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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

1

ＭＹ ＣＯＯＲＤＥ

通常:
標準

2

ＤＩＶＡＳＯ

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/8/6

2012-063418 トヨタ自動車株式会社

2012/8/6

2012-063424 トヨタ自動車株式会社

区分
12
12
12,35,37

3

ＣＡＲＰＯＲＴ ＭＡＬＵＺＥＮ

通常:
標準

2012/8/6

2012-063620 株式会社カーポートマルゼン

12,35,37
4

タイ～ヤマルゼン♪ ホイ～ル
通常
マルゼン♪

2012/8/6

2012-063621 株式会社カーポートマルゼン

12,36,37,42

5

モビリティライフ

通常:
標準

2012/8/6

2012-063649 積水ハウス株式会社

6

ＳＰＬＡＳＨ

通常:
標準

2012/8/6

2012-063693

スプラッシュ・プロダクツ・インコーポ
レーテッド

01,03,12

35

7

ブティックス

通常:
標準

2012/8/7

※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。

2012-063893 ブティックス株式会社

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

指定商品・役務
【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
【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
【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，陸上の乗物用の機
械要素，自動車並びにその部品及び附属品，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け
片
【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
【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，陸上の乗物用の機
械要素，自動車並びにその部品及び附属品，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け
片
【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
【12】自動車並びにその部品及び附属品
【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買
の代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒
介，土地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提
供，建物内のスペースの貸与
【37】建設工事，給排水設備工事，造園工事，内装工事，空調設備工事，家具設置工事，
建設工事に関する情報の提供，造園工事に関する情報の提供，建築工事に関する助言，
建築設備の運転・点検・整備，建築物の補修工事に関する技術指導
【42】建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）
【01】不凍剤，自動推進の乗物のシステム及び乗物のエンジンにおいて使用される不凍剤
及び冷却剤，化学品
【03】自動車のフロントガラス用洗浄剤，石けん類
【12】自動車のフロントガラス用ワイパーのブレード，自動車用部品
【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，歩行補助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，介護用ベッドの小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，介護用車椅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，電動式車いすの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，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，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，介護用便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，建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，拡大鏡の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，眼鏡
の小売又は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，ベビー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，動作感知センサ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，ショッピングカ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，バックパ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，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，チャイルド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，乳幼児用ベッドの小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，乳幼児用おもちゃの小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，幼児用おまるの小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供 乳幼児用踏み台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）2012.08.05～2012.08.11.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

8

図形商標

通常

2012/8/7

2012-063894 ブティックス株式会社

9

リョウシン号

通常:
標準

2012/8/7

2012-063913 株式会社伸光商事

12
12

10

リョウシン＼ＲＹＯＵＳＨＩＮ

通常

2012/8/7

2012-063914 株式会社伸光商事

11

スマメン

通常:
標準

2012/8/7

2012-063920 本田技研工業株式会社

09,12,37
12

12

ＳＨＡＲＰＲＥＤ

優先

2012/8/7

※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。

2012-063937 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/

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，歩行補助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，介護用ベッドの小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，介護用車椅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，電動式車いすの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，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，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，介護用便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，建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，拡大鏡の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，眼鏡
の小売又は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，ベビー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，動作感知センサ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，ショッピングカ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，バックパ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，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，チャイルド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，乳幼児用ベッドの小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，乳幼児用おもちゃの小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，幼児用おまるの小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供 乳幼児用踏み台の小売又は卸売の業務
【12】林内作業運搬車，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びに
それらの部品及び附属品，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，荷役用索
道，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素
【12】林内作業運搬車，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びに
それらの部品及び附属品，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，荷役用索
道，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素

【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
【12】電動式乗物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，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。）
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.05～2012.08.11.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

05,09,16,29,30,32,3 【05】サプリメント，栄養サプリメント，栄養サプリメントとして使用されるプロテインパウ
ダー，棒状のミールリプレースメント，スナックバー，液状又は粉末状のミールリプレースメ
5,38,41,42,43,44

13

§ｂｏｄｙｋｅｙ

優先

2012/8/7

2012-064053 アルティコア インコーポレイテッド

14

ＵＬＴＲＡ Ｚ９００

通常:
標準

2012/8/7

2012-064093 東洋ゴム工業株式会社

15

§Ｓ∞ＢＭ

通常

2012/8/7

12

【12】自動車並びにその部品及び付属品

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
付属品，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機，タイヤ又はチューブ用の修繕用ゴ
ムはり付け片，自動車用エアロパーツ，バンパー，自動車用グリルガード，自動車用アン
ダーガード，自動二輪車及び自転車用アンダーガード，泥除け，ホイール，タイヤ，乗物用
懸架装置のコイルバネ，カーダンパー，自動二輪車及び自転車用ダンパー，スタビライ
ザー，陸上の乗物用ブレーキパッド，乗物用シートカバー

12

【12】船舶並びにその部品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動
車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，電動四輪車並びにその部品及び附属品，車
いす，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，陸上の
乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。）

2012-064099 株式会社 ビーエム

16

§ＪＡＯＳ

通常

2012/8/7

2012-064248 株式会社ジャオス

17

Ａｌｌ Ｇｒｉｐ

通常:
標準

2012/8/8

2012-064296 スズキ株式会社

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

12

ント飲料，医療用栄養添加剤，食餌療法用の食品調製剤，臨床用食餌療法用食品，その
他の医療用食餌療法用飲料・食品，乳幼児用粉乳，乳幼児の離乳用加工食品
【09】体重管理プログラムに使用されるコンピュータハードウェア・コンピュータソフトウェア
及びそれらの周辺機器、すなわち食事日記トラッキング・活動計画・メニュー計画・カロリー
トラッカー・レシピ計算及び結果トラッキング用のソフトウェア，デジタル教材、すなわち減
量・体重管理・栄養及び運動に関する情報を含むＣＤ・ＤＶＤ及びダウンロード可能なファイ
ル，体重管理用ソフトウェアを含む携帯電話用コンピュータ応用ソフトウェア，電子日記
帳，電子計算機，電子計算機用プログラム，コンピュータ周辺機器，録音又は録画済みＣ
Ｄ・ＤＶＤ・記録媒体，インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファ
イル，インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル，電子出版
物，携帯電話機用プログラム，携帯用電子式日記帳，電子応用機械器具及びその部品，
電気通信機械器具，測定機械器具
【16】体重管理・栄養及び運動の分野における日記帳・カレンダー・バインダー・定期刊行
物及びパンフレット，体重管理・栄養及び運動の分野における訓練及び教育に関する印
刷物及びマニュアル，日記帳，カレンダー，バインダー，定期刊行物，パンフレット，印刷
物，文房具類，写真
【29】家禽肉・魚・魚介類・牛肉・豚肉及び野菜を主原料とする調理済み加工食品，栄養強
化された加工果実，ビタミン及びミネラルで強化されたナッツを主成分とするスナック菓
子，加工水産物，加工野菜及び加工果実，加工食料品
【30】パスタ・米又はその他の穀物を主原料とする調理済み加工食品，ビタミン及びミネラ
ルで強化されたコーンシロップ・食用粉類並びに穀物を主原料とするスナック食品，栄養
強化されたクッキー，茶，ティーバッグ入りの茶，コーヒー及びココア，調味料，香辛料，穀
物の加工品，菓子及びパン
【32】スポーツ飲料 アイソトニック飲料 アイソトニック飲料のもと 果実飲料 フレーバー
【12】自動車並びにその部品及び附属品

