今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.12～2012.08.18.xls

広告ページです。レポートは次ページから⇒⇒⇒

今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.12～2012.08.18.xls

商標出願速報レポート

※本データは特許庁商標公開データより、区分などの条件にて抽出しレポートを作成しております。
指定商品・役務などデータの文字数が多い場合、エクセルの制限により一部文字が欠落する場合がございます。

本レポートに関するお問い合わせ先

インフォソナー株式会社 営業部
TEL:06-6578-3100 FAX:06-6578-3101
E-mail:tm-info@info-sonar.co.jp
Copyright©2006-2008 info-sonar corp. All Rights Reserved

3／19

今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.12～2012.08.18.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
16,24,25,35

1

越中動画本舗

通常:
標準

2012/8/13 2012-065723 株式会社ピーエーワークス

09,25,41

2

ＥＭＵＬＡＴＯＲ

優先

2012/8/13 2012-065863

※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。

スミソンマーティン 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
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，あて名印刷
機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ステープラ，事務用封かん
機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断
機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，装飾塗工用ブラシ，紙製包装
用容器，プラスチック製包装用袋，家庭用食品包装フイルム，紙製ごみ収集用袋，プラス
チック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，衛生手ふき，紙製タオ
ル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（「おもちゃ」を
除く。），紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，オイルクロス，ゴム引防水布，ビニルクロ
ス，ラバークロス，レザークロス，ろ過布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カ
バー，布団側，まくらカバー，毛布，織物製テーブルナプキン，ふきん，シャワーカーテン，
のぼり及び旗（紙製のものを除く。），織物製トイレットシートカバー，織物製椅子カバー，織
物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳，遺体覆い，経かたびら，紅白幕，黒白幕，
ビリヤードクロス
【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】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
【09】音楽再生用コントローラー，マルチタッチの音楽再生用コントローラー，ＭＩＤＩコント
ローラー，マルチタッチのＭＩＤＩコントローラー，タッチパネル式の音楽再生用コントロー
ラー，タッチパネル式のＭＩＤＩ制御用コントローラー，音楽再生制御用コンピュータソフト
ウェア，ＭＩＤＩ制御用コンピュータソフトウェア，マルチタッチのＭＩＤＩ制御用コンピュータソフ
トウェア，音楽制作用コントローラー，マルチタッチの音楽制作用コントローラー，タッチパ
ネル式の音楽制作用コントローラー，音楽制作用コンピュータソフトウェア，ディスクジョッ
キー用機器，ディスクジョッキー用コントローラー，ディスクジョッキー用マルチタッチコント
ローラー，照明コントローラー，マルチタッチの照明コントローラー，照明制御用コンピュー
タソフトウェア，マルチタッチの照明制御用コンピュータソフトウェア，特殊効果用コントロー
ラー，マルチタッチの特殊効果用コントローラー，特殊効果制御用コンピュータソフトウェ
ア，マルチタッチの特殊効果制御用コンピュータソフトウェア，霧効果用コントローラー，マ
ルチタッチの霧効果用コントローラー，霧効果制御用コンピュータソフトウェア，マルチタッ
チの霧効果制御用コンピュータソフトウェア，ビデオコントローラー，マルチタッチのビデオ
コントローラー，ビデオ制御用コンピュータソフトウェア，マルチタッチのビデオ制御用コン
ピュータソフトウェア，販売促進用品
【25】被服，ティーシャツ
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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

3

§Ｍｙ Ｂａｓｋｅｔ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ

通常

2012/8/14 2012-065886 イオン株式会社

12
4

§ＣＡＬＤＩＡ

通常

2012/8/14 2012-065913 コンビ株式会社

指定商品・役務
【35】トレーディングスタンプの発行，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一
括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及
び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
野菜及び果物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子
及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，畳
類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，葬祭用具の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金
具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 台所用品・清掃
【12】自動車の子供用保護座席，自動車の乳幼児用保護座席，その他の自動車並びにそ
の部品及び附属品，二輪自動車の子供用保護座席，二輪自動車の乳幼児用保護座席，
その他の二輪自動車並びにその部品及び附属品，脱着可能な自転車の乳幼児用・子供
用補助座席，自転車並びにその部品及び附属品，折り畳み式乳母車，乳母車，乳母車用
サンシェード，乳母車用ほろ，その他の乳母車並びにその部品及び附属品

09,12,18,23,24,25,2 【09】ノートパソコン用バッグ，メッセンジャーが使用するノートパソコンを収容するための
バッグ，メッセンジャーが使用するノートパソコンを収容するための車付きバッグ
7

5

ＳＯＲＯＮＡ

通常:
標準

2012/8/14 2012-065958

※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。

イー・アイ・デュポン・ドウ・ヌムール・
アンド・カンパニー

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

【12】自動車用内装品，自動車用インテリアパネル，自動車用ドアの装飾品，自動車用天
井材，自動車用シートカバー，その他の自動車並びにその部品及び附属品，乗物用シー
トカバー，自動車の外部及び内部の装飾用及び保護用のプラスチック装飾品，その他の
乗物用プラスチック部品
【18】スーツケース，ダッフルバッグ，旅行かばん，ガーメントバッグ，機内持ち込み用バッ
グ，汎用キャリングバッグ，キャリーオールバッグ，バックパック，ハンドバッグ，車付きバッ
グ，アタッシュケース，その他のかばん類，がま口，財布
【23】合成繊維糸，その他の糸
【24】合成繊維織物，デニム生地，被服用裏地として用いられる織物，被服・履物・帽子・
水泳着・下着の製造に用いられる織物，バッグ・かばん類・がま口・財布の製造に用いら
れる織物，ノートパソコン用バッグの製造に用いられる織物，自動車用内装品及びシート
カバーの製造に用いられる織物，ホームインテリア及び商業インテリアに用いられる織
物，その他の織物，織物製椅子カバー
【25】ワイシャツ類及びシャツ，ブラウス，セーター，スーツ，コート，ジャケット，ベスト，ドレ
ス，スカート，短ズボン，ズボン及びパンツ，ジーンズ，その他の男性用・女性用・子供用の
上着及び被服，水泳着，パジャマ，ローブ，ブラジャー，パンティー，その他の下着，靴下，
ベースレイヤー上下，被服用既製裏地，その他の被服
【27】じゅうたん ラグ ラグマット フロアランナー フロアマット カーペットタイル 織物製
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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
35,36,37,39

