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今週の出願（類似群限定：17A01）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
25,35

1

クロックス

通常:
標準

2012/8/13 2012-065626 クロクス，インコーポレイテッド
09,16,25,28,30,32

2

ＦＡＳＨＩＯＮ ＭＯＮＳＴＥＲ

通常:
標準

2012/8/13 2012-065627

ジェレミィ ラビット ウォーレン ピー
ティーイー リミテッド

09,16,25,30

3

ジョジョ＼ＪＯＪＯ

通常

2012/8/13 2012-065642 株式会社集英社

4

ｔｏｕｃｈＭｅ

通常:
標準

2012/8/13 2012-065643 ＭＡＲＫ－ＳＴＹＬＥＲ株式会社

25
16,25,39,41

5

ＳＡＫＵＲＡ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ

通常:
標準

2012/8/13 2012-065644 株式会社Ａｄｖｅｎｔｕｒｅ ＪＡＰＡＮ

25
6

ＨＯＮＥＹＭＯＭＯ

通常

2012/8/13 2012-065661 株式会社サンリオ

7

ＤＶＦ ＳＴＵＤＩＯ

通常:
標準

2012/8/13 2012-065683

※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。

ダイアン ホン ファースタンバーグ
スチューディオ
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Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/

指定商品・役務
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運
動用特殊靴，
【35】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，インター
ネット経由で行うカタログ形式の滑り止め付きの軽量の履物及び運動用特殊靴を目玉商
品とした他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具（「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロト
ロン・産業用Ｘ線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機
械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知
機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。），電子管，半導体素子，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。），電子計算機用プログラム，
眼鏡，家庭用テレビゲーム機用プログラム，携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを
記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，インターネットを利用して受信し、及び保
存することができる音楽ファイル，インターネットを利用して受信し、及び保存することがで
きる画像ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプ
キン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，キャミ
ソール，ティーシャツ，アイマスク，エプロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，
ショール，スカーフ，足袋，足袋カバー，手袋，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サ
ポーター，マフラー，耳覆い，ナイトキャップ，帽子，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バン
ド，ベルト，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。）
【28】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（登山用・
サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。），釣り具
【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，
即席菓子のもと，パスタソース
【32】ビール 清涼飲料 果実飲料 乳清飲料
【09】電子出版物，携帯電話機用ストラップ，電気通信機械器具，業務用テレビゲーム機，
携帯電話機用又はコンピュータ用ゲームプログラム，電子応用機械器具及びその部品，
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
ターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル，録画済みビデオディ
スク及びビデオテープ
【16】印刷物，文房具類，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，
紙製ハンカチ，紙製テーブルクロス，紙類，書画，写真，写真立て
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，キャミ
ソール，ティーシャツ，和服
【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオ
【25】セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，キャミソール，ティー
シャツ
【16】文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運
動用特殊靴
【39】主催旅行の企画・実施又はこれに関する情報の提供
【41】ファッションショーの企画・運営，技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運
営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，図書の貸与，映画・演芸・観劇
又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映
画・放送番組・広告用のものを除く。），スポーツの興行の企画・運営又は開催，娯楽施設
の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，ア
イマスク，エプロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足
袋，足袋カバー，手袋，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，マフラー，
耳覆い，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，帽子，防暑用ヘルメット，ガーター，靴下止め，
ズボンつり，バンド，ベルト，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金
具」を除く。），靴合わせくぎ，靴くぎ，靴の引き手，靴びょう，靴保護金具，げた，草履類，
仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。），乗馬靴，調理用三角
布
【25】被服，履物，バンド，ベルト
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今週の出願（類似群限定：17A01）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
35,42,45