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

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
14,18,25,35

18

ポメランジェ

通常:
標準

2012/8/8

2012-064399 株式会社セキド

19

ピクナビカート

通常:
標準

2012/8/8

2012-064408 株式会社豊田自動織機

12
11

20

ＲＡＭＢＵＳ

優先

2012/8/8

2012-064413 ラムバス・インコーポレーテッド

09

21

ＲＡＭＢＵＳ

優先

2012/8/8

※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。

2012-064414 ラムバス・インコーポレーテッド

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，キーホルダー，宝石箱，記念カップ，記念たて，宝飾品，身飾品，宝玉及び
その原石並びに宝玉の模造品，貴金属製靴飾り，時計
【18】かばん金具，がま口口金，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，カー
ド入れ，財布（貴金属製のものを除く。），名刺入れ，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，運動用
特殊衣服，運動用特殊靴
【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，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，布製身の回り品
の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，キー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，スマートフォン対応手袋の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，リングの小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，ピア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，ネックレ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，アンクレットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，ブレスレットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，身飾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，
貴金属製アンクレットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，ネクタイピ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，ネ
クタイ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，ネクタイ
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，カフスボタンの
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，バッグの小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，名刺入れの小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，がま口及び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 小物入れの小売又は卸売の業務において行
【12】貨物運搬用自動車，貨物運搬用台車
【11】ＬＥＤ照明制御装置，ＬＥＤディスプレー，発光ダイオード（ＬＥＤ），コンピュータハード
ウェア，コンピュータ，コンピュータキーボード，携帯電話用キーパッド，電気で発光する、
自動車用の計器表示パネル，電子表示装置，公共情報の電子掲示板，電子看板，電子
値札，電話機，携帯電話機，デジタル写真・ビデオクリップ及び音楽を表示するデジタル
フォトフレーム，デジタルカメラ，デジタルビデオカメラ，カーナビゲーションコンピュータ，Ｇ
ＰＳを利用したナビゲーション装置，ＭＰ３形式の音楽再生用プレーヤー及びデジタル音楽
再生用プレーヤー，デジタルビデオプレーヤー，タブレット型コンピュータ，電子書籍表示
装置，コンピュータ用モニター，テレビジョン受像モニター，テレビジョン受信機，液晶ディス
プレイテレビ，プラズマテレビジョン受信機，高品位テレビジョン受信機，デジタル写真・ビ
デオクリップ及び音楽を表示するデジタルフォトフレーム用リモートコントローラ，デジタル
カメラ用リモートコントローラ，デジタルビデオカメラ用リモートコントローラ，音楽再生プ
レーヤー用リモートコントローラ，ビデオプレーヤー用リモートコントローラ，タブレット型コン
ピュータ用リモートコントローラ，電子書籍表示装置用リモートコントローラ，コンピュータの
モニター用リモートコントローラ，テレビジョン受像モニター用リモートコントローラ，テレビ
ジョン受信機用リモートコントローラ，液晶ディスプレイテレビ用リモートコントローラ，プラ
ズマテレビジョン受信機用リモートコントローラ，高品位テレビジョン受信機用リモートコント
【09】ＬＥＤ照明制御装置，ＬＥＤディスプレー，発光ダイオード（ＬＥＤ），コンピュータハード
ウェア，コンピュータ，コンピュータキーボード，携帯電話用キーパッド，電気で発光する、
自動車用の計器表示パネル，電子表示装置，公共情報の電子掲示板，電子看板，電子
値札，電話機，携帯電話機，デジタル写真・ビデオクリップ及び音楽を表示するデジタル
フォトフレーム，デジタルカメラ，デジタルビデオカメラ，カーナビゲーションコンピュータ，Ｇ
ＰＳを利用したナビゲーション装置，ＭＰ３形式の音楽再生用プレーヤー及びデジタル音楽
再生用プレーヤー，デジタルビデオプレーヤー，タブレット型コンピュータ，電子書籍表示
装置，コンピュータ用モニター，テレビジョン受像モニター，テレビジョン受信機，液晶ディス
プレイテレビ，プラズマテレビジョン受信機，高品位テレビジョン受信機，デジタル写真・ビ
デオクリップ及び音楽を表示するデジタルフォトフレーム用リモートコントローラ，デジタル
カメラ用リモートコントローラ，デジタルビデオカメラ用リモートコントローラ，音楽再生プ
レーヤー用リモートコントローラ，ビデオプレーヤー用リモートコントローラ，タブレット型コン
ピュータ用リモートコントローラ，電子書籍表示装置用リモートコントローラ，コンピュータの
モニター用リモートコントローラ，テレビジョン受像モニター用リモートコントローラ，テレビ
ジョン受信機用リモートコントローラ，液晶ディスプレイテレビ用リモートコントローラ，プラ
ズマテレビジョン受信機用リモートコントローラ，高品位テレビジョン受信機用リモートコント
ローラ，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，測定機械器具，メトロノー
ム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.05～2012.08.11.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

22

ＥＭＩＬＩＯ ＰＵＣＣＩ

通常:
標準

2012/8/8

2012-064438

エミリオ プッチ インターナショナル
ビー ヴィー

23

ＰＵＣＣＩ

優先:
標準

2012/8/8

2012-064439

エミリオ プッチ インターナショナル
ビー ヴィー

12
12

【12】自動車並びにその部品及び附属品

09,35,38,42,45

【09】コンピュータハードウェア，コンピュータソフトウェア，コンピュータソフトウェアアプリ
ケーション，インターネットユーザーがデータ・情報・マルチメディアコンテンツを創作・ブック
マーク（ブラウザにＵＲＬを登録すること）・注釈・共有することを可能にするコンピュータソフ
トウェア，モバイルアプリケーション用のダウンロード可能なコンピュータソフトウェア，無線
機器又はインターネットを通じてダウンロード可能なコンピュータソフトウェア，オンライン広
告・ビジネスプロモーション・ソーシャルネットワークユーザーと事業者との連携・ユーザー
がアクセスした広告の履歴及びそのユーザーの追跡の容易化及び戦略・見通し・マーケ
ティング・消費者行動の予測を提供するためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェ
ア，電子出版物，電子応用機械器具及びその部品
【35】広告業，商品の販売促進・役務の提供促進のための情報の提供，事業データの分
析，ユーザーがアクセスした広告の履歴及びそのユーザーを追跡し戦略・見通し・マーケ
ティング・消費者行動及び市場動向の予測を提供するためのユーザーのトラッキング（追
跡），事業の管理，ビジネスアドミニストレーション，事業の運営，オフィスファンクション，経
営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，事業の管理・運営及びこれらに関
する指導・助言及び情報の提供
【38】電子掲示板による通信，電子メールによる通信，電気通信（「放送」を除く。）
【42】インターネットユーザーがデータ・情報・マルチメディアコンテンツを創作・ブックマーク
（ブラウザにＵＲＬを登録すること）・注釈・アップロード・体系化・共有することを可能にする
ウェブサイトの提供，登録したユーザーの会話への参加・他のユーザーからのフィードバッ
クの受領・仮想コミュニティーの作成・ユーザーが一般的に興味のある分野におけるソー
シャルネットワーキングへの参加を可能にするための登録ユーザーのためのオンラインコ
ミュニティの創設，ダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの提供，双方向性を有す
るコンピュータウェブサイトのホスティング メッセージ・コメント・マルチメディアコンテンツ・
【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，陸上の乗物用の機械要素，鉄道車両の部品及び附属品，航空機の部品及び附
属品，船舶の部品及び附属品，車椅子