6

ＹＫイノアス

通常:
標準

2012/8/15 2012-066104 電気化学工業株式会社

35,36,37,39

7

ＹＫ Ｉｎｏａｓ

通常:
標準

2012/8/15 2012-066105 電気化学工業株式会社

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

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

指定商品・役務
【35】輸出入に関する事務の代理又は代行，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，事務機器・事務機器関連消耗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，化学品・工業薬品・塩酸・硫酸・燐酸・か
性カリ・か性ソーダ・塩素・カルシウムカーバイト・トリクロロエチレン・メタノール・酢酸エチ
ル・酢酸ブチル・エチレングリコール・ベンゼン・トルエン・キシレン・界面活性剤・消泡剤・紙
用消泡剤・紙用脱墨剤・紙用耐水化剤・帯電防止剤（家庭用ものを除く。）・化学剤・還元
剤・酸化剤・セメント急結剤・セメント混合剤・耐火剤・電炉工業製品・電解工業製品・プラス
チックの放熱用添加剤・プラスチックの耐熱用添加剤・溶剤・老化防止剤・融剤・発光ダイ
オード用蛍光体・照明用蛍光体・太陽電池用シリコンウエハ洗浄剤・のり及び接着剤（事
務用又は家庭用のものを除く。）・プラスチック接着剤・植物成長調整剤類・土壌改良剤・
肥料・化学肥料・塩化カリ肥料・石灰窒素・非金属鉱物・カオリン・蛍石・シリカ・フォトレジス
ト・現像液・半導体用剥離液・金属シリコン・原料プラスチック・エポキシ樹脂・フェノール樹
脂・アクリル樹脂・ポリウレタン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリ塩化ビニル樹脂・ポリ酢酸ビニ
ル樹脂・ポリスチレン樹脂・ポリ塩化ビニリデン樹脂・パルプ・農薬（殺菌剤・除草剤・殺虫
剤及び寄生生物駆除剤を除く。）・殺菌剤・除草剤・殺虫剤・寄生生物駆除剤の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，鉄・鋼・鋼管・金属製パイプ・条
網・鋼板・ステンレス鋼板・金属製箔・銅・銅合金・アルミニウム・アルミニウム合金・ニッケ
ル合金・ステンレス・建築用又は構築用の金属製専用材料・鉄骨・鉄筋・金属製セメント製
品製造用型枠の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電
線・ケーブル・電子顕微鏡用電子発生器具・電子回路（電子計算機用プログラムを記憶さ
せた電子回路を除く。）・半導体ウエハ。プリント回路基板。金属基板・セラミックス製回路
基板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙製テーブル
クロス・紙製ブライン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
【35】輸出入に関する事務の代理又は代行，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，事務機器・事務機器関連消耗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，化学品・工業薬品・塩酸・硫酸・燐酸・か
性カリ・か性ソーダ・塩素・カルシウムカーバイト・トリクロロエチレン・メタノール・酢酸エチ
ル・酢酸ブチル・エチレングリコール・ベンゼン・トルエン・キシレン・界面活性剤・消泡剤・紙
用消泡剤・紙用脱墨剤・紙用耐水化剤・帯電防止剤（家庭用ものを除く。）・化学剤・還元
剤・酸化剤・セメント急結剤・セメント混合剤・耐火剤・電炉工業製品・電解工業製品・プラス
チックの放熱用添加剤・プラスチックの耐熱用添加剤・溶剤・老化防止剤・融剤・発光ダイ
オード用蛍光体・照明用蛍光体・太陽電池用シリコンウエハ洗浄剤・のり及び接着剤（事
務用又は家庭用のものを除く。）・プラスチック接着剤・植物成長調整剤類・土壌改良剤・
肥料・化学肥料・塩化カリ肥料・石灰窒素・非金属鉱物・カオリン・蛍石・シリカ・フォトレジス
ト・現像液・半導体用剥離液・金属シリコン・原料プラスチック・エポキシ樹脂・フェノール樹
脂・アクリル樹脂・ポリウレタン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリ塩化ビニル樹脂・ポリ酢酸ビニ
ル樹脂・ポリスチレン樹脂・ポリ塩化ビニリデン樹脂・パルプ・農薬（殺菌剤・除草剤・殺虫
剤及び寄生生物駆除剤を除く。）・殺菌剤・除草剤・殺虫剤・寄生生物駆除剤の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，鉄・鋼・鋼管・金属製パイプ・条
網・鋼板・ステンレス鋼板・金属製箔・銅・銅合金・アルミニウム・アルミニウム合金・ニッケ
ル合金・ステンレス・建築用又は構築用の金属製専用材料・鉄骨・鉄筋・金属製セメント製
品製造用型枠の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電
線・ケーブル・電子顕微鏡用電子発生器具・電子回路（電子計算機用プログラムを記憶さ
せた電子回路を除く。）・半導体ウエハ。プリント回路基板。金属基板・セラミックス製回路
基板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙製テーブル
クロス・紙製ブライン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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35,36,37,39

8

Ｉｎｏａｓ

通常

2012/8/15 2012-066106 電気化学工業株式会社

35,40

9

ヨドステンレス

通常:
標準

2012/8/15 2012-066246 外山工業株式会社

26,27,28,31,34,35

10

§萬（キッコウ）

防護

2012/8/16 2012-066252 キッコーマン株式会社

11

Ａｄｄｉｃｔｅｄ Ｔｏ Ｓｗｅａｔ

通常:
標準

2012/8/16 2012-066261

※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。

ハード キャンディー フィットネス，エ
ルエルシー

09,41

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

指定商品・役務
【35】輸出入に関する事務の代理又は代行，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，事務機器・事務機器関連消耗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，化学品・工業薬品・塩酸・硫酸・燐酸・か
性カリ・か性ソーダ・塩素・カルシウムカーバイト・トリクロロエチレン・メタノール・酢酸エチ
ル・酢酸ブチル・エチレングリコール・ベンゼン・トルエン・キシレン・界面活性剤・消泡剤・紙
用消泡剤・紙用脱墨剤・紙用耐水化剤・帯電防止剤（家庭用ものを除く。）・化学剤・還元
剤・酸化剤・セメント急結剤・セメント混合剤・耐火剤・電炉工業製品・電解工業製品・プラス
チックの放熱用添加剤・プラスチックの耐熱用添加剤・溶剤・老化防止剤・融剤・発光ダイ
オード用蛍光体・照明用蛍光体・太陽電池用シリコンウエハ洗浄剤・のり及び接着剤（事
務用又は家庭用のものを除く。）・プラスチック接着剤・植物成長調整剤類・土壌改良剤・
肥料・化学肥料・塩化カリ肥料・石灰窒素・非金属鉱物・カオリン・蛍石・シリカ・フォトレジス
ト・現像液・半導体用剥離液・金属シリコン・原料プラスチック・エポキシ樹脂・フェノール樹
脂・アクリル樹脂・ポリウレタン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリ塩化ビニル樹脂・ポリ酢酸ビニ
ル樹脂・ポリスチレン樹脂・ポリ塩化ビニリデン樹脂・パルプ・農薬（殺菌剤・除草剤・殺虫
剤及び寄生生物駆除剤を除く。）・殺菌剤・除草剤・殺虫剤・寄生生物駆除剤の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，鉄・鋼・鋼管・金属製パイプ・条
網・鋼板・ステンレス鋼板・金属製箔・銅・銅合金・アルミニウム・アルミニウム合金・ニッケ
ル合金・ステンレス・建築用又は構築用の金属製専用材料・鉄骨・鉄筋・金属製セメント製
品製造用型枠の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電
線・ケーブル・電子顕微鏡用電子発生器具・電子回路（電子計算機用プログラムを記憶さ
せた電子回路を除く。）・半導体ウエハ。プリント回路基板。金属基板・セラミックス製回路
基板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙製テーブル
クロス・紙製ブライン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
【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，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，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，自転車用駐輪装置及び機械式駐
車装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【40】ステンレスの加工，金属の加工，ゴムの加工，プラスチックの加工，セラミックの加
【26】漁網製作用杼，メリヤス機械用編針，電気式ヘアカーラー，針類，被服用はとめ，
テープ，リボン，編みレース生地，刺しゅうレース生地，房類，組みひも，編み棒，裁縫箱，
裁縫用へら，裁縫用指抜き，針刺し，針箱，腕止め，衣服用き章（貴金属製のものを除
く。），衣服用バックル，衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），衣服用ブローチ，帯留，
ボンネットピン（貴金属製のものを除く。），ワッペン，腕章，頭飾品，ボタン類，造花，つけ
あごひげ，つけ口ひげ，ヘアカーラー（電気式のものを除く。），靴飾り（貴金属製のものを
除く。），靴はとめ，靴ひも，靴ひも代用金具，人毛
【27】洗い場用マット，畳類，敷物，壁掛け（織物製のものを除く。），人工芝，体操用マット，
壁紙
【28】スキーワックス，遊園地用機械器具，愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用
具，将棋用具，歌がるた，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲーム，チェス用
具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マージャン用具，遊戯用器具，
ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具
【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野
菜，糖料作物，果実，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，もろこ
し，飼料用たんぱく，飼料，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆
栽，獣類・魚類（食用のものを除く。）・鳥類及び昆虫類（生きているものに限る。），蚕種，
種繭，種卵，漆の実，未加工のコルク，やしの葉
【34】たばこ，喫煙用具，マッチ
【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
【09】録音済み又は録画済みのコンパクトディスク・ＤＶＤ・ビデオテープ，その他の磁気式
又は光学式の記憶媒体（健康及びフィットネスのためのトレーニングを内容とするものを含
む）
【41】ヘルスクラブの提供（健康及びフィットネスのためのトレーニング），その他の運動施
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.12～2012.08.18.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

05,06,07,09,10,11,1 【05】医療用の試験及び診断用薬剤，ＤＮＡチップ及び蛋白チップを用いて診断用薬剤とし
2,14,17,18,21,37,40 て使用される試薬，その他の薬剤