8

ＣＯＯＲＤＩＭＡＴＥ

通常:
標準

2012/8/13 2012-065698 株式会社三越伊勢丹

16,24,25,35

9

10

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

ＶＯＣＡＬＯＩＤ＋ＧＡＲＭＥＮＴ
（Ｓ）

通常:
標準

2012/8/13 2012-065743 ヤマハ株式会社

25
25

11

§ｅＭＵ

通常

2012/8/13 2012-065756

※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。

エミュー・リッジ・ホールディングス・プ
ロプライエタリー・リミテッド

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

指定商品・役務
【35】コンピュータによるソーシャルネットワーキングウェブサイト内における写真共有・画
像送信に関する情報ファイルの管理，コンピュータによるソーシャルネットワーキング用の
情報ファイルの管理，ソーシャルネットワーキングウェブサイト内における写真共有・画像
送信に関する事業の管理及び運営，ソーシャルネットワーキングウェブサイトの運営に関
する事業の管理又は運営，ウェブサイトの運営に関する事業の管理又は運営，ファッショ
ンに関する会員制クラブの管理・運営，被服の保管，事業の管理又は運営，商品の販売・
役務の提供に関する情報の提供，広告，コンピュータ・データベースの情報構築及び情報
編集，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
【42】ソーシャルネットワーキングウェブサイトの作成・保守，ソーシャルネットワーキング
ウェブサイト用のコンピュータプログラムの設計・作成又は保守，ソーシャルネットワーキン
グウェブサイト用のコンピュータプログラムの提供，オンラインでのミーティング・インタラク
ティブな議論の開催・運営を目的とする他人のためのウェブサイトのホスティング，ユー
ザーにより定義された情報・個人のプロフィールを特徴とするカスタマイズされたウェブ
ページ用コンピュータプログラムの提供，ユーザーにより定義された情報・個人のプロ
フィールを特徴とするカスタマイズされた電子掲示板又はホームページのためのサーバー
記憶領域の貸与，ウェブサイトを通じたアプリケーションソフトウェアの提供，アプリケー
ションサービスプロバイダーによるコンピュータソフトウェアの提供，ファッション関係の画
像投稿用サーバーの記憶領域の貸与，ソーシャルネットワーキングにおけるオンラインク
ローゼットサービス提供のためのコンピュータプログラムの提供 ソーシャルネットワーキ
【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
【25】運動用特殊衣服，運動用特殊靴，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
【25】被服，履物，帽子，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，仮装用衣服，運
動用特殊衣服，運動用特殊靴
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今週の出願（類似群限定：17A01）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

12

§ｂｉｊｉｎｅｓｓ＼ビジンネス

通常

2012/8/13 2012-065775 株式会社サザビーリーグ

13

ＯＲＩＧＩＮＡＬ ＰＡＰＥＲＢＡＣＫＳ

通常:
標準

2012/8/13 2012-065782 スタンテックス インコーポレイテッド

25

09,25,41

14

ＥＭＵＬＡＴＯＲ

優先

2012/8/13 2012-065863

スミソンマーティン インコーポレー
テッド

25
15

ＵＮＯ Ｓｔｙｌｅ Ｕｐ

通常

2012/8/13 2012-065874 株式会社ＵＮＯ－ＴＯＫＹＯ

35

16

§Ｍｙ Ｂａｓｋｅｔ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ

通常

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，印刷物の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供
【25】カーゴパンツ，フード付きプルオーバー型セーター及びフード付きプルオーバー型
シャツ，フード付きスウェットシャツ，ズボン及びパンツ，ポロシャツ，ワイシャツ類及びシャ
ツ，半ズボン，ティーシャツ，タンクトップ，トップス，その他の被服，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
【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
【25】婦人服・婦人下着その他の被服，ベルト，ズボンつり，バンド，履物，仮装用衣服，運
動用特殊衣服，運動用特殊靴

2012/8/14 2012-065886 イオン株式会社

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

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

【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
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今週の出願（類似群限定：17A01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

17

18

19

20

21

商標（見本）

商標

ＰＯＷＥＲＬＥＴＥ ＷＡＲＭ

ＰＯＷＥＲＬＥＴＥ ＣＯＯＬ

ｃｏｃｃａ

§ｍａｒｉｅｍｅｉｌｉ

ＡＬＩＥＮＷＡＲＥ

種別

通常

通常

通常

通常

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【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

25

【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

18,20,25

【18】ハンドバッグ，ポシェット，その他のかばん類，袋物，傘，携帯用化粧道具入れ，愛玩
動物用被服類
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，屋内用ブラインド，すだれ，装飾用ビーズカー
テン，日よけ
【25】被服，仮装用衣服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用
特殊衣服，運動用特殊靴

25

【25】被服，履物，帽子，下着，水泳着，寝巻き類

09,25,41

【09】スマートフォン，その他の電気通信機械器具，コンピュータハードウエア，コンピュータ
ソフトウエア，その他の電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲーム機用プログ
ラム，携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，
業務用テレビゲーム機用プログラム
【25】帽子，その他の被服
【41】インターネットを利用したゲームの提供及びこれに関する情報の提供，インターネット
を利用したゲームコーナーの提供及びこれに関する情報の提供，オンラインゲームの提
供及びこれに関する情報の提供，オンラインゲームコーナーの提供及びこれに関する情
報の提供
【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
【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