35

07,12
24

ＤｉＡｉｒ

通常:
標準

2012/8/8

2012-064446 トヨタ自動車株式会社

07,12
25

ＤＩＡＩＲ

26

ＴＡＨＯＥ ＨＩＧＨ ＣＯＵＮＴＲＹ

27

28

通常:
標準

通常:
標準
ＳＵＢＵＲＢＡＮ ＨＩＧＨ ＣＯＵＮ 通常:
ＴＲＹ
標準

ＰＩＮ

優先:
標準

2012/8/8

2012-064447 トヨタ自動車株式会社

2012/8/8

2012-064537 ゼネラル モーターズ エルエルシー

2012/8/8

2012-064538 ゼネラル モーターズ エルエルシー

2012/8/9

2012-064692 ピンタレスト，インコーポレイテッド

12
29

プロコンプショック

通常

2012/8/9

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

2012-064693

指定商品・役務
【35】被服，履物，帽子，皮革製品，眼鏡，サングラス，宝飾品，時計，かばん類及び袋物
の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，オンラインによる被服，履物，
帽子，皮革製品，眼鏡，サングラス，宝飾品，時計，かばん類及び袋物の小売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，販売を目的とした各種通信媒体による商品（被
服，履物，帽子，皮革製品，眼鏡，サングラス，宝飾品，時計，かばん類及び袋物）の紹介
【35】被服，履物，帽子，皮革製品，眼鏡，サングラス，宝飾品，時計，かばん類及び袋物
の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，オンラインによる被服，履物，
帽子，皮革製品，眼鏡，サングラス，宝飾品，時計，かばん類及び袋物の小売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，販売を目的とした各種通信媒体による商品（被
服，履物，帽子，皮革製品，眼鏡，サングラス，宝飾品，時計，かばん類及び袋物）の紹介
【07】動力機械器具（陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。），動力機械器具（「水
車・風車」を除く。）の部品，風水力機械器具，動力伝導装置，緩衡器，ばね，制動装置，
バルブ，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
【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，緩衡器，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
【07】動力機械器具（陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。），動力機械器具（「水
車・風車」を除く。）の部品，風水力機械器具，動力伝導装置，緩衡器，ばね，制動装置，
バルブ，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
【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，緩衡器，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】自動車並びにその部品及び附属品

株式会社フォー・ダブル・ピー・ダブ
ル・ジャパン

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）2012.08.05～2012.08.11.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】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，陸上の乗物用の機械要素，鉄道車両の部品及び附属品，航空機の部品及び附
属品，船舶の部品及び附属品，車椅子

12

【12】サスペンション，陸上の乗物用の機械要素，乗物用盗難警報器，陸上の乗物用の交
流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），自動車並びにその部品及び附属品，タイ
ヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片
【35】広告，トレーディングスタンプ・クーポン券・ポイント式蓄積カード・割引付き特典カード
の発行・管理及び精算，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，市場調
査又は分析の結果についての情報の提供，自動車その他の商品の販売に関する情報の
提供，自動車その他の商品の価格・販売店に関する情報の提供，自動車その他の商品
の売買契約媒介又は取次ぎ，消費者の評価情報の整理及びこれらに関する情報の提
供，競売の企画・運営又は開催，競売の企画・運営又は開催に関する情報の提供，事務
処理の代理又は代行，コンピュータデータベースへの情報編集，自動車並びにその部品
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
【12】サスペンション，陸上の乗物用の機械要素，乗物用盗難警報器，陸上の乗物用の交
流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），自動車並びにその部品及び附属品，タイ
ヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片

株式会社フォー・ダブル・ピー・ダブ
ル・ジャパン

30

プロコンプジャパン

通常

2012/8/9

2012-064695

31

ＭＥＧＡＮ ＲＡＣＩＮＧ

通常:
標準

2012/8/9

2012-064707 株式会社エムアールジャパン

35
32

Ｇｏｏクルマ情報

通常:
標準

2012/8/9

2012-064712 株式会社プロトコーポレーション

12
33

ＭＥＧＡＮ ＲＡＣＩＮＧ

通常

2012/8/9

2012-064716 株式会社エムアールジャパン

34

ＳＥＹＥＮ

通常:
標準

2012/8/9

2012-064746 上海精元重工機械有限公司

35

ＡＰＷ

通常:
標準

ｉ－ＡＣＴＩＶＳＥＮＳＥ

通常:
標準

2012/8/9

12

【12】自動車，自動車用ホイール，その他の自動車部品及び附属品，二輪自動車・自転車
並びにそれらの部品及び附属品

10,12,20,44

【10】脈波・心拍・呼吸を検出して人の肉体的・精神的状態を分析する医療用診断装置，脈
波測定器，脈拍数測定器，心拍数測定器，呼吸数測定器，医療用機械器具
【12】脈波・心拍・呼吸を検出して運転者の肉体的・精神的状態をリアルタイムに解析・判
定し運転者の居眠りを警告・表示する着座シートに内蔵されたセンサー・コンピュータ及び
小型モニタからなる車載用装置，乗員の脈波・心拍・呼吸を検出してそのデータを記憶・表
示する着座シートに内蔵されたセンサー・コンピュータ及び小型モニタからなる車載用装
置，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
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，スリーピングバッグ
【44】脈波・心拍・呼吸を検出して人の肉体的・精神的状態を分析する医療用診断装置の
貸与，脈波測定器の貸与，脈拍数測定器の貸与，心拍数測定器の貸与，呼吸数測定器
の貸与，医療用機械器具の貸与
【09】写真機械器具，光学機械器具，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
【12】自動車並びにその部品及び附属品，自動車用のエンジン，その他の陸上の乗物用
の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の動力伝導装置，自動車用のサスペン
ション，その他の陸上の乗物用の緩衝器・ばね，陸上の乗物用の制動装置
【09】写真機械器具，光学機械器具，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
【12】自動車並びにその部品及び附属品，自動車用のエンジン，その他の陸上の乗物用
の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の動力伝導装置，自動車用のサスペン
ション，その他の陸上の乗物用の緩衝器・ばね，陸上の乗物用の制動装置

2012-064787 株式会社デルタツーリング

09,12
36

2012/8/9

2012-064885 マツダ株式会社
09,12

37

ｉ－ＡＣＴＩＶＳＥＮＳＥ＼アイアク
ティブセンス

通常

2012/8/9

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

指定商品・役務

12

2012-064886 マツダ株式会社

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）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

商標（見本）

商標

38

ＭＯＤＥＬ Ｘ

39

Ｇｏ ｆｏｒ ＮＥＸＴ

40

ＧＯＬＤＥＮ ＥＹＥＳ

種別

優先

通常:
標準
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/8/9

2012-064887 テスラ モーターズ，インク．

2012/8/9

2012-064919 住友ゴム工業株式会社

2012/8/9

2012-065126 トヨタ自動車株式会社

区分

【12】電気自動車，電気自動車の部品，電気自動車の部品すなわちモータ，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。），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】電気自動車の保守及び修理，自動車の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整
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

12

【12】自動車用タイヤ，二輪自動車用タイヤ

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
【35】介護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，介護
に従事する者のあっせん又は紹介
【44】訪問による介護，訪問看護，介護用リフトの貸与，介護用歩行器の貸与，介護用便
器の貸与，介護用おむつの貸与