12

ＴＫ ＷＯＲＫＳ

通常:
標準

2012/8/16 2012-066279 東洋鋼鈑株式会社

07,12,40,42

13

スグロ鉄工

通常:
標準

2012/8/16 2012-066328 株式会社スグロ鉄工

07,12,40,42

14

ＳＵＧＵＲＯ

通常:
標準

2012/8/16 2012-066329 株式会社スグロ鉄工

07,12,40,42

15

§ＳＧＲ

通常

2012/8/16 2012-066330 株式会社スグロ鉄工

※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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【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
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，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，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，金属製金具，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，金属製のきゃたつ
及びはしご，金属製郵便受け，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製建具，金庫，
金属製ブラインド，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，金属製彫刻，金属製留め具，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，
金属製人工魚礁，金属製セメント製品製造用型枠，てんてつ機，いかり，金属製ビット，金
属製ボラード，かな床，はちの巣，犬用鎖，金属製のタオル用ディスペンサー，金属製帽
子掛けかぎ，つえ用金属製石突き，アイゼン，カラビナ，ハーケン，金属製飛び込み台，拍
車
【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，漁業用機械器
具，化学機械器具，繊維機械器具，食料加工用又は飲料加工用の機械器具，製材用・木
工用又は合板用の機械器具，パルプ製造用・印刷用又は製本用の機械器具，農業用機
械器具，ガラス器製造機械，塗装機械器具，包装用機械器具，プラスチック加工機械器
具，半導体製造装置，ゴム製品製造機械器具，石材加工機械器具，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，風水力機械器具，機械式駐車装置，
機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，自動販売
機，電動式扉自動開閉装置
【09】加工ガラス（建築用のものを除く。），オゾン発生器，電解槽，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，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 電
【07】金型用部品，金属製金型に用いる金属部品，金属製金型に用いるステンレス製部
品，金型用冷却パイプ及びその付属品，金属製金型に用いるステンレス製の冷却穴保全
部品，金属金型用鋳抜きピンに用いるステンレス製の冷却穴保全部品，金型用中子ピ
ン，金型用鋳抜きピン，金型用コアピン，金型用押し出しピン，鋳造金型用中子ピン，鋳造
金型用鋳抜きピン，鋳造金型用コアピン，鋳造金型用押し出しピン，射出成型金型用中子
ピン，射出成型金型用鋳抜きピン，射出成型金型用コアピン，射出成型金型用押し出しピ
ン，金属製金型，輸送用機器部品，航空機部品，トリム用プレス金型，油圧プレス機，エ
アープレス機，金属加工機械器具，プラスチック加工機械器具
【12】金属製の自動車部品
【40】輸送用機器部品の試作，航空機部品の試作，マグネシウム部品の加工，アルミニウ
ム部品の加工，輸送用機器部品の加工，金属製の自動車部品の加工，金属材料の溶接
加工，金属材料の熱処理加工，金属材料の切削加工，金属材料の表面処理加工，金属
【07】金型用部品，金属製金型に用いる金属部品，金属製金型に用いるステンレス製部
品，金型用冷却パイプ及びその付属品，金属製金型に用いるステンレス製の冷却穴保全
部品，金属金型用鋳抜きピンに用いるステンレス製の冷却穴保全部品，金型用中子ピ
ン，金型用鋳抜きピン，金型用コアピン，金型用押し出しピン，鋳造金型用中子ピン，鋳造
金型用鋳抜きピン，鋳造金型用コアピン，鋳造金型用押し出しピン，射出成型金型用中子
ピン，射出成型金型用鋳抜きピン，射出成型金型用コアピン，射出成型金型用押し出しピ
ン，金属製金型，輸送用機器部品，航空機部品，トリム用プレス金型，油圧プレス機，エ
アープレス機，金属加工機械器具，プラスチック加工機械器具
【12】金属製の自動車部品
【40】輸送用機器部品の試作，航空機部品の試作，マグネシウム部品の加工，アルミニウ
ム部品の加工，輸送用機器部品の加工，金属製の自動車部品の加工，金属材料の溶接
加工，金属材料の熱処理加工，金属材料の切削加工，金属材料の表面処理加工，金属
【07】金型用部品，金属製金型に用いる金属部品，金属製金型に用いるステンレス製部
品，金型用冷却パイプ及びその付属品，金属製金型に用いるステンレス製の冷却穴保全
部品，金属金型用鋳抜きピンに用いるステンレス製の冷却穴保全部品，金型用中子ピ
ン，金型用鋳抜きピン，金型用コアピン，金型用押し出しピン，鋳造金型用中子ピン，鋳造
金型用鋳抜きピン，鋳造金型用コアピン，鋳造金型用押し出しピン，射出成型金型用中子
ピン，射出成型金型用鋳抜きピン，射出成型金型用コアピン，射出成型金型用押し出しピ
ン，金属製金型，輸送用機器部品，航空機部品，トリム用プレス金型，油圧プレス機，エ
アープレス機，金属加工機械器具，プラスチック加工機械器具
【12】金属製の自動車部品
【40】輸送用機器部品の試作，航空機部品の試作，マグネシウム部品の加工，アルミニウ
ム部品の加工，輸送用機器部品の加工，金属製の自動車部品の加工，金属材料の溶接
加工，金属材料の熱処理加工，金属材料の切削加工，金属材料の表面処理加工，金属
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.12～2012.08.18.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
12,35,36

16

Ｒｏｄｅｏ Ｄｒｉｖｅ ＳＰＯＲＴＳ

通常:
標準

2012/8/16 2012-066349

株式会社アールケイエンタープライ
ズ

12
17

Ｂｏｎｂｏｎｒｉｂｂｏｎ

通常

2012/8/17 2012-066508 株式会社サンリオ

35

18

Ｂｏｎｂｏｎｒｉｂｂｏｎ

通常

2012/8/17 2012-066526 株式会社サンリオ

19

Ｅｑｕｕｓ

通常:
標準

2012/8/17 2012-066745 エクウス オートモーティブ

12
09

20

ＤａｓｈＤｒｉｖｅ Ａｉｒ

通常

指定商品・役務
【12】自動車・二輪自動車並びにそれらの部品及び付属品
【35】広告業，自動車・二輪自動車並びにその部品及び付属品の展示会の企画・運営又
は開催，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，自動車及び自動二輪車並びにそれらの部品及び付属品の購入・契約の代
理及び売買契約の媒介並びにこれらの情報の提供，競売の運営，新車又は中古車の輸
出入に関する事務の代理又は代行，広告用具の貸与，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
【36】中古自動車・中古二輪自動車の評価並びにこれに関するコンサルティング及び情報
【12】落下傘，乗物用盗難警報器，車いす，船舶並びにその部品及び附属品（「エアクッ
ション艇」を除く。），自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれ
らの部品及び附属品，乳母車，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー

2012/8/17 2012-066857 威剛科技股▲分▼有限公司

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【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
【12】自動車
【09】電子計算機及びその他の電子応用機械器具用のメモリー及びメモリーモジュール，
メモリーカード，フラッシュメモリーカード，フラッシュメモリーディスク，ＤＲＡＭ（ダイナミック
ランダムアクセスメモリー）モジュール，ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリー）モジュール，コン
ピューターメモリー，データメモリー，半導体メモリー装置，ディスクメモリー，ＣＤ－ＲＯＭド
ライブ，コンピューター用ディスクドライブ，磁気ディスクドライブ，ソリッドステートドライブ，
ＵＳＢフラッシュドライブ，光ディスク読み取り記録装置，磁気カード・磁気ディスク及び磁気
テープ電子読み取り装置，コンピューター用インターフェースカード，集積回路，集積回路
基板，半導体，電子計算機用電力供給装置，コンピューター用内蔵冷却ファン，ＵＳＢ（ユ
ニバーサル・シリアル・バス）ハードウェア，電子カード読み取り装置，電子メモリーカード
読み取り装置，ワイヤレスコンピューター周辺機器，音声・データ又は画像送信用のワイ
ヤレス通信装置，コンピューターネットワーク用アダプター・スイッチ・ルーター及びハブ，Ｌ
ＡＮ（ローカルエリア・ネットワーク）ハードウェア，ネットワークアクセスサーバーハードウェ
ア，ＷＡＮ（ワイドエリア・ネットワーク）ハードウェア，コンピューターハードウェア，ワイヤレ
ス・アクセス・ポイント（ＷＡＰ）装置，ワイヤレスネットワークリピーター，ワイヤレスネット
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商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
06,12,22

21

ＺＥＲＯ ＰＯＤ

通常:
標準

2012/8/17 2012-070395 株式会社ＭＡＲＩＯ ＤＥＬ ＭＡＲＥ

09
22

ＳａｉｎＳｏｎｉｃ

マド
プロ:
通常

ＤＯＮＧＧＵＡＮ ＳＡＩＮＳＴＯＲＥ Ｅ－
2012/8/14 2012-358166 ＣＯＭＭＥＲＣＥ ＬＩＭＩＴＥＤ ＣＯＭＰ
ＡＮＹ
09

23

ＯｆｆｉｃｅＪＳ

マド
プロ:
通常

2012/8/14 2012-358348 ＮＥＸＥＤＩ

09,38,42

24

ＳＰＯＴＭＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/13 2012-358761 Ｓｈｏｃｋｆｉｓｈ ＳＡ

