and systems constructed therefrom for filter monitoring or central
control; manually operated or reference variable-dependent circuits, in particular for the
reference variables humidity, light, movement, temperature, gas and other variables
affecting air quality, and other reference variables in the field of building technology, for
the control of heating, ventilating and air conditioning systems; fire protection barriers,
fire sensors and data processing equipment therefor, data transmission apparatus, cables
and cable networks, and automatic barrier devices to prevent the spread of fire in
ventilation ducts; electric drive elements for opening windows and all parts therefor and
control devices therefor.
【11】Heating, ventilating and air conditioning apparatus and installations, in particular
【11】Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes.
【20】Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) 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.
【42】Scientific and technological services and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services; design and development of computer hardware
and software.
【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
の装置
【20】家具，鏡，額縁，木材，コルク，葦，籐，柳，角，骨，象牙，鯨のひげ，貝殻，こはく，真
珠母，海泡石若しくはこれらの材料の代用品から成り又はプラスチックから成る商品（他の
類に属するものを除く。）
【09】Apparatus and instruments in the field of plasma technology and semiconductor
processing, plasma sources, sources for generating plasma, apparatus and instruments
for plasma generation, sources for generating ionized gas plasma, plasma research
apparatus and instruments, plasma cluster tools, all being laboratory apparatus and
instruments; computer hardware and software for use with the aforesaid goods; parts and
fittings for all the aforesaid goods.
【09】プラズマ技術及び半導体加工の分野における機器，プラズマ源，プラズマ発生源，プ
ラズマ発生用機器及び器具，イオン化ガスプラズマの発生源，プラズマ研究用機器，プラ
ズマ放電により活性酸素を発生させ、プラスとマイナスのイオンを放出させるツール，全て
実験室用機器及び器具としてのものである，前述の商品用のコンピュータハードウエア及
びコンピュータソフトウエア，上記の全ての商品の部品及び付属品
【06】Common metals and their alloys, including copper-based alloys that are resistant to
dezincification and alloys resistant to stress corrosion; building materials of metal;
transportable buildings of metal; non-electric cables and wires made of metal or metal
alloys; small hardware of metal; pipes of metal; goods made of common metals (not
included in other classes), namely valves (other than machine parts), pipe couplings,
parts and components of said valves and pipe couplings.
【07】Valve rods; controls for electric, electric-motor, electrothermal and
electromechanical valve .
【09】Apparatus and instruments for measuring, weighing, signaling; apparatus and
instruments for automation, control and monitoring (inspection), especially computercontrolled apparatus and instruments, as well as apparatus and instruments for
programming (timers), circuit boards and recorded software; all these goods being used
for heating, cooling, ventilating, supplying water, controlling temperature, lighting,
【09】Application software; computer software; computer games software; electronic
publications [downloadable]; pre-recorded cinema film, video tapes, DVDs, compact discs
and other recording media; interactive video game programs and computer game
cartridges; all included in this class.
【09】アプリケーションソフトウエア，コンピュータソフトウエア，コンピュータゲーム用ソフトウ
エア，電子出版物（電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。），
記録済みの映画フィルム，ビデオテープ（未記録のもの。），デジタルバーサタイルディスク
（未記録のもの），コンパクトディスク及び他の記録媒体，双方向性ビデオゲーム用プログ
ラム及びコンピュータゲーム用カートリッジ，全て本類に属するもの
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No.

商標（見本）

商標

種別

出願日
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出願人／権利者

区分
09,42

116

ＧＯＰＡＮＯ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/3

2012-360391 ＥｙｅＳｅｅ３６０， Ｉｎｃ．

09

117

ＮＦＬＩＧＨＴ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/2

2012-360392

Ｋａｒｓｔｅｎ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ Ｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎ

09,11

118

ＩＭＡＧＥＬＩＦＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/1

2012-360397

Ｋｏｎｉｎｋｌｉｊｋｅ Ｐｈｉｌｉｐｓ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ
Ｎ．Ｖ．

16,35,42

119

ＩＮＴＥＲＳＴＯＲＥ ＤＥＳＩＧＮ

マド
プロ:
通常

2012/8/1

2012-360452 ＩＮＴＥＲＳＴＯＲＥ ＩＴＡＬＩＡ Ｓ．Ｒ．Ｌ．

09,11

120

Ａ．Ａ．Ｇ．ＳＴＵＣＣＨＩ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/31 2012-360553 Ａ．Ａ．Ｇ． ＳＴＵＣＣＨＩ Ｓ．Ｒ．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。
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指定商品・役務
【09】Panoramic imaging equipment and directional sound equipment, namely, panoramic
mirrors and hardware for mounting panoramic mirrors on cameras, cameras, camcorders,
microphones, interface electronics, computers, displays, and apparatus for combining
panoramic images with directional sound; software for converting panoramic image data
into viewable image data, for storing image data, and for manipulating and displaying
viewable images; software for storing, retrieving, and manipulating panoramic video and
audio data.
【42】Web hosting of content and services related to panoramic imaging.
【09】パノラマ画像化用装置及び方向性音響用装置、すなわちパノラマミラー及びカメラ上
にパノラマミラーを取り付けるためのハードウエア，カメラ，ビデオカメラ，マイクロホン，イ
ンターフェース電子機器，コンピュータ，ディスプレー，パノラマ画像の方向性音響との組
み合わせ用の機器，パノラマ画像データの見える画像データへの変換用・画像データ保
存用並びに見える画像の操作用及び表示用のソフトウエア，パノラマビデオデータ及び
オーディオデータの保存用・検索用及び操作用のソフトウエア
【09】Computerized golf club fitting system consisting of a measurement device for
measuring launch data of a ball struck by a golf club swung by an individual, computer
software and hardware for simulating the flight of the ball based on the launch data, and
an output device for providing the simulated ball flight data to enable a user to determine
fitting parameters in order to fit golf clubs to the individual.
【09】個人によってゴルフクラブで打たれたボールの打上げデータの測定用の測定装置か
らなるコンピュータ化されたゴルフクラブの調整用システム，ボールを打ったデータに基づ
くボールの飛行シミュレーション用のコンピュータソフトウエア及びコンピュータハードウエ
ア，ゴルフクラブを個人に合わせるためにユーザーが適切なパラメータを決定できるシミュ
レーションしたボールの飛行データの提供用の出力装置
【09】Control apparatus and software programs for lighting systems, not included in other
classes; electronic chokes (ballasts) for lighting purposes; light emitting diodes (LEDs),
laser diodes and zener diodes, optical control apparatus, thermal control apparatus,
electronic circuits for light control systems and light management systems; LED modules,
LEDs, OLEDs and polymer emitting diodes for the lighting apparatus and installations
mentioned in class 11.
【11】Electric lamps, projector lamps, lighting fixtures and lighting installations; lighting
fixtures and lighting installations, fitted with LED light sources; "Solid State" lighting
apparatus and installations, also components therefor not included in other classes; the
aforementioned lighting apparatus and installations functioning with LED modules, LEDs,
OLEDs and polymer emitting diodes; parts of the aforesaid goods.
【09】照明システム用の制御機器及びソフトウエアプログラム（他の類に属するものを除
く。），照明用の電子式チョーク（安定器），発光ダイオード（ＬＥＤ），レーザーダイオード及
【16】Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other
classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing
blocks.
【35】Advertising; business management; business administration; office functions.
【42】Scientific and technological services and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services; design and development of computer hardware
and software.
【16】紙，厚紙及びこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの，印刷物，製本
用材料，写真，文房具，文房具としての又は家庭用の接着剤，美術用材料（文房具），絵
筆及び塗装用ブラシ，タイプライター及び事務用品（家具を除く。），教材（器具を除く。），
プラスチック製包装用品（他の類に属するものを除く。），活字，印刷用ブロック
【35】広告，事業の管理，事業の運営，事務処理
【09】Light-emitting diodes (LED); light-emitting diode (LED) lamps; light-emitting diode
(LED) lights; light-emitting diode (LED) modules; flashing light-emitting diodes (LED);
batteries for pocket lamps; light-emitting diode (LED) light bulbs; electronic and electrical
apparatus and instruments for generating or distributing energy; apparatus for generating
electric current with solar energy; solar energy generating modules; electrical energy
supply systems; photoelectric cells and panels, liquid crystal panels; distribution boxes
and panels for lighting installations, apparatus and instruments for controlling and
adjusting lighting installations, solar panels; portable solar panels for generating
electricity, solar tiles and panels for roofs; rechargeable batteries; batteries for pocket
lamps; electric batteries, cables, plugs and connectors; electric batteries and holders;
batteries and holders; batteries and battery chargers, adapters for batteries; fuel cells;
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指定商品・役務
【07】Machines and machine tools; robots and automation equipment (included in this
class) for the mentioned products.
【09】Computers and automation equipment for computers (included in this class);
software.
【35】Marketing and retailing of machines and machine tools, robots and automation
equipment for machines and machine tools, robots, computers and automation equipment
for computers, software.
【42】Research, design and development of computer hardware, computer software and
automation equipment.
【07】機械及び工作機械，前述の製品用のロボット及び自動装置（本類に属するもの）
【09】コンピュータ及びコンピュータ用自動装置（本類に属するもの），ソフトウエア
【35】機械及び工作機械・機械用及び工作機械用のロボット及び自動装置・ロボット・コン
ピュータ及びコンピュータ用自動装置・ソフトウエアのマーケティング及び小売の業務にお
いて行なわれる顧客に対する便益の提供
【42】コンピュータのハードウエア・コンピュータソフトウエア及びオートメーション装置の調
【07】Motors, gearmotors, control mechanisms, servo controls, motors and gearmotors for
servo controls, motors and gear motor drive units for motion and automation systems.
【12】Vehicles; electrical, mechanical and plastic parts and accessories for vehicles in
general.
【07】原動機，ギヤモーター，制御装置，サーボ制御装置，サーボ制御装置用のモーター
及びギアモーター，モーションシステム及び自動システム用のモーター及びギアモーター
駆動ユニット
【12】乗物，乗物全般用の電気用・機械用及びプラスチック製の部品及び付属品