35,44
41

黄色い＼ステッキ

通常

2012/8/10 2012-065196 株式会社ケイエムシー

42

獣電戦隊キョウリュウジャー

通常:
標準

2012/8/10 2012-065215 東映株式会社

12

06,09,20

43

ＯＰＮＵＳ

通常:
標準

2012/8/10 2012-065269 株式会社オプナス

44

ＧＯＬＤＭＡＸ

通常:
標準

2012/8/10 2012-065272 住友ゴム工業株式会社

45

ＤＡＴＡＭＥＮＡ

通常:
標準

エミレーツ インテグレーテッド テレ 35,38
2012/8/10 2012-065276 コミュニケーションズ カンパニー
ピージェーエスシー

※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。

指定商品・役務

12,37

12

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

【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，タイヤ又
はチューブの修繕用ゴムはり付け片，乳母車
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製
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，キー，コッタ，金属製道路標識（発
光式又は機械式のものを除く。），金属製貯蔵槽類，金属製輸送用コンテナ，金属製金具
（「安全錠・鍵・鍵用金属製リング・南京錠」を除く。），ワイヤロープ，金網，金属製包装用
容器，金属製のネームプレート及び標札，金属製郵便受け，金属製帽子掛けかぎ，金属
製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製建具，金庫，金属製立て看板，金属製の可搬式家
庭用温室，金属製の墓標及び墓碑用銘板，拍車，カラビナ，かばん用金属製錠・乗物用
金属製錠・その他の金属製錠（電気式のものを除く。），シリンダー式のドア用錠，ロックボ
ルト（金属製金具），ロックボルト用金属製受圧板，安全錠，引戸用錠，強化ガラス扉用
錠，金属製Ｖブロック，金属製の鍵付扉用レバーハンドル，金属製扉用錠，自転車用鍵・
その他の鍵，鍵用金属製リング，自動車ドア用錠，錠前，錠前付きの金属製扉の閉鎖装
置，窓用補助錠，南京錠，金属製のバックル，金属製ビット，金属製ボラード，金属製貯金
箱，犬用鎖，屋外用金属製ブラインド・その他の金属製ブラインド，金属製鍵付き保管ボッ
クス
【09】金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，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，駐車場用硬貨作動式ゲート，盗難警報器，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，調相機，電池，電気磁気測定
器，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵
抗線，電極，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，電
子出版物，カードキー用の未記録の磁気カード，カード読み取り式施解錠制御装置，カー
ド読み取り方式又は非接触式カード読み取り方式又はテンキー方式による入退室者の管
理プログラムを記憶させた入退室者管理装置，暗号式の電気式又は電子式施錠装置，火
災及び侵入等を検知して通報するセキュリティシステムに係る機器の遠隔制御装置及び
【12】自動車並びに自動車用タイヤ・その他の自動車用部品及び附属品，二輪自動車並
びに二輪自動車用タイヤ・その他の二輪自動車用部品及び附属品
【35】コンピュータ化されたデータの保管，データの保管（物理的な保管を除く。），事業に
関するデータの保管，テレコミュニケーションウェアハウジング，コンピュータ化されたデー
タの保管及び検索
【38】電気通信
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

46

商標（見本）

商標

種別

§ローランドサンズデザイン∞
ＲＳＤ∞ＲＯＬＡＮＤ ＳＡＮＤＳ
通常
ＤＥＳＩＧＮ

47

ｈｕｂｂｕｂ ｐａｒｔｙ

48

ＪＥＶ

49

ｍｉｎｉｅｖ

通常

通常:
標準
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【12】陸上の乗り物用の機械要素，自動車並びにその部品及び付属品，二輪自動車・自転
車並びにそれらの部品及び付属品，乳母車，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤ
カー
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，運動用特殊衣服，運動用特
殊靴

09,41,42

【09】スマートフォン用アプリケーションプログラム，ソーシャルネットワーキングウェブサイト
用アプリケーションプログラム，ソーシャルネットワーキングウェブサイト用電子計算機プロ
グラム，通信ネットワークを通じてダウンロードする電子計算機用プログラム，電子計算機
用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ＩＣカード・光ディスク・光
磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ（デジタルバーサタイルディスク）等の記録媒体，その他
の電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具，メトロノーム，電子楽器用自動
演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，通信ネットワークを通じてダウン
ロードする音声データ・着信用音源並びに音楽用プログラム，通信ネットワークを通じてダ
ウンロードする音楽，その他のインターネットを利用して受信し、及び保存することができ
る音楽ファイル，音声データ・着信用音源並びに音楽を録音済みの電子回路・磁気ディス
ク・磁気テープ・ＩＣカード・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ（デジタルバーサ
タイルディスク）等の記録媒体，その他のレコード，映写フィルム，スライドフィルム，スライ
ドフィルム用マウント，通信ネットワークを通じてダウンロードする映像，その他のインター
ネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル，録画済みの電子回路・
磁気ディスク・磁気テープ・ＩＣカード・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ（デジ
タルバーサタイルディスク）等の記録媒体，その他の録画済みビデオディスク及びビデオ
テープ，通信ネットワークを通じてダウンロードする家庭用テレビゲームおもちゃ用プログ
ラム，家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁
気テープ・ＩＣカード・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ（デジタルバーサタイル
ディスク）等の記録媒体，その他の家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム，携帯用液
晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・Ｉ
Ｃカード・光ディスク・光磁気ディスク・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ（デジタルバーサタイルディスク）
等の記録媒体 業務用テレビゲーム機用プログラム 水泳用耳栓 潜水用耳栓 加工ガラ
【12】自動車並びにその部品及び附属品，電気自動車並びにその部品及び附属品，二輪
自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品

2012/8/10 2012-065334 鈴木 秀幸

2012/8/10 2012-065457

株式会社ソニー・ミュージックエンタテ
インメント

2012/8/10 2012-065490 日本ＥＶ販売株式会社
2012/8/10 2012-065491 日本ＥＶ販売株式会社

指定商品・役務

12,25

12
12

【12】自動車並びにその部品及び附属品，電気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

03,07,09,11,29,32,3 【03】家庭用のブリューイングマシーンを洗浄するためのディカルシファイイング剤，家庭用
のコーヒーを入れるためのマシーンを洗浄するためのディカルシファイイング剤，その他の
8

50

図形商標

通常

2012/8/10 2012-065579 スターバックス・コーポレイション

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

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

ディカルシファイイング剤，家庭用のブリューイングマシーンを洗浄するための脱灰剤，家
庭用のコーヒーを入れるためのマシーンを洗浄するための脱灰剤，その他の脱灰剤，家
庭用のブリューイングマシーンを洗浄するための石灰除去剤，家庭用のコーヒーを入れる
ためのマシーンを洗浄するための石灰除去剤，その他の石灰除去剤，家庭用のブリュー
イングマシーンを洗浄するためのディスケーリング剤，家庭用のコーヒーを入れるための
マシーンを洗浄するためのディスケーリング剤，その他のディスケーリング剤，家庭用のブ
リューイングマシーンを洗浄するためのスケール除去剤，家庭用のコーヒーを入れるため
のマシーンを洗浄するためのスケール除去剤，その他のスケール除去剤，家庭用のブ
リューイングマシーンを洗浄するための湯あか除去剤，家庭用のコーヒーを入れるための
マシーンを洗浄するための湯あか除去剤，その他の湯あか除去剤，家庭用のブリューイ
ングマシーン用の洗浄剤，家庭用のコーヒーを入れるためのマシーン用の洗浄剤，その
他の洗浄剤，家庭用のブリューイングマシーン用のクリーナー，家庭用のコーヒーを入れ
るためのマシーン用のクリーナー，その他のクリーナー，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，自動販売機，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
【09】オーディオデータをオーサリング・ダウンロード・送信・受信・編集・抽出・エンコード・
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.05～2012.08.11.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

51

図形商標

通常

2012/8/7

2012-067590 高鍋商工会議所

11
52

53

54

55

ＳＡｎＰＵＫＵ∞ＥＰＯＣＡ

一ドル

Ｗａｔｃｈｄｏｇ＼ウォッチドッグ

ＪＥＡＮ ＤＥＳＳＥＳ

通常

通常

通常

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/8

2012-068031 三福株式会社

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，酒類の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料
及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・
コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手
動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供 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
【11】ＬＥＤ照明用器具，ＬＥＤを使用した照明装置，ＬＥＤを用いたスポットライト，ＬＥＤを用
いた懐中電灯，ＬＥＤを用いた街灯，ＬＥＤを用いた照明装置，ＬＥＤを用いた常夜灯，ＬＥＤ
を用いた電球類及び照明用器具，ＬＥＤランプ，ＬＥＤランプを使用した乗物用又は家庭用
の読書灯，ＬＥＤ光源を用いた照明器具，電飾用ＬＥＤランプ，ＬＥＤ照明用コントローラー