09,38,42

25

マド
プロ:
通常

2012/8/13 2012-358763 Ｓｈｏｃｋｆｉｓｈ ＳＡ

※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
【06】金属製パイプ，あずまや組立セット（金属製の物），金属を主材料とした園芸・農業用
ビニールハウス組立セット，金属製のクリーンルーム組立セット，簡易更衣室組立セット，
金属製可搬式建造物組立セット，金属製鶏舎組立セット，金属製建造物組立セット，金属
製建築物組立セット，金属製構造物組立セット，金属製水泳用プール組立セット，金属製
組立て式プラットフォーム，銅製可搬式建造物組立セット，禽舎組立セット
【12】カヌー，帆船，引き船，ボート，モーターボート，ヨット，船体，エアクッション艇，人力
車，そり，手押し車，荷車，リヤカー，四輪手押し車，キャンピングトレーラー，キャンピング
用トレーラー，ゴムボート，ボートの船体
【22】ターポリン，帆，亜麻，黄麻，大麻，ハンモック，編みひも，よりひも，網類，縄，ロー
プ，麻網，化学繊維網，ガラス繊維網，綿網，防虫網，雨覆い，天幕，テント，登山用又は
キャンプ用のテント，オーニング，合成繊維製オーニング，織物製オーニング，船舶用オー
【09】Stereoscopes; eyeglasses; remote control apparatus; antennas; computer peripheral
devices; transmitters of electronic signals; projection apparatus; measuring instruments;
galvanic cells.
【09】立体鏡，眼鏡，遠隔制御装置，アンテナ，コンピュータ周辺機器，電子信号送信機，
映写装置，測定用具，ガルヴァーニ電池

【09】Scientific (other than for medical use), 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, reproduction or processing of sound or images; magnetic
recording media, sound recording or optical discs; floppy disks; compact disks, DVDs and
other digital recording media; data processing apparatus; computers; computer game
software; software (recorded programs); computer peripheral devices; integrated circuit
cards [smart cards]; software packages; management assistance software; printed circuit
boards; encoded magnetic cards; magnetic identity cards; recorded computer programs;
computer programs (downloadable software); recorded computer operating programs;
downloadable electronic publications.
【09】Apparatus for recording, transmission, reproduction of sounds or images; computer
apparatus; computer programs (downloadable software); data processing equipment;
digital telecommunication apparatus; software; personal digital assistants (PDAs);
application software.
【38】Electronic communication services; provision of access to electronic communication
networks; consultancy services in the field of telecommunication; telecommunication and
communication services; consultancy services in connection with the transmission of
information between customers and companies by computer data or electronic means;
mobile communication services; interactive telecommunication services; electronic
transmission of data and other information by communication networks;
telecommunications.
【42】Data mining; on-line monitoring, including analyzing access to computer networks;
design and development of computer hardware and software; design and planning of
【09】Apparatus for recording, transmission, reproduction of sounds or images; computer
apparatus; computer programs (downloadable software); data processing equipment;
digital telecommunication apparatus; software; personal digital assistants (PDAs);
application software.
【38】Electronic communication services; provision of access to electronic communication
networks; consultancy services in the field of telecommunication; telecommunication and
communication services; consultancy services in connection with the transmission of
information between customers and companies by computer data or electronic means;
mobile communication services; interactive telecommunication services; electronic
transmission of data and other information by communication networks;
telecommunications.
【42】Data mining; on-line monitoring, including analyzing access to computer networks;
design and development of computer hardware and software; design and planning of
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No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
09,38,42

26

ＳＰＯＴＭＡＮ

マド
プロ:
通常:
標準

ＤＶ‐ＴＲＡＩＮＥＲ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/13 2012-358764 Ｓｈｏｃｋｆｉｓｈ ＳＡ

09
27

2012/8/16 2012-358843 Ｍｉｍｉｃ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ， Ｉｎｃ．

09,10
28

Ｃｏｕｇｈ－Ｔｒａｋ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/13 2012-358906

Ｋｏｎｉｎｋｌｉｊｋｅ Ｐｈｉｌｉｐｓ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ
Ｎ．Ｖ．

指定商品・役務
【09】Apparatus for recording, transmission, reproduction of sounds or images; computer
apparatus; computer programs (downloadable software); data processing equipment;
digital telecommunication apparatus; software; personal digital assistants (PDAs);
application software.
【38】Electronic communication services; provision of access to electronic communication
networks; consultancy services in the field of telecommunication; telecommunication and
communication services; consultancy services in connection with the transmission of
information between customers and companies by computer data or electronic means;
mobile communication services; interactive telecommunication services; electronic
transmission of data and other information by communication networks;
telecommunications.
【42】Data mining; on-line monitoring, including analyzing access to computer networks;
design and development of computer hardware and software; design and planning of
【09】Robotic surgery training simulators that make use of virtual reality software and
haptics technology to allow surgeons to gain experience in the use and feel of a robotic
surgical console and practice in robotic surgical techniques.
【09】仮想現実ソフトウエアを利用できるロボット手術訓練用シミュレーター並びにロボット
手術用コンソールの利用及び感覚において外科医が経験を積める並びにロボット手術の
実習ができる触覚技術

【09】Software for use in the field of healthcare and for medical applications.
【10】Medical apparatus and instruments including respiratory apparatus and respiratory
supporting apparatus inter alia for secretion clearance.
【09】健康管理の分野で使用する及び医療用のソフトウエア
【10】医療機器（呼吸器及び呼吸補助用機器、特に分泌物除去用のもの

02,08,10,12,15,24,2 【02】Ink.
【08】Apparatus for cutting hair and shaving; household utensils for personal care.
7,28

29

ＵＬ（マル）∞ＣＥＲＴＩＦＩＥＤ

マド
プロ:
団体

2012/8/13 2012-358980 ＵＬ ＬＬＣ

※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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【10】Massage and exercise equipment; medical equipment; professional medical and
dental equipment; X-ray equipment.
【12】Industrial transport carts.
【15】Musical instruments.
【24】Flame-retardant fabrics.
【27】Wall coverings.
【28】Massage and exercise equipment.
【02】インキ
【08】散髪用及びひげそり用の機器，身体の手入れ用の家庭用器具
【10】マッサージ用及びエクササイズ用の装置，医療用装置，専門的な医療装置及び歯科
用装置，Ｘ線装置
【12】工業用の移送用カート
【15】楽器
【24】難燃性繊維
【27】壁紙
【28】マッサージ用及びエクササイズ用の装置
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商標
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出願日
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区分

指定商品・役務

02,08,10,12,15,24,2 【02】Ink.
【08】Apparatus for cutting hair and shaving; household utensils for personal care.
7,28