2012/8/14 2012-065887 イオン株式会社

2012/8/14 2012-065888 イオン株式会社

2012/8/14 2012-065911 株式会社コッカ

2012/8/14 2012-065947 ホップ・ラン・ファッションズ・リミテッド

2012/8/14 2012-065948 デル インク

09,12,18,23,24,25,2
7

22

ＳＯＲＯＮＡ

通常:
標準

指定商品・役務

25

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/
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今週の出願（類似群限定：17A01）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
03,18,24,25

23

§ＤａｌｅｓＢｅａｕｔｅ∞ＤＢ

通常

2012/8/14 2012-065968 グラント株式会社

09,16,25,41

24

Ｔｏｋｙｏ＼ｉＳ

通常

2012/8/14 2012-066008

株式会社東京インターナショナルス
クール

25
25

ＴＲＥＭＰ＼トレンプ

通常

2012/8/14 2012-066011

インダストリア カルツァトゥリエラ マ
ロス エス．ピー．エー．

16,18,25,28

26

ＫＵＭＡＴＡＮ

通常:
標準

2012/8/14 2012-066012 株式会社ウィゴー

※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
【03】口臭用消臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，皮
革
【24】織物，ハンカチ，その他の布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，
まくらカバー，毛布，クッションカバー，織物製トイレットシートカバー，織物製椅子カバー，
織物製壁掛け，カーテン，テーブル掛け，どん帳
【25】洋服，靴下，スカーフ，その他の被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベル
ト，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【09】教育用コンピュータソフトウェア，コンピュータソフトウェア（記憶されたもの），電子応
用機械器具及びその部品，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，録画済みＤＶＤビデオソフト，インターネットを利用して受信し、及び保
存することができる画像ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版
物，通信用ソフトウェアを搭載したデコーダ，運動用保護ヘルメット
【16】教材（器具に当たるものを除く。），文房具類，学習教材用印刷物，印刷物，紙類，書
画，事務用又は家庭用ののり及び接着剤，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，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，写真，
写真立て
【25】被服，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，学校における教育，オンラインを利用してなる多種
のアカデミックサブジェクトにおける小中学校・高校・大学・大学院学生・職業教育の知識
の教授，語学の教授・学習塾における教授・小学校における教育・中学校における教育・
高等学校における教育・大学における教授に関する情報の提供，海外における教育実
習・実務研修・語学研修・留学に関する情報の提供，英語の学習方法についての情報提
供，海外における教育実習・実務研修・語学研修・留学に関するセミナーの企画・運営又
は開催，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，図
書の貸与 書籍の制作 教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広
【25】被服，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

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

【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，家庭用食品包装フィルム，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
【18】かばん金具，がま口口金，蹄鉄，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん
類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，皮
革
【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
【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
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今週の出願（類似群限定：17A01）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

27

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

28

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：17A01）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

29

Ｉｎｏａｓ

通常

2012/8/15 2012-066106 電気化学工業株式会社

09,35

30

ＣＨＲＩＳＴＩＡＮ ＬＯＵＢＯＵＴＩＮ

通常

2012/8/15 2012-066113 クリスチャン ルブタン

35

31

グリーショップ＼ＧＲＥＥ ＳＨＯ
通常
Ｐ

2012/8/15 2012-066121 グリー株式会社

25
32

ＭＡＤ＼ＢＯＭＢＥＲ

通常

2012/8/15 2012-066150 アール ブレント レナルズ

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

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
【09】携帯電話機用保護カバー及びケース，ラップトップ型コンピュータ，携帯情報端末装
置，携帯型メディアプレーヤー，サングラス，コンタクトレンズ，コンタクトレンズ用容器，眼
鏡用鎖，眼鏡用ひも，眼鏡ケース，眼鏡用フレーム，その他の眼鏡
【35】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，オンライン
による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，オンラ
インによる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，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，オ
ンラインによる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，
化粧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，オンラインに
よる化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【35】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，時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，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，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，織
物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の
回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，おもちゃ・人形及び娯楽用
具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，印刷物の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，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，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，楽器及びレ
【25】スリッパ，ブーツ，その他の履物，頭部覆い，ジャケット，手袋，帽子，ネックウォー
マー，長袖下着と長ズボン下，フード付のスウェットシャツ，その他の被服及びその附属
品，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運
動用特殊靴
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今週の出願（類似群限定：17A01）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
05,07,21,25,30