12

【12】自動車用ハンドル，二輪自動車・自転車用ハンドル，船舶用舵

12

【12】乗物用盗難防止警報器，乗物用盗難防止装置，陸上の乗物用の伝導装置，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。），船舶並びにその部品及び附属品，自動車並
びにその部品及び附属品

03,09

【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
degreasing and abrasive preparations; soap; perfumes, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; depilatory preparations; make-up removing preparations; lipstick;
beauty masks; shaving preparations; preservatives for leather (polishes); creams for
leather.
【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 discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers; calculating machines; data processing equipment and

2012/8/10 2012-068473 岩橋 孝

2012/8/11 2012-068491 ツーフィット株式会社

2012/8/6

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

2012-357776 Ｓｔａｒｄｕｓｔ Ｃａｐｉｔａｌ

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）2012.08.05～2012.08.11.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
09,42

56

ＡＳＳＥＴ ＤＢ

マド
プロ:
通常:
標準

ＡＶＡＴＡＲ ＦＡＭＥＳＴＡＲ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/6

2012-358095 ＸＥＲＯＸ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

09,42
57

58

59

60

ＣＥＥＬＯＫ ＦＡＳ－Ｔ

ＴＯＲＹ ＢＵＲＣＨ

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常:
標準

マド
ＳＷＯＰＴＥＣ∞ｓｗｉｓｓ＼ｏｐｔｉｃａｌ
プロ:
＼ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
通常

2012/8/6

2012-358096 Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

指定商品・役務
【09】Computer software; computer programs; pre-recorded software; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers;
recording discs; data processing equipment; computers; computer hardware; computer
peripherals; information stored in or on electronic magnetic and/or optical means; parts
and fittings for the aforesaid goods.
【42】Scientific and technological services; research and design services; design and
development of computer hardware and software; computer programming services;
information and advisory services relating to all the aforesaid services.
【09】コンピュータソフトウエア，電子計算機用プログラム，記録済みソフトウエア，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，
データ処理装置，コンピュータ，コンピュータハードウエア，コンピュータ周辺機器，電子磁
気的及び／又は光学的手段において又はそれらに保存された情報物，前記商品の部品
及び付属品
【42】科学的及び技術的な役務の提供，研究及び設計に関する役務の提供，コンピュータ
【09】Downloadable software for video game services.
【42】Providing an online portal for video game services and social networking.
【09】ビデオゲーム用のダウンロード可能なソフトウエア
【42】ビデオゲーム用及びソーシャルネットワーキング用のオンラインポータルの提供

09

【09】Electrical connectors.
【09】電気コネクター

09

【09】Cell phone cases; leather protective covers specially adapted for personal electronic
devices; protective covers and cases for cell phones, laptops and portable media players.
【09】携帯電話用のケース，専ら個人用電子式装置用の革製の被覆用カバー，携帯電話
機用・ノートブック型コンピュータ用及びポータブルメディアプレーヤー用の保護用のカ
バー及びケース

09

【09】Spectacles, protective eyewear, sunglasses, goggles for sports; spectacle cases;
visors for helmets, for cycle and motorcycle helmets, for integrated helmets; optical
apparatus and instruments in the form of anti-glare devices with an auto-darkening
function for leisure, sports, fashion, military use, the police, medicine and industry;
photographic, cinematographic, optical, signaling, checking and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity; all the aforesaid goods of Swiss origin.
【09】眼鏡，保護眼鏡，サングラス，運動用ゴーグル，眼鏡用容器，ヘルメット用・自転車用
のバイザー並びにオートバイ用ヘルメット（統合されたヘルメット用のもの），レジャー用・ス
ポーツ用・ファッション用・軍事用・警察用・薬剤用及び工業用の自動で暗くする機能が付
いた防眩装置の形態における光学式機器及び器具，写真用・映画用・光学用・信号用・検
査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，上記の全ての商品はスイス製のもの

2012/8/10 2012-358155 Ｔｙｃｏ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

2012/8/9

2012/8/9

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

2012-358157 Ｒｉｖｅｒ Ｌｉｇｈｔ Ｖ， Ｌ．Ｐ．

2012-358209 Ｓｗｏｐｔｅｃ ＡＧ

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）2012.08.05～2012.08.11.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
09,16,25

61

ＬＯＵＤ ＡＳ ＶＡＬＶＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/10 2012-358365 Ｂｌａｃｋｓｔａｒ Ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ｌｔｄ

09
62

§ＥＳＩ

マド
プロ:
通常

2012/8/5

2012-358453 ＥＳＩ Ａｕｄｉｏｔｅｃｈｎｉｋ ＧｍｂＨ

04,07,12

63

ｍｏｔｏＧＰ

マド
プロ:
通常

2012/8/7

2012-358455 ＤＯＲＮＡ ＳＰＯＲＴＳ， Ｓ．Ｌ．

04,07,12

64

ｍｏｔｏ ２

マド
プロ:
通常

2012/8/7

2012-358456 ＤＯＲＮＡ ＳＰＯＲＴＳ， Ｓ．Ｌ．

04,07,12

65

ｍｏｔｏ∞３

マド
プロ:
通常

2012/8/7

※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。

2012-358691 ＤＯＲＮＡ ＳＰＯＲＴＳ， Ｓ．Ｌ．

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

指定商品・役務
【09】Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; amplifiers;
parts and fittings for the aforesaid goods.
【16】Paper, cardboard and goods made from these materials; printed matter; book binding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; typewriters packaging materials; printers' type; printing blocks;
printed publications; paint boxes for children; cheque book holders.
【25】Clothing, footwear, headgear.
【09】音響又は映像の記録用・送信用又は再生用の装置，増幅器，前記商品の部品及び
付属品
【16】紙・厚紙及びこれらを材料とする商品，印刷物，製本用のクロス・紙表紙・糸・ひも・バ
インダーなどの製本用材料，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（・？）包装用材料，活字，印刷
用ブロック，出版物，子供用絵の具箱，小切手帳ホルダー
【09】Digital audio peripherals and interfaces, namely, digital audio converters, sound
mixers, pre amplifiers and audio signal processors; loud speakers.
【09】デジタルオーディオ周辺装置及びインターフェース、すなわちデジタルオーディオコン
バーター，サウンドミキサー，増幅器及びオーディオ信号プロセッサ，拡声器

【04】Industrial greases and oils; lubricants, dust-absorbing, wetting and binding
compositions; fuels and illuminants; motor oil; carburants.
【07】Machines and machine tools; motors and engines (other than for land vehicles);
igniting devices for motors and engines; injectors for motors and engines, exhaust
manifolds and exhausts for motors and engines, silencers for exhausts; starters for
motors and engines; air and oil filters for motors and engines; pulleys, belts and fans for
motors and engines; spark plugs; fuel economizers for motors and engines; carburetors
for motors and engines; turbo-feeders for motors and engines; anti-friction bearings;
dynamos; starter motors for motorcycles.
【12】Vehicles; vehicle accessories and parts included in this class; apparatus for
locomotion by land, air or water; airbags for vehicles; anti-theft devices for vehicles;
seats for vehicles; non-skid devices for vehicles; anti-glare devices for vehicles; safety
【04】Industrial oils and greases; lubricants; dust-absorbing, wetting and binding products;
fuels and illuminants; motor oil; carburants.
【07】Machines and machine tools; motors and engines (other than for land vehicles);
igniting devices for motors and engines; injectors for motors and engines, exhaust
manifolds and exhausts for motors and engines; silencers for exhausts; starters for
motors and engines; air and oil filters for motors and engines; pulleys, belts and fans for
motors and engines; spark plugs; fuel economizers for motors and engines; carburetors
for motors and engines; turbo-feeders for motors and engines; anti-friction bearings;
dynamos; starter motors for motorcycles.
【12】Vehicles; vehicle accessories and parts included in this class; apparatus for
locomotion by land, air or water; airbags for vehicles; anti-theft devices for vehicles;
seats for vehicles; non-skid devices for vehicles; anti-glare devices for vehicles; safety
【04】Industrial oils and greases; lubricants; dust-absorbing, wetting and binding products;
fuels and illuminants; motor oil; carburants.
【07】Machines and machine tools; motors and engines (other than for land vehicles);
igniting devices for motors and engines; injectors for motors and engines; exhaust
manifolds and exhausts for motors and engines; silencers for exhausts; starters for
motors and engines; air and oil filters for motors and engines; pulleys, belts and fans for
motors and engines; spark plugs; fuel economizers for motors and engines; carburetors
for motors and engines; turbo-feeders for motors and engines; anti-friction bearings;
dynamos; starter motors for motorcycles.
【12】Vehicles; vehicle accessories and parts included in this class; apparatus for
locomotion by land, air or water; airbags for vehicles; anti-theft devices for vehicles;
seats for vehicles; non-skid devices for vehicles; anti-glare devices for vehicles; safety
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.05～2012.08.11.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
09,41,42