30

ＵＬ∞ＣＥＲＴＩＦＩＥＤ

マド
プロ:
団体

2012/8/13 2012-358981 ＵＬ ＬＬＣ

02,08,10,12,15,24,2
7,28

31

ＵＬ∞ＣＥＲＴＩＦＩＥＤ

マド
プロ:
団体

2012/8/13 2012-358982 ＵＬ ＬＬＣ

09,16,25,38,41

32

Ｎｕｃｌｅａｒ Ｂｌａｓｔ

マド
プロ:
通常:
標準

Ｎｕｃｌｅａｒ Ｂｌａｓｔ Ｔｏｎｔｒaｇｅｒ Ｐｒｏｄ
2012/8/17 2012-358990 ｕｋｔｉｏｎｓ－ ｕｎｄ Ｖｅｒｔｒｉｅｂｓ Ｇｍｂ
Ｈ

07,09,42

33

ＤＥＮＩＭＯＶＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/16 2012-359014

※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。

ＷＲＨ Ｗａｌｔｅｒ Ｒｅｉｓｔ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ａ
Ｇ

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【10】Massage and exercise equipment; medical equipment; professional medical and
dental equipment; X-ray equipment.
【12】Industrial transport carts.
【15】Musical instruments.
【24】Flame-retardant fabrics.
【27】Wall coverings.
【28】Massage and exercise equipment.
【02】インキ
【08】散髪用及びひげそり用の機器，身体の手入れ用の家庭用器具
【10】マッサージ用及びエクササイズ用の装置，医療用装置，専門的な医療装置及び歯科
用装置，Ｘ線装置
【12】工業用の移送用カート
【15】楽器
【24】難燃性繊維
【27】壁紙
【28】マッサージ用及びエクササイズ用の装置
【02】Ink.
【08】Apparatus for cutting hair and shaving; household utensils for personal care.
【10】Massage and exercise equipment; medical equipment; professional medical and
dental equipment; X-ray equipment.
【12】Industrial transport carts.
【15】Musical instruments.
【24】Flame-retardant fabrics.
【27】Wall coverings.
【28】Massage and exercise equipment.
【02】インキ
【08】散髪用及びひげそり用の機器，身体の手入れ用の家庭用器具
【10】マッサージ用及びエクササイズ用の装置，医療用装置，専門的な医療装置及び歯科
用装置，Ｘ線装置
【12】工業用の移送用カート
【15】楽器
【24】難燃性繊維
【27】壁紙
【28】マッサージ用及びエクササイズ用の装置
【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.
【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
【07】Machines for transport technology and components thereof, horizontal and inclined
transport installations for transporting and moving people, animals, objects and goods.
【09】Electronic apparatus for monitoring transport devices and transport installations for
measuring and controlling the number of people, animals, objects and goods to be
transported; monitoring units and computers for checking and controlling operations for
the transport of people, animals, objects or goods; control and monitoring units for
transport devices, control and monitoring software for transport devices.
【42】Technical consulting on the design of transport technology installations; design and
development of transport technology installations; design and development of transport
technology devices and components, for the transport of people, animals, objects and
goods.
【07】輸送技術用の機械及びその構成部品，人・動物・物体及び商品を運ぶため及び移動
させるための垂直及び傾斜した輸送用設備
【09】輸送される人・動物・物体及び商品の数の測定用及び制御用の輸送装置及び輸送
設備の監視用の電子式機器，人・動物・物体及び商品の輸送用の操作の検査用及び制
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No.

34

35

商標（見本）

商標

＞Ｂ＜ ＰＲＥＳＳ

ＣＨＥＲＲＹ

種別
マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【06】Fittings for connecting pipes and tubes; pipes of metal; tubes of metal; valves; nuts
of metal; seals; parts, fittings and accessories for the aforesaid goods.
【06】管の接続用の付属品，金属製管，金属製管，バルブ，金属製ナット，封印物，前記の
商品の部品及び附属品

09

【09】Computer input devices, computer mice, computer keyboards, card readers,
switches, snap switches, push button switches, sliding contact switches, rocker switches,
selector switches, key modules, controls, cooktop controls, oven controls, wireless
remote switches, transmission sensors, power electronics, sensors, positions sensors,
vane switches, geartooth sensors, angular position sensors, position sensors, door
sensors.
【09】コンピュータ用入力装置，コンピュータ用マウス，コンピュータ用キーボード，カード読
取装置，開閉器，スナップスイッチ，押しボタン式スイッチ，スライド式接触スイッチ，ロッ
カースイッチ，切換スイッチ，キーモジュール，制御装置，レンジ台上面用制御装置，オー
ブン用制御装置，無線遠隔スイッチ，輸送センサー，電力工学機器，センサー，位置セン
【09】Sunglasses, eyeglasses; spectacle frames; parts and accessories for spectacles,
namely spectacle lenses (for sunglasses, corrective spectacles and esthetic spectacles),
spectacle arms and other spare parts, cases and stands for spectacles; spectacle chains;
contact lenses and contact lens cases; 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 disks, DVDs and other digital recording media;
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment; computers; software.
【35】Advertising through store signs; advertising; business management; business
【06】Metal ceiling panels; metal drywall studs; metal ceiling grid.
【17】Drywall joint compound; drywall joint tape.
【19】Building materials, namely, wall boards; ceiling panels, not of metal; flooring
underlayments.
【06】金属製天井パネル，金属製の乾式壁用スタッド，金属製の天井用の格子
【17】乾式壁用接合合成物，乾式壁用接合テープ
【19】建築材料（金属製のものを除く。）、すなわち壁板，天井用のパネル（金属製のものを
除く），床用下敷材
【09】Water and firefighting foam delivery system for responding to rim-seal and open
floating roof tank fires.
【09】リムシール及び開いた浮き屋根タンクの火災に対処するための水及び消火剤の泡の
送達システム

2012/8/15 2012-359042 Ｃｏｎｅｘ ＩＰＲ Ｌｉｍｉｔｅｄ

2012/8/15 2012-359043 ＺＦ Ｆｒｉｅｄｒｉｃｈｓｈａｆｅｎ ＡＧ

09,35
マド
プロ:
通常:
標準

36

ＥＭＰＯＲＩＯ ＡＲＭＡＮＩ ＥＹＥ
ＷＥＡＲ

37

マド
ＩＴ’Ｓ ＹＯＵＲ ＷＯＲＬＤ．＼Ｂ プロ:
通常:
ＵＩＬＤ ＩＴ．
標準

38

マド
プロ:
通常:
標準

ＧＩＯＲＧＩＯ ＡＲＭＡＮＩ Ｓ．Ｐ．Ａ．，
2012/8/17 2012-359078 Ｍｉｌａｎ， Ｓｗｉｓｓ Ｂｒａｎｃｈ Ｍｅｎｄｒｉ
ｓｉｏ

06,17,19
2012/8/13 2012-359103

Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ Ｇｙｐｓｕｍ Ｃｏｍｐ
ａｎｙ

09
ＡＭＢＵＳＨ

2012/8/14 2012-359104 ＷＩＬＬＦＩＲＥ ＨＣ， ＬＬＣ

06,17,19
39

マド
プロ:
通常

2012/8/14 2012-359107

※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

Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ Ｇｙｐｓｕｍ Ｃｏｍｐ
ａｎｙ

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【06】Metal ceiling panels; metal drywall studs; metal ceiling grid.
【17】Drywall joint compound; drywall joint tape.
【19】Building materials, namely, wallboards; ceiling panels, not of metal; flooring
underlayments.
【06】金属製天井パネル，金属製の乾式壁用スタッド，金属製の天井用の格子
【17】乾式壁用接合合成物，乾式壁用接合テープ
【19】建築材料（金属製のものを除く。）、すなわち壁板，天井用のパネル（金属製のものを
除く），床用下敷材
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40

41

42

43

商標（見本）

商標

種別

ＭＩＭＩＣ

マド
プロ:
通常:
標準

ＶＯＹＡＧＥＲ ＬＥＧＥＮＤ

マド
プロ:
通常:
標準

九洲普惠＼ＰＯＰＵＬＡ

マド
プロ:
通常

ＰＵＲＩＴＡＳ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【09】Robotic surgery training simulators that make use of virtual reality software and
haptics technology to allow surgeons to gain experience in the use and feel of a robotic
surgical console and practice in robotic surgical techniques.
【09】外科医がロボット外科手術用コンソールの使用及び感触における経験を積むことが
できる並びにロボット外科手術の技術の練習ができる仮想現実ソフトウエア及び触覚技術
を使用するロボット外科手術の訓練用シミュレーター

09

【09】Telecommunications devices, namely, headsets for use with cellular phones,
computers, tablet computers, electronic book readers, telephones and telephone
communications systems.
【09】電気通信装置、すなわちセルラー式電話機用・コンピュータ用・タブレット型コンピュー
タ用・電子書籍読み取り装置用・電話機用及び電話通信システム用のヘッドセット

11

【11】Air conditioners; air filtering installations; fans (air-conditioning); gas scrubbing
apparatus; fans (parts of air-conditioning installations); ventilation (air-conditioning)
installations and apparatus; electric fans for personal use; exhaust fan; electric blowers;
air purifying apparatus and machines.
【11】エアコンディショナー，空気清浄装置，換気扇，ガス浄化装置，換気扇（空気調和装
置用部品），換気（空気調和）用の設備及び装置，扇風機，排気ファン，電気送風機，空気
清浄装置

11

【11】Water purification units for use in pharmaceutical and laboratory applications.
【11】医薬用及び実験用の浄水ユニット

2012/8/16 2012-359109 Ｍｉｍｉｃ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ， Ｉｎｃ．

2012/8/17 2012-359112 Ｐｌａｎｔｒｏｎｉｃｓ， Ｉｎｃ．

2012/8/14 2012-359114

指定商品・役務

09

ＦＯＳＨＡＮ ＣＩＴＹ ＮＡＮＨＡＩ ＰＯＰ
ＵＬＡ ＦＡＮ ＣＯ．， ＬＴＤ．

2012/8/15 2012-359152 Ｓｉｅｍｅｎｓ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ， Ｉｎｃ．

02,08,10,12,15,24,2 【02】Ink.
【08】Apparatus for cutting hair and shaving; household utensils for personal care.
7,28

44

ＵＬ∞ＣＥＲＴＩＦＩＥＤ

マド
プロ:
団体

ｐｏｃｋｅｔＳＴＡＴ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/13 2012-359157 ＵＬ ＬＬＣ

09
45

2012/8/14 2012-359160 Ｉｖｉｕｍ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｂ．Ｖ．