33

§α

通常

プレミアムエイジ

通常:
標準

2012/8/15 2012-066159

テトラ・ラヴァル・ホールディングス・ア
ンド・ファイナンス・ソシエテ・アノニム

05,10,25,35,41,44
34

2012/8/15 2012-066238 株式会社コナミスポーツ＆ライフ
26,27,28,31,34,35

35

§萬（キッコウ）

防護

2012/8/16 2012-066252 キッコーマン株式会社

36

ＴＯＫＹＯ ＬＡＵＮＤＲＹ

通常:
標準

2012/8/16 2012-066254

※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。

エス．アール．ジー．アパレル ピー
エルシー

25

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

指定商品・役務
【05】薬剤，食餌療法用及び獣医科用食品・飲料・薬剤，乳児用食品，包帯用膏薬及び包
帯，殺菌消毒剤，有害動物駆除剤，殺菌剤，除草剤，殺虫剤，医療用飼料添加物，搾乳
用ディッピング剤，搾乳用の乳首消毒剤・乳首軟化剤・乳房保護剤，動物用洗浄剤（薬剤
に属するものに限る。）
【07】機械器具，農業用器具（手動式のものを除く。），搾乳器及びその制御装置，搾乳器
用離脱装置，搾乳器用ミルク計量器，搾乳器用真空接続具及び継手，自動給餌器，家畜
用機械式給餌器，動物用搾乳及び乳量記録システム，吸引用ポンプ（機械），飼料圧縮
機，搾乳器用乳首カップ，搾乳器用ティートカップライナー，搾乳器用フレキシブルチュー
ブ，油圧機器及び吸引機器用フレキシブルチューブ，動物・若齢畜・その他の家畜のため
の餌の保存・準備・分配用の給餌機，搾乳用機械器具及び乳腺用洗浄機，肥料取扱器
具，充填用及び包装用機械器具，牧場における牛乳の冷蔵及び保存に関する清掃用及
び真空発生用機械，清掃用泡製造装置，吹込成形機，射出成形機，押出吹込成形機，押
出機，バルクフィリングマシーン，パッキングマシーン，ラッピングマシーン，パレットパッキ
ングマシーン，生鮮品用フィーダーホッパー（機械部品），プリフォームフィーダーマシー
ン，プリフォームオリエンテーションマシーン，プリフォーム射出プレス，ストッパー又は
キャップ製造機，ストッパー又はキャップ取り付け機，キャップ締め機，ストッパリングマ
シーン，瓶用シール機，シール機，印刷機，真空包装用機械器具，カートン成形機，ラベ
ル貼り機，切断装置，容器取扱機，容器の包装用機械器具特にパッケージ・ボトル及び容
器のバリア性及び気密性の向上用の包装用機械器具，バルブ（機械部品），低温殺菌装
置，チーズ製造機，チーズ用包装用機械器具，フライス盤，混合機，ミキサー，チーズ切り
機，スターリングアンドオシレーティングマシーン，チーズ用プレス機械，チーズこん包機，
チーズブロック成形機，チーズ用金型，酪農用機械器具，均質機，遠心分離機，分離器，
熱交換器（機械部品），食品及び液体分野における加工及び包装のためのポンプ及びバ
ルブ 鋳型（機械部品） 棒挿入器及び詰め込み器（機械部品） 飲料調整機 食品加工・
【05】サプリメント
【10】医療用機械器具
【25】洋服（Ｔシャツ，運動着，水泳着），運動用特殊衣服（ユニフォーム・リストバンド）
【35】インターネットウェブサイトによる商品の販売に関する情報の提供，介護事業の管理
【41】スポーツ又は知識の教授
【44】美容，理容，健康増進の指導，栄養の指導，健康診断
【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
【25】被服，履物，帽子
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今週の出願（類似群限定：17A01）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

09,14,16,20,24,25,2 【09】ダウンロード可能な画像及び動画，インターネットを利用して受信し、及び保存するこ
とができる画像ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ
8,41,45