66

ＶＩＳＴＩＳ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/10 2012-358711 Ｂｌｏｈｍ ＋ Ｖｏｓｓ Ｎａｖａｌ ＧｍｂＨ

07,09,40,42

67

マド
§ＰＥＲＦＥＣＴＡ＼Ｃｕｔｔｉｎｇ Ｓｙ
プロ:
ｓｔｅｍｓ
通常

2012/8/10 2012-359159

ＰＥＲＦＥＣＴＡ Ｓｃｈｎｅｉｄｅｍａｓｃｈｉｎｅ
ｎｗｅｒｋ ＧｍｂＨ

11,21,30

68

Ｂ．ＯＶＥＲ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/10 2012-359167 Ｐｉ－Ｄｅｓｉｇｎ ＡＧ

09,42

69

Ｋａｂａｓｉｊｉ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/10 2012-359186 Ｋａｓｐｅｒｓｋｙ Ｌａｂ ＺＡＯ

※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】Measuring-, signaling- and regulating apparatus, electrical and electronical
monitoring apparatus, teaching apparatus, modems, transmitter and receiver of electric
signals, recorded and downloadable computer programmes.
【41】Instruction, providing of training and teaching with practical training.
【42】Scientific and technological services, design and development of computer software,
computer systems and computer hardware.
【09】測定用・信号用及び調整用機器，電気式及び電子式の監視用機器，教育用映像周
波機械器具、教育用音声周波機械器具、教育用電子応用機械器具，モデム，電気信号
の送信機及び受信機，記録済み及びダウンロード可能なコンピュータプログラム
【41】指導・訓練の提供及び実地教育の指導
【42】科学的及び技術的な役務の提供，コンピュータソフトウエア・コンピュータシステム及
びコンピュータハードウエアの設計及び開発
【07】Machines, cutting machines; mechanical devices, equipment and tools for processing
materials in sheet form, for example paper, cardboard and stacks of film sheets and/or
film panels and for manufacturing into books, brochures, notebooks, calendars, writing
pads and the like, included in class.
【09】Measuring, control apparatus and electric/electronic regulating apparatus; computer
software particular for cutting machines and installations, which incorporate cutting
machines; data-processing apparatus and peripheral devices, in particular for application
in the use of cutting machines.
【40】Conducting of material treatment.
【42】Engineering including development in the field of cutting machines and peripheral
devices.
【07】機械，切断装置，機械装置，シート状の材料（例えば紙・厚紙並びに積み重ねたフィ
ルムシート及び／又はフィルムパネル）の加工用並びに書籍・カタログ・ノートブック・カレ
ンダー・はぎ取り式メモ用紙及びその類似品への製造用の装置及び工具（本類に属する
もの）
【09】測定用・制御用機器及び電気式／電子式の調整機器，専ら切断用の機械用及び設
備（切断機と一体化したもの）用のコンピュータソフトウエア，データ処理装置及び周辺装
置、特に切断機利用用のもの
【11】Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes; alcohol burners; barbecues; burners
(apparatus for cooking); burners, including burners for lamps; chandeliers; electric coffee
filters; electric coffee machines, including espresso coffee machines; electric coffee
machines; electric coffee percolators; coffee roasters; refrigerating containers; cookers;
cooking apparatus and installations; electric cooking utensils; electric deep friers; plate
warmers; filters for drinking water; cooking rings, non-electric; cooking rings; friction
lighters for igniting gas; gas burners; gas lamps; gas lighters; grills (cooking apparatus);
grilling apparatus (apparatus for cooking), including picnic grills; grills, electric; grill
skewers; devices for lighting grills; hearths; immersion heaters; hot plates (dishes
reheaters); electric kettles; kitchen ranges (ovens); burners, glasses, globes, reflectors
【09】Software for computers, mobile phones and mobile computers, (downloadable and
recorded on magnetic and optical data media) in the field of computer security, in
particular: operating systems; antivirus software; database management software for
computer security.
【42】Design and software upgrades of computers, mobile phones and mobile computers,
in particular: computer software design; computer software design for scanning and
removing computer viruses and malicious software; computer software consultancy;
rental of computer software; recovery of computer data.
【09】コンピュータセキュリティの分野のコンピュータ用・移動電話用及びモバイルコン
ピュータ用のソフトウエア（ダウンロード可能なもの並びに磁気式及び光学式のデータ記
録媒体に記録済みのもの），特にオペレーティングシステム，アンチウイルス用のソフトウ
エア，コンピュータセキュリティ用のデータベース管理ソフトウエア
【42】コンピュータ・移動電話及びモバイルコンピュータの設計及びソフトウエアのアップグ
レード，特にコンピュータソフトウエアの設計，コンピュータウイルス及び不正ソフトウエア
のスキャニング用及び排除用のコンピュータソフトウエアの設計，コンピュータソフトウエア
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

70

71

商標（見本）

商標

ＪＯＰＥＲ

ＡＤＤＩＣＴＩＶＥ ＤＲＵＭＳ

種別
マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

2012/8/8

2012/8/8

出願番号

2012-359306

出願人／権利者

区分
【11】Coffee roasters.
【11】コーヒー豆焙煎器

09,15,42

【09】Computer software for composing music and for creating and editing musical
recordings; computer software featuring musical sound recordings; hardware used for
recording, transmission or reproduction of sound and images; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images.
【15】Musical instruments with functions for recording and reproduction of sound and
images and for creating music.
【42】Design and development of software and hardware for recording and reproduction of
sound and images and for creating music; providing information, advice and consultancy
services in the field of computer software and hardware for creating music; creation of
software and hardware for recording and reproduction of sound and images and for
creating music.
【09】作曲用並びに音楽記録物の作成用及び編集用のコンピュータソフトウエア，音楽記
録物を特徴とするコンピュータソフトウエア，音響及び映像の記録用・送信用又は再生用
のハードウエア，音響又は映像の記録用・送信用又は再生用の装置
【15】音響及び画像の記録機能及び再生機能が付いた及び作曲のための楽器
【42】音響及び映像の記録用及び再生用並びに作曲用のソフトウエア及びハードウエアの
設計及び開発，作曲用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の分野にお
【09】Software for computers, mobile phones and mobile computers, (downloadable and
recorded on magnetic and optical data media) in the field of computer security, in
particular: operating systems; antivirus software; database management software for
computer security.
【42】Design and software upgrades of computers, mobile phones and mobile computers,
in particular: computer software design; computer software design for scanning and
removing computer viruses and malicious software; computer software consultancy;
rental of computer software; recovery of computer data.
【09】コンピュータ用・携帯電話機用及び移動式コンピュータ用のソフトウエア（ダウンロード
可能なもの並びに磁気式及び光学式データ記録媒体上に記録されたもの）（コンピュータ
セキュリティの分野におけること），特にオペレーティングシステム，アンチウイルス用のソ
フトウエア，コンピュータセキュリティ用のデータベース管理用ソフトウエア
【42】コンピュータ・携帯電話機及び移動式コンピュータの設計及びソフトウエアのバージョ
ンアップ，特にコンピュータソフトウエアの設計，コンピュータウイルス及び不正ソフトウエア
のスキャニング用及び排除用のコンピュータソフトウエアの設計，コンピュータソフトウエア
【09】Computer software for the collection, editing, organizing, modifying, book marking,
transmission, storage and sharing of data and information, including document assembly,
and managing written and graphic content and for compiling and managing information in
specified format.
【09】データ及び情報の収集用・編集用・運営用・変更用・ブックマーク用・送信用・保存用
及び共有用（書類作成用並びに書いたもの及びグラフィックコンテンツの管理用並びに特
別な形式における情報の編集用及び管理用を含む）のコンピュータソフトウエア