※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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【10】Massage and exercise equipment; medical equipment; professional medical and
dental equipment; X-ray equipment.
【12】Industrial transport carts.
【15】Musical instruments.
【24】Flame-retardant fabrics.
【27】Wall coverings.
【28】Massage and exercise equipment.
【02】インキ
【08】散髪用及びひげそり用の機器，身体の手入れ用の家庭用器具
【10】マッサージ用及びエクササイズ用の装置，医療用装置，専門的な医療装置及び歯科
用装置，Ｘ線装置
【12】工業用の移送用カート
【15】楽器
【24】難燃性繊維
【27】壁紙
【28】マッサージ用及びエクササイズ用の装置
【09】Electronic measuring instruments for electrochemical analysis; software for
processing electrochemical measurement results; measurement instruments for material
analysis.
【09】電気化学分析用の電子式測定器具，電気化学的な測定結果の処理用ソフトウエア，
材料分析用の測定器具
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46

47

48

商標（見本）

商標

ＨＥＭＩ－ＳＹＮＣ．ＣＯＭ

§ＳＧ

ＦａｓＴＯＦ

種別
マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【09】Digital media, namely, downloadable audio files featuring music and content for
mental conditioning and relaxation techniques; pre-recorded compact discs featuring
music and content for mental conditioning and relaxation techniques.
【09】デジタル式媒体、すなわち精神を整え、リラックスさせる音楽及びその技術のコンテ
ストを特徴とするダウンロード可能なオーディオファイル，デジタル式媒体、すなわち精神
を整え、リラックスさせる音楽及びその技術のコンテストを特徴とする記録済みコンパクト
ディスク

09

【09】A monitoring system for detecting faults in water and waste water collector systems
comprised of electronic and mechanical sensors and electronic control panels all sold as
a unit.
【09】電子式及び機械式のセンサー並びに電子制御パネルからなる水及び廃水の収集シ
ステムの故障検知用の監視システム（全てセット販売されるもの）

09

【09】Laboratory equipment for qualitative and quantitative analysis, namely, mass
spectrometers and chromatographic instruments, time of flight mass spectrometers, gas
chromatography/mass spectrometry combination analytic devices, GC x GC x high
resolution-time of flight mass spectrometers, and their parts; analytical equipment for
performing physical, biological and chemical separations, measurement, screening,
analysis and identification, namely, chromatography systems comprising pumps,
detectors, injectors, autosamplers, chromatography columns, and operating software for
use therewith; ion mobility and mass spectrometric apparatus and instruments, namely,
ion generators, ion detectors, drift tubes being parts of particle accelerators, and
operating software for use therewith.
【09】質的分析及び定量分析用の実験器具、すなわち質量分析計及びクロマトグラフ用器
具，飛行時間型質量分析計，ガスクロマトグラフィー／質量分析用の複合分析装置，ガス
クロマトグラフィー×ガス・クロマトグラフィー×高分解能の飛行時間型質量分析計及びそ
れらの部品，物理的・生物学的及び化学的な分離・測定・スクリーニング・分析及び識別
実施用の分析器具、すなわちポンプからなるクロマトグラフィーシステム，検出探知装置
【09】Tablet computers; DVD players; blue-ray disc players; mp3 players; audio and video
receivers; apparatus for transmitting and reproducing sound or images; portable media
players; earphones; personal headphones for use with sound transmitting systems; sound
bar speakers; car televisions; television receivers; speakers; sound reproduction
apparatus; sound transmitting apparatus; apparatus for transmitting or reproducing sound
and image; speakers for computers.
【09】タブレット型コンピュータ，ＤＶＤプレーヤー，ブルーレイディスクプレイヤー，ＭＰ３プ
レーヤー，音響及び映像の受信機，音響又は映像の送信用及び再生用の装置，ポータブ
ルメディアプレイヤー，イヤホーン，音響送信システム用のヘッドホーン，サウンドバース
ピーカー，自動車用テレビジョン，テレビジョン受像機，スピーカー，音声再生装置，音声
【09】Computer stands specially designed for holding a computer; computer keyboards;
audio speakers; headphones; dual-purpose computer stands and headphones.
【09】コンピュータの保持専用のコンピュータ台，コンピュータ用キーボード，オーディオス
ピーカー，ヘッドホーン，両用コンピュータ台及びヘッドホーン

2012/8/13 2012-359217 Ｉｎｔｅｒｓｔａｔｅ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ， Ｉｎｃ．

2012/8/15 2012-359218 Ｂｒｅｎｔｗｏｏｄ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ， Ｉｎｃ．

2012/8/14 2012-359251 Ｚｏｅｘ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

09

49

ＡＨＡＷＫ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/17 2012-359371 ＣＨＡ， Ｓｅｏｋ Ｊａｅ

09
50

ＦＥＬＩＸ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/13 2012-359426 Ｃｏｎｔｉｎｕｕｍ ＬＬＣ

09,40,41

51

ｙｏｂｏｏｋ

マド
プロ:
通常

2012/8/14 2012-359441 ＳＮＡＰＳ

※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
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【09】Electronic publications, downloadable.
【40】Printing; photographic printing and enlarging; digital photographic processing; digital
photographic enlarging.
【41】Publication of books; providing on-line electronic publications, not downloadable;
publication of electronic books and journals on-line.
【09】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。）
【40】印刷，写真の印刷及び引き伸ばし，デジタル写真の加工，デジタル写真の引き伸ば
し
【41】書籍の制作，オンラインによる図書及び記録の供覧，オンラインで提供される電子書
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商標（見本）

商標

マド
プロ:
通常

52

53

種別

ＶＳＥＮＴＲＹ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【09】Computer software used to configure multiple digital electronic devices.
【09】複数のデジタル電子装置の構成用のコンピュータソフトウエア

09

【09】Computer software, namely, computer software for security, detection and removal
of computer viruses and threats; computer software for managing and filtering electronic
communications; computer software for protecting and securing computer networks and
applications; computer software for encrypting and authenticating data; computer
software for virtualization.
【09】コンピュータソフトウエア、すなわちセキュリティー用・コンピュータウイルス及び脅威
の検出用及び除去用のコンピュータソフトウエア，電子式通信の管理用及びフィルタリン
グ用のコンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体，コンピュータネットワーク及びコ
ンピュータアプリケーションの保護用及び安全確保用のコンピュータ用プログラムを記憶さ
せた記録媒体，データの暗号化用及び認証用のコンピュータ用プログラムを記憶させた記
【09】Computer software, namely, computer software for security, detection and removal
of computer viruses and threats; computer software for managing and filtering electronic
communications; computer software for protecting and securing computer networks and
applications; computer software for encrypting and authenticating data; computer
software for virtualization management and for virtualization of data, applications,
operating systems, web browsers, and user tasks; computer software for virtualization
management and for virtualization of data, applications, operating systems, web browsers,
and user tasks, to enable information, system and network security and to enable
application compatibility, delivery and isolation.
【42】Providing online non-downloadable software for security, detection and removal of
computer viruses and threats, for managing and filtering electronic communications, for
protecting and securing computer networks and applications, for encrypting and
authenticating data, and for virtualization.
【09】Apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images
or data; sound cards.
【09】音響・映像又はデータの記録用・送信用・処理用及び再生用の装置，サウンドカード

2012/8/13 2012-359445 Ａｐｐｌｅ Ｉｎｃ．

2012/8/16 2012-359474 Ｂｒｏｍｉｕｍ Ｉｎｃ．

09,42

54

ＢＲＯＭＩＵＭ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/16 2012-359532 Ｂｒｏｍｉｕｍ Ｉｎｃ．

09
55

Ｊｕｌｉ＠

マド
プロ:
通常

2012/8/16 2012-359533 ＥＳＩ Ａｕｄｉｏｔｅｃｈｎｉｋ ＧｍｂＨ

06,07,11

56

ＦＩ

マド
プロ:
通常

2012/8/14 2012-359660

Ｆｅｄｅｒａｌ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ （２０００）
Ｌｔｄ

12
57

§ＺＯＤＩＡＣ＼ＭＩＬＰＲＯ

マド
プロ:
通常

指定商品・役務

09

2012/8/17 2012-359795 ＺＯＤＩＡＣ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ

※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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【06】Valves of metal [other than parts of machines], including butterfly valves, check
valves, double bleed valves, double block valves, gate valves, globe valves, pipeline ball
valves, all not being parts of machines; parts and fittings for all the aforesaid goods.
【07】Strainers [machines]; apparatus [machines] for filtering; filters for industrial
purposes; valves including butterfly valves, check valves, double bleed valves, double
block valves, gate valves, globe valves, pipeline ball valves, all being parts of machines;
parts and fittings for all the aforesaid goods.
【11】Filtration units (other than machines); valves being parts of heating, ventilating and
water supply installation, namely, butterfly valves, check valves, double bleed valves,
double block valves, gate valves, globe valves, ball valves; parts and fittings for all the
aforesaid goods.
【06】金属製のバルブ（機械部品を除く）（ちょう形バルブを含む），逆止弁，ダブルブリード
バルブ，ダブルブロックバルブ，ゲート弁（仕切り弁），玉形弁，パイプラインボールバルブ
（全て機械部品を除く），上記の全ての商品の部品及び付属品
【12】Military vessels and professional vessels.
【12】軍事用の船舶及び専門的な船舶
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58

59

60

商標（見本）

商標

§ＺＯＤＩＡＣ＼ＭＩＬＰＲＯ

§ＺＯＤＩＡＣ＼ＭＩＬＰＲＯ

ＬｅｙＡｐｐ

種別
マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号
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【12】Vessels (boats) for military and professional use.
【12】軍事用及び専門用の船舶（ボート）

12

【12】Vessels (boats) for military and professional use.
【12】軍事用及び専門用の船舶（ボート）

07,09

【07】Control devices for machines, particularly for vacuum pumps and vacuum pump
stands; vacuum pumps (machines), vacuum pump stands comprising a plurality of vacuum
pumps (machines); machine parts as accessories of vacuum pumps (machines), namely
connection flanges, connection components, separators, filters and pumps; control
devices for vacuum pumps (machines).
【09】Measurement apparatus, vacuum measurement apparatus, electrical sensors,
measuring sensors; data acquisition devices, particularly measurement pickups for
measuring devices; electrical and electronic operating devices, particularly keyboards,
input devices and remote controls for measuring devices, feedback control devices,
control devices, monitoring apparatus; switching devices (electric), particularly for
vacuum pumps and vacuum pump stands; software for the aforementioned goods,
particularly for vacuum pumps, vacuum pump control devices; software for control of
vacuum pumps and/or vacuum pump stands, particularly via computers, laptops,
【07】Machines and machine tools; material application machines; application apparatus,
pumps, motors, engines, nozzles, filters; tools to be used in machines and machine tools;
mechanical, pneumatic, hydraulic jacks (actuators) for machines and machine tools.
【09】Electric actuators (controls) for machines and machine tools.
【42】Services in the field of engineering consultancy; engineering research.
【07】機械及び工作機械，材料適用用機械，適用用機械，ポンプ，原動機，エンジン，ノズ
ル，ろ過器，機械用及び工作機械用工具，機械用及び工作機械用の機械式・空気圧式・
油圧式ジャッキ（アクチュエーター）
【09】機械用及び工作機械用の電気式アクチュエーター（制御装置）
【42】エンジニアリングに関する助言の分野における役務の提供，エンジニアリングに関す
【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.
【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 and
parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery.
【25】Clothing, footwear, headgear.
【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

2012/8/17 2012-359796 ＺＯＤＩＡＣ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ

2012/8/17 2012-359797 ＺＯＤＩＡＣ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ

2012/8/14 2012-359799

Ｏｅｒｌｉｋｏｎ Ｌｅｙｂｏｌｄ Ｖａｃｕｕｍ Ｇ
ｍｂＨ

07,09,42

61

ＴＳＥ ＴＲＯＬＬＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/17 2012-359830 ＴＳＥ ＴＲＯＬＬＥＲ ＡＧ

09,18,25

62

ｌａｎｒｉｚ

マド
プロ:
通常:
標準

指定商品・役務

12

2012/8/13 2012-359856 Ｓｔｉｃｈｔｉｎｇ ＬＡＮＲＩＺ

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

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
09,38

63

ＰＯＷＥＲ ＴＯ ＴＨＥ ＭＵＳＩＣ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/16 2012-359907 Ｌｏｇｉｔｅｃｈ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓ．Ａ．

09,10,42

64

ＣａｎａＴｏｕｃｈ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/13 2012-359972 Ｃａｎａｔｕ Ｏｙ

07,09

65

ＬｅｙＰａｄ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/14 2012-360132

Ｏｅｒｌｉｋｏｎ Ｌｅｙｂｏｌｄ Ｖａｃｕｕｍ Ｇ
ｍｂＨ

09,41
66

ｉＧＵＩＴＡＲ

マド
プロ:
通常

2012/8/15 2012-360470

Ｒｏａｄｒｏｃｋ Ｍｕｓｉｃ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
Ｌｉｍｉｔｅｄ

07,12,16

67

ＲＡＤＩＯ ＢＩＫＥＳ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/15 2012-360507 ＷＥ ＭＡＫＥ ＴＨＩＮＧＳ ＧＭＢＨ

※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】Earphones and customized and standard listening devices; earphones; cables;
modulation lines; apparatus for amplifying and controlling sound; acoustic separation
units; sound mixers; loudspeakers; WI-FI music players, streamed music players; radios,
Internet radios; docking stations; headsets, telephone micro-headsets; software and
applications for broadcasting streamed music, for managing music, for broadcasting music
and for customized sounds.
【38】Electronic transmission, streamed broadcasting and transmission of digital media
content for others via global computer networks and local computer networks.
【09】イヤホーン並びに特注の及び標準の傾聴用装置，イヤホーン，ケーブル，変調用ライ
ン，音声の増幅用及び制御用の機器，音響的分離用ユニット，サウンドミキサー，スピー
カー，ＷＩ－ＦＩ音楽プレイヤー，ストリームされた音楽プレイヤー，ラジオ送受信機，イン
ターネット経由により受信するラジオ，ドッキングステーション，ヘッドセット，電話機用マイ
クロヘッドセット，ストリームされた音楽の同時通信用・音楽の管理用・音楽の同時通信用
及び特注の音声用のソフトウエア及びアプリケーション
【38】グローバルコンピュータネットワーク及びローカルコンピュータネットワーク経由による
【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; CD discs, DVD
discs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment, computers; computer
software; fire-extinguishing apparatus; computer hardware.
【10】Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs,
eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.
【42】Scientific and technological services and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services; design and development of computer hardware
【07】Control devices for machines, particularly for vacuum pumps and vacuum pump
stands; vacuum pumps (machines), vacuum pump stands comprising a plurality of vacuum
pumps (machines); machine parts as accessories of vacuum pumps (machines), namely
connection flanges, connection components, separators, filters and pumps; control
devices for vacuum pumps (machines).
【09】Measurement apparatus, vacuum measurement apparatus, electrical sensors,
measuring sensors; data acquisition devices, particularly measurement pickups for
measuring devices; electrical and electronic operating devices, particularly keyboards,
input devices and remote controls for measuring devices, feedback-control devices,
control devices, monitoring apparatus; switching devices (electric), particularly for
vacuum pumps and vacuum pump stands; software for the aforementioned goods,
particularly for vacuum pumps, vacuum pump control devices; software for control of
vacuum pumps and/or vacuum pump stands, particularly via computers, laptops,
【09】Electronic publications and magazines (downloadable).
【41】Providing on-line electronic publications and magazines (non-downloadable).
【09】電子式出版物及び雑誌（ダウンロード可能なもの）
【41】電子式出版物及び雑誌（ダウンロードできないもの）のオンラインによる提供

【07】Roller bearings for vehicles.
【12】Bicycles; parts of bicycles and bicycle accessories, included in this class; rims for
wheels of bicycles; bicycle forks; bicycle bells; bicycle chains; bicycle handle bars; bicycle
hubs; pedals for bicycles; bicycle pumps; wheels for bicycles, cycles; bicycles frames;
bicycle tyres; saddles for bicycles; inner tubes for bicycles; spokes for bicycles; bike
bags; front attachments for bicycles; brakes for bicycles; wheel bearings for bicycles; rear
view mirrors; gears for cycles; bicycle chain wheels; bicycle handlebar grips; derailleurs
for bicycles; bicycle axles; bottom bracket sets and wheel bearings for vehicles; chain
wheels, included in class; gear cassettes, included in this class; foot rests for bicycles,
included in this class; headsets, included this class; brake cables; brake handles; saddle
blocks; saddle supports; saddle clamping rings; saddle struts.
【16】Stickers for bicycle frames.
【07】乗物用玉軸受け
【12】自転車，自転車部品及び自転車の付属品（本類に属するもの），自転車用リム，自転
車用フォーク，自転車用ベル，自転車用チェーン，自転車用ハンドル，自転車用ハブ，自

18／19

今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.12～2012.08.18.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

68

§ＡＴＴ

マド
プロ:
通常

ＡＮＧＥＬＡＮＴＯＮＩ ＴＥＳＴ ＴＥＣＨＮ
2012/8/14 2012-360601 ＯＬＯＧＩＥＳ ＳＲＬ ｉｎ ｓｈｏｒｔ ＡＴＴ
ＳＲＬ

09,11,17

69

ＯＢＪＥＫＴＡ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/17 2012-360853 Ｋｌｕｄｉ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

09,10,21

70

Ｓｈａｍｒｏｃｋ

マド
プロ:
通常

2012/8/15 2012-360892

Ｓｈａｍｒｏｃｋ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｃｏ．， Ｉｎ
ｃ．

09,11

71

マド
プロ:
通常

2012/8/13 2012-360893

※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。

ＳＥＯＵＬ ＳＥＭＩＣＯＮＤＵＣＴＯＲ Ｃ
Ｏ．， ＬＴＤ．

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

指定商品・役務
【09】Environment test chamber for testing climatic stability, humidity, thermal shock,
vibrations, vacuum environments, stress screenings, sun simulation environments, dust
environments, and zero-gravity environments; explosion proof environment testing
chambers for testing materials which may develop an explosive atmosphere caused by
gases vapors, mists, dusts; energy efficient environmental tests chambers for
temperature and humidity testing; scientific apparatus for environmental test chambers,
namely thermostatic, corrosion, humidity, and high pressure testers.
【09】気候安定性・湿度・熱衝撃・振動・真空環境・ストレススクリーニング・太陽のシミュ
レーション環境・塵環境及び無重力環境の試験用の環境試験室，ガス（・？）蒸気・霧・塵
に起因する爆発性雰囲気を展開できる材料試験用の耐爆性のある環境試験室，温度試
験用及び湿度試験用のエネルギー効率用の環境試験室，環境試験室用の科学用機器、
すなわち自動温度調節試験装置・腐食試験装置・湿度試験装置及び高圧試験装置
【09】Thermostats; regulating and controlling apparatus for water supply apparatus and
sanitary installations; programs for activating apparatus for water supply and sanitary
purposes.
【11】Water supply equipment and sanitary installations; installations for heating water;
water treatment filters; thermostatically and non-contact controlled mixing taps, mixer
valves, control valves, shutter valves, water inlet and water outlet channels; mixing
valves being parts for sanitary installations, water supply and water outlet fittings with
manual and automatic controls; taps for washstands, bidets and sinks, taps for tubs and
showers; shower heads; shower combinations; showers, and shower fittings, shower
holders, combination showers, body showers, overhead showers, lateral-jet showers,
shower hoses; inflow and outlet fittings for sanitary basins, washstands, sinks, bidets and
【09】Disposable latex gloves for laboratory use; disposable plastic gloves for laboratory
use; protective gloves for industrial use.
【10】Dental gloves; gloves for medical use; gloves for use in hospitals; latex medical
gloves; medical examination gloves; medical gloves; nitrile gloves for medical use;
protective gloves for medical use; surgical gloves.
【21】Disposable gloves for home use; disposable latex and nitrile gloves for general use;
disposable latex gloves for general use; disposable plastic gloves for general use;
disposable plastic gloves for use in the food service industry; gloves for household
purposes; household gloves for general use; rubber household gloves.
【09】実験室用使い捨てのラテックス製手袋，実験室用使い捨てのプラスチック製手袋，工
業用保護用手袋
【10】歯科用手袋，医療用手袋，病院用手袋，ラテックス製医療用手袋，医療検査用手
袋，医療用手袋，医療用のニトリル手袋，医療用保護手袋，外科用手袋
【21】使い捨ての家庭用手袋，汎用の使い捨てゴム手袋及びニトリル手袋，一般用使い捨
てのラテックス製手袋，一般用使い捨てのプラスチック製手袋，食品産業用使い捨てのプ
ラスチック製手袋，家事用手袋，一般用家庭用手袋，ゴム製の家庭用手袋
【09】Diodes; light emitting diodes; top light emitting diodes; power light emitting diodes;
chip light emitting diodes; big top light emitting diodes; high flux light emitting diodes; side
view light emitting diodes; electroluminescence diodes; laser diodes; processed optical
glass not for building purposes; processed lens glass not for building purposes; reflectors
[for microscopes]; optical lanterns; optical lenses; objective lenses [optics]; correcting
lenses [optics]; apertometers [optics]; photometers; actinometers; luminous flux meters;
traffic-light apparatus [luminous or mechanical]; traffic signaling panels [luminous or
mechanical]; road signs [luminous or mechanical]; safety signaling panels [luminous or
mechanical]; safety display panels [luminous or mechanical]; signaling panels [luminous or
mechanical]; luminous signs; luminous beacons; vehicle breakdown warning triangles
[luminous]; lighting ballasts; photovoltaic cells; incubators for bacteria culture; constant-

19／19

今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.12～2012.08.18.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
06,11,35,42

72

§ＪＯＴＵＬ＼ＧＲＯＵＰ

マド
プロ:
通常

2012/8/14 2012-360900 Ｊoｔｕｌ ＡＳ

12
73

ＨＵＧＩＮ

マド
プロ:
通常

2012/8/17 2012-360902 Ｋｏｎｇｓｂｅｒｇ Ｍａｒｉｔｉｍｅ ＡＳ

07,12,16

74

ＲＡＤＩＯ ＢＭＸ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/15 2012-360958 ＷＥ ＭＡＫＥ ＴＨＩＮＧＳ ＧＭＢＨ

09,35,38,41,42

75

マド
ＩＢＭ ＳＯＣＩＡＬ ＳＥＮＴＩＭＥＮＴ プロ:
通常:
ＩＮＤＥＸ
標準

指定商品・役務
【06】Chimneys of metal; chimney shafts of metal; furnace fireguards.
【11】Wood burning ovens; furnaces, other than for laboratory use; fireplaces, domestic;
flues (chimney); dampers (heating); apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.
【35】Advertising, business management; business administration; office functions, importexport agencies; updating of advertising material; presentation of goods on
communication media, for retail purposes.
【42】Industrial design; engineering; design of interior decor; consultancy in the field of
energy-saving; creating and maintaining web sites for others; provision of scientific
information, advice and consultancy in relation to carbon offsetting; architectural
consultation; scientific and technological services and research and design relating
thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer
hardware and software.
【06】金属製煙突，金属製煙突筒，炉用囲い金網
【12】Autonomous and remote controlled underwater vehicles and their parts.
【12】自動及び遠隔で制御された水中の乗物及びそれらの部品

2012/8/16 2012-361114

※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。

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｍａｃｈｉｎ
ｅｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

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

【07】Roller bearings for vehicles.
【12】Bicycles; parts of bicycles and bicycle accessories, included in this class; rims for
wheels of bicycles; bicycle forks; bicycle bells; bicycle chains; bicycle handle bars; bicycle
hubs; pedals for bicycles; bicycle pumps; wheels for bicycles, cycles; bicycles frames;
bicycle tyres; saddles for bicycles; inner tubes for bicycles; spokes for bicycles; bike
bags; front attachments for bicycles; brakes for bicycles; wheel bearings for bicycles; rear
view mirrors; gears for cycles; bicycle chain wheels; bicycle handlebar grips; derailleurs
for bicycles; bicycle axles; bottom bracket sets and wheel bearings for vehicles; chain
wheels, included in this class; gear cassettes, included in this class; foot rests for
bicycles, included in this class; headsets, included in this class; brake cables; brake
handles; saddle blocks; saddle supports; saddle clamping rings; saddle struts.
【16】Stickers for bicycle frames.
【07】乗物用のころ軸受
【12】自転車，自転車の部品及び自転車の付属品（本類に属するもの），自転車用リム，自
転車用フォーク，自転車用ベル，自転車用チェーン，自転車用ハンドル，自転車用ハブ，
【09】Computer programs (software) used for accessing information on a global computer
network; computer programs (software) used for locating, searching for and receiving
text, electronic documents, graphics and audiovisual information on internal computer
networks at company level and on local and wide-area global computer networks;
computer programs (software) for data extraction, natural language processing and real
time analysis of social network content, including text messaging services, instant
messaging services, online posts on blogs, text, Internet links (Web links) and images on
the Internet and on other communication networks; computer programs (software) for
data analysis and the presentation of results; computer programs (software) for the
opinion polling through social network channels; computer programs (software) for
providing Web-based access to applications and services via an operating system
interface on the Web or Internet portal; computer programs (software) for the use of the