ＪＯAＯ ＰＡＵＬＯ ＭＯＵＴＩＮＨＯ ＰＩ
ＮＨＥＩＲＯ

2012-359307 ＸＬＮ Ａｕｄｉｏ ＡＢ

09,42

マド
プロ:
通常:
標準

72

Ｋａｂａｓｉｇｉ

73

マド
ＩＮＳＩＧＨＴ ＦＯＲ＼ＰＵＢＬＩＳＨＩ プロ:
通常:
ＮＧ
標準

2012/8/10 2012-359315 Ｋａｓｐｅｒｓｋｙ Ｌａｂ ＺＡＯ

09
2012/8/10 2012-359361 Ｌｉｑｕｅｎｔ Ｉｎｃ．

09,41,42

74

ＨｅｒｏｅｓＧｏ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/9

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

指定商品・役務
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2012-359369 ＥＳＴｓｏｆｔ Ｃｏｒｐ．

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【09】Computer programs (downloadable software); computer game programs; computer
software; electronic publications, downloadable; electronic books (downloadable); video
game cartridges.
【41】Game services provided on-line from a computer network; games equipment rental;
provision of PC gaming facilities; gaming; provision of game information; providing
amusement arcade services; provision of games on the internet.
【42】Development of computer game software; web site development; rental of computer
application software; development of computer game software; duplication of computer
game software; maintenance of computer game software; computer game programming;
computer software development; rental of computer software; computer software design;
updating of computer software; computer software research; maintenance of computer
software; advice and development services relating to computer software; computer
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75

76

77

78

79

80

商標（見本）

商標

種別

ＫＯＯＬＡＩＲＥ

マド
プロ:
通常:
標準

ＲＣＫ８９０

マド
プロ:
通常:
標準

ＲＣＫ８００

マド
プロ:
通常:
標準

ｔｒｉＣＯＭＰ

マド
プロ:
通常:
標準

マド
§ＣＲ＼ＣＡＲＢＯＮ＼ＲＥＶＯＬ
プロ:
ＵＴＩＯＮ
通常

ａｍｐｌｉｆｉｅｄ ｒｅｄ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

2012/8/8

2012/8/7

2012/8/7

2012/8/8

出願番号

2012-359421

出願人／権利者

区分

【11】Food service equipment, namely, refrigerators and freezers; reach-in refrigeration
food service equipment, namely, upright and under counter reach-in refrigerators and
freezers; ice making and dispensing equipment, namely, ice making machines; parts and
fittings for all of the aforesaid goods.
【11】飲食物の提供用装置、すなわち冷蔵庫及び冷凍庫，食品のリーチイン型冷蔵庫、す
なわち縦型の及びカウンターの下のリーチイン型冷蔵庫及び冷凍庫，氷の製造用及び分
配用装置、すなわち氷製造用機械，前述の全ての商品の部品及び付属品

09

【09】Connection and interconnection devices of all kinds, namely electric, electronic,
optical and electro-optical connectors; components of such connectors, namely contact
terminals and casings; all these goods intended for the automotive field.
【09】あらゆる種類の接続器具及び相互接続器具、すなわち電気式・電子式・光学式及び
電気光学式接続具，当該接続具の構成部品、すなわち接触端末及びケーシング，これら
の全ての商品は自動車の分野のためのものである

09

【09】Connection and interconnection devices of all kinds, namely electric, electronic,
optical and electro-optical connectors; components of such connectors, namely contact
terminals and casings; all these goods intended for the automotive field.
【09】あらゆる種類の接続器具及び相互接続器具、すなわち電気式・電子式・光学式及び
電気光学式接続具，当該接続具の構成部品、すなわち接触端末及びケーシング，これら
の全ての商品は自動車の分野のためのものである

06

【06】Crude and semi-wrought common metals and their alloys, in particular steels and
steel alloys, stainless steels; rolled, pressed, forged and cast shaped parts and
components of steel and other non-precious metals.
【06】未加工及び半加工の金属及びその合金，特に鋼及び鋼の合金，ステンレス鋼，延
伸・圧縮・鍛造及び鋳造した成形部品及び構成部品（鋼製及び他の非貴金属製のもの）

12

【12】Wheels for vehicles and parts therefor; carbon fibre and composite wheels for
vehicles.
【12】乗物用車輪及びその部品，乗物用の炭素繊維製及び複合材製の車輪

12,14,27,40

【12】Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water.
【14】Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith,
not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.
【27】Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing
floors; wall hangings (non-textile).
【40】Treatment of materials.
【12】乗物，陸上，空中，又は水上の移動用の装置
【14】貴金属及びその合金並びに貴金属製品又は貴金属を被覆した製品であって他の類
に属しないもの，宝飾品，宝玉，宝玉の原石，計時用具
【27】じゅうたん，ラグ，マット，リノリウムその他の床用敷物，壁掛け（織物製でないもの）
【11】Apparatus for cooking, apparatus for heating.
【43】Restaurants.
【11】調理機器，暖房装置
【43】レストランにおける飲食物の提供

Ｍａｎｉｔｏｗｏｃ Ｆｏｏｄｓｅｒｖｉｃｅ Ｃｏｍｐ
ａｎｉｅｓ， ＬＬＣ

2012-359658 ＦＣＩ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ ＨＯＬＤＩＮＧ

2012-359659 ＦＣＩ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ ＨＯＬＤＩＮＧ

2012-359667 Ｓｔａｈｌｗｅｒｋｅ Ｂｏｃｈｕｍ ＧｍｂＨ

2012/8/10 2012-359715 Ｃａｒｂｏｎ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ Ｐｔｙ Ｌｔｄ

2012/8/8

2012-359881 ＡＵＤＩ ＡＧ

11,43
81

§α∞ＡＬＦＡ ＰＩＺＺＡ

マド
プロ:
通常

指定商品・役務

11

2012/8/8

※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。

2012-359911 ＥＤＩＬ ＲＥＦ Ｓ．ｒ．ｌ．
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82

83

商標（見本）

商標

ｈｅａｄ＼ｃａｓｅ＼ｄｅｓｉｇｎｓ

ＳＵＲＦＡＣＥ

種別
マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

2012/8/8

出願番号

出願人／権利者

区分

【09】Protective cases for mobile phones.
【09】移動電話用の保護用ケース

09,15

【09】Computers; tablet computers; laptop computers; mobile computers; reader for ebooks and other electronic publications; computer peripherals; wireless computer
peripherals; mobile communications modules for use with tablet computers; headphones;
audio speakers; computer keyboards; computer mouse; webcams; digital pens; power
cords; battery chargers; electrical cables and cord sets; electronic docking stations;
computer docking stations; adapters for use with computers and computer peripherals;
usb hardware devices; carrying cases and holders for electronic equipment, namely,
tablet computers, laptop computers, mobile computers, computer peripherals, readers for
e-books and other electronic publications, and computer accessories.
【15】Electronic musical keyboards.
【09】コンピュータ，タブレット型コンピュータ，ノートブック型コンピュータ，持ち運びできるコ
ンピュータ，電子書籍用及び他の電子式出版物用の読み取り装置，コンピュータ周辺機
器，無線コンピュータ周辺装置，タブレット型コンピュータ用の移動通信用モジュール，ヘッ
ドホーン，オーディオスピーカー，コンピュータ用キーボード，コンピュータのマウス，ウェブ
カム（インターネットに接続して利用するビデオカメラ），デジタルペン，電源コード，バッテ
【11】Lanterns; electric lighting apparatus; safety lamps; spotlights; overhead lanterns;
flashlights (torches); searchlights; lanterns for lighting; torches for lighting; lights for
aircrafts; reflectors for aircrafts; lighting apparatus and devices for aircrafts; headlights
for aircrafts; lighting installations for air vehicles; lights for railway vehicles; reflectors for
railway vehicles.
【11】カンテラ，電気照明器具，安全灯，スポットライト，天井のカンテラ，懐中電灯，探照
灯，照明用カンテラ，照明用トーチ，航空機用のライト，航空機用反射器，航空機用照明
機器及び装置，航空機用ヘッドライト，航空機用照明装置，鉄道車両用ライト，鉄道車両
用反射器
【07】Automatic
door opening and closing apparatus (electronic).
【09】Closed circuits; computer software, recorded; computer programs (downloadable
software), recorded; recorded computer operating programs; sound recording discs; video
telephones; electronic theft prevention apparatus; cards incorporating electronic devices;
computers.
【07】電子自動扉開閉用機器
【09】閉回路，コンピュータソフトウエア（記憶されたもの），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。）（記録済みのもの），コン
ピュータ操作用プログラム（記録済みのもの），録音用磁気・光ディスク，テレビ電話，盗難
【09】Electronic control devices for model vehicles; current collectors for transmitting
electric energy from a track system to a model vehicle; electronic components for toy
models, in particular for model vehicles; switching, controlling and regulating components
for model vehicles, in particular for rail and/or road or military vehicles, model ships
and/or model aeroplanes; computers for controlling and/or operating model vehicles;
electronic indicators for model railway systems; electronic monitoring devices for
operating model railway systems; signalling and control installations for lighting fixtures
for model vehicles and model railways.
【20】Showcases for the presentation of model vehicles, in particular model locomotives in
operation.
【28】Games and toys; model railways (miniature), in particular locomotives, wagons,
trams; railway track material for model vehicles, in particular model railways and model

2012-359974 ＥＣＥＬＬ ＧＬＯＢＡＬ ＬＴＤ

2012/8/10 2012-360116 ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

11
84

ＴＩＴＡＮ

マド
プロ:
通常

2012/8/9

2012-360123 Ｐａｒｋ ｊｉｎ ｋｉ

07,09

85

§ＩＤＩＳ

マド
プロ:
通常

2012/8/8

2012-360223 ＩＤＩＳ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

09,20,28

86

ｓｍａｒｔｒａｉｌ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/6

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

指定商品・役務
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07,09,12

87

§ＮＺＷＬ＼ＬＥＩＰＺＩＧ

マド
プロ:
通常

2012/8/7

2012-360550

Ｎｅｕｅ ＺＷＬ Ｚａｈｎｒａｄｗｅｒｋ Ｌｅｉｐ
ｚｉｇ ＧｍｂＨ

09,12
88

§＋ＡＬＩＡｎＴ－

マド
プロ:
通常

2012/8/7

2012-360555 ＥＬＳＡ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ Ｓ．Ｒ．Ｌ．

04,35,37
89

ＵＰＭ ＢｉｏＶｅｒｎｏ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/7

2012-360576 ＵＰＭ－Ｋｙｍｍｅｎｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

07,09,12

90

§ＺＷＬ

マド
プロ:
通常

2012/8/7

※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。

2012-360597

Ｎｅｕｅ ＺＷＬ Ｚａｈｎｒａｄｗｅｒｋ Ｌｅｉｐ
ｚｉｇ ＧｍｂＨ
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指定商品・役務
【07】Gear drives for motors and engines (except for land vehicles) and for machines for
the polygraphic industry, textile industry, building construction, agriculture, foundries and
forges; machine parts, namely machine housings, gear casings and gear parts, including
synchronising mechanisms, toothed wheels, chain wheels, timing belt pulleys, axles,
shafts and flanges; parts for air and water vehicles, namely gear drives, gear boxes and
parts for the aforesaid gears.
【09】Instruments for checking (supervision) and measuring gearing, namely master gears,
oil testing wheels, gearing standards.
【12】Parts for land vehicles, namely gear drives, gear casings and gear parts for vehicles
and motors and engines for land vehicles.
【07】原動機用並びにポリグラフィック産業機械用・織物工業機械用・建築工事機械用・農
業機械用・鋳造機械用及び鍛造機械用のギアドライブ（陸上の乗物用のものを除く。），機
械部品、すなわち機械用ハウジング，ギアケーシング及びギア部品（同期化機構を含
む。），歯車，チェーンホイール（チェーンリング・鎖歯車），タイミングベルトプーリー，軸，車
軸及びフランジ，空中及び水上の乗物の部品、すなわちギアドライブ，ギアボックス及び前
述の装置の部品
【09】装置の点検（監視）用及び測定用の器具、すなわちマスターギア，オイル検査用ホ
【09】Ultralight batteries, battery chargers.
【12】Land, air and nautical vehicles.
【09】超軽量バッテリー，バッテリーチャージャー
【12】陸上・空中及び航行用の乗物

【04】Fuels, biofuels, biodiesel fuels.
【35】Retail and whole sales of fuels, biofuels and biodiesels; commercial intermediary
services of fuels, biofuels and biodiesels.
【37】Refuelling services for vehicles, aircrafts, ships and boats.
【04】燃料電池，バイオ燃料，バイオディーゼル燃料
【35】燃料・バイオ燃料及びバイオディーゼルの小売及び卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，燃料・バイオ燃料及びバイオディーゼルの商業に関する仲介
【37】乗物・飛行機・船舶及びボートの給油
【07】Gear drives for motors and engines (except for land vehicles) and for machines for
the polygraphic industry, textile industry, building construction, agriculture, foundries and
forges; machine parts, namely machine housings, gear casings and gear parts, including
synchronising mechanisms, toothed wheels, chain wheels, timing belt pulleys, axles,
shafts and flanges; parts for air and water vehicles, namely gear drives, gear boxes and
parts for the aforesaid gears.
【09】Instruments for checking (supervision) and measuring gearing, namely master gears,
oil testing wheels, gearing standard.
【12】Parts for land vehicles, namely gear drives, gear casings and gear parts for vehicles
and motors and engines for land vehicles.
【07】原動機用並びにポリグラフィック産業機械用・織物工業機械用・建築工事機械用・農
業機械用・鋳造機械用及び鍛造機械用のギアドライブ（陸上の乗物用のものを除く。），機
械部品、すなわち機械用ハウジング，ギアケーシング及びギア部品（同期化機構を含
む。），歯車，チェーンホイール（チェーンリング・鎖歯車），タイミングベルトプーリー，軸，車
軸及びフランジ，空中及び水上の乗物の部品、すなわちギアドライブ，ギアボックス及び前
述の装置の部品
【09】装置の点検（監視）用及び測定用の器具、すなわちマスターギア，オイル検査用ホ