37

ジャスラ

通常:
標準

2012/8/16 2012-066265 一般社団法人日本音楽著作権協会

09,14,16,20,24,25,2
8,41,45

38

図形商標

通常

2012/8/16 2012-066266 一般社団法人日本音楽著作権協会

35
39

40

アクリス

通常

2012/8/16 2012-066293

2012/8/16 2012-066294

アクリス プレタポルテ アクチエンゲ
ゼルシャフト

35

【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

25

【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，アイマス
ク，エプロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋
カバー，手袋，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，マフラー，耳覆い，ず
きん，すげがさ，ナイトキャップ，帽子，防暑用ヘルメット，ガーター，靴下止め，ズボンつ
り，バンド，ベルト，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除
【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

アクリス プレタポルテ アクチエンゲ
ゼルシャフト

アクリスジャパン

通常

41

Ｍ＆ＭＩＬＬＳ

通常:
標準

2012/8/16 2012-066324 有限会社マッハゴーゴー

42

ジョグストラップ

通常:
標準

2012/8/16 2012-066327 株式会社ワコール

25
09,13,25

43

ＬＥＡＰＥＲＳ

通常

2012/8/16 2012-066335 リーパーズ・インコーポレイテッド

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

【14】キーホルダー
【16】ボールペン，シャープペン，メモ帳，シール，手帳，名刺用紙，その他の文房具，カレ
ンダー，印刷物
【20】うちわ，せんす，インタビューボード，ついたて，びょうぶ，木製又はプラスチック製の
立て看板
【24】タオル，その他の布製身の回り品
【25】被服，着ぐるみ用衣服，その他の仮装用衣服
【28】パペット，その他のおもちゃ，人形
【41】知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興
行の企画又は運営，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及
びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），インター
ネットによる通信を用いて行うゲームまたはクイズの提供，著作権に関する啓蒙
【45】著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，著作権又は著作権隣接権の管理，著
【09】ダウンロード可能な画像及び動画，インターネットを利用して受信し、及び保存するこ
とができる画像ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ
【14】キーホルダー
【16】ボールペン，シャープペン，メモ帳，シール，手帳，名刺用紙，その他の文房具，カレ
ンダー，印刷物
【20】うちわ，せんす，インタビューボード，ついたて，びょうぶ，木製又はプラスチック製の
立て看板
【24】タオル，その他の布製身の回り品
【25】被服，着ぐるみ用衣服，その他の仮装用衣服
【28】パペット，その他のおもちゃ，人形
【41】知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興
行の企画又は運営，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及
びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。），インター
ネットによる通信を用いて行うゲームまたはクイズの提供，著作権に関する啓蒙
【45】著作権の利用に関する契約の代理又は媒介，著作権又は著作権隣接権の管理，著
【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

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

【09】洋弓用望遠照準鏡・ライフル銃用望遠照準鏡及びこれら望遠照準鏡の取付台及び
取付環，事故防護用被服，防弾チョッキ
【13】銃砲，銃砲弾，火器用ケース，ライフル銃，拳銃，散弾銃，空気銃，これら銃の部品
及び附属品，ライフル銃あるいは拳銃等の小火器用バッグ・ポーチ・収納器・ベルト及び
ケース，照準器，銃火器洗浄用ブラシ及びロッド，薬きょう抽筒子
【25】狩猟（ハンティング）用チョッキ及び帽子，その他の被服，運動用特殊衣服，運動用特
殊靴
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今週の出願（類似群限定：17A01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

44

45

商標（見本）

商標

ＧＲＡＭ＼グラム

ＭＡＩＹＥＴ

種別

通常

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【25】ダウンジャケット，洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，
水泳帽，キャミソール，ティーシャツ，和服，アイマスク，エプロン，えり巻き，靴下，ゲート
ル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カバー，手袋，ネクタイ，ネッカチー
フ，バンダナ，保温用サポーター，マフラー，耳覆い，ナイトキャップ，帽子

14,18,25

【14】宝飾品，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，キーホルダー，宝石箱，記念カッ
プ，記念たて，身飾品，貴金属製靴飾り，時計
【18】皮革製のかばん類及び袋物，ハンドバッグ，財布，皮革製名刺入れ，札入れ，キー
ケース，携帯用化粧道具入れ，かばん類，袋物
【25】男性用及び女性用被服，ワイシャツ類及びシャツ，ブラウス，運動に適した被服，運
動に適したワイシャツ類及びシャツ，運動に適したズボン及びパンツ，運動に適したブレ
ザー，運動に適したジャケット，パジャマ，下着，スーツ，コート，ズボン，ジャケット，ニット
製被服，ニット製セーター，ニット製カーディガン，ニット製ポロシャツ，ニット製ズボン及び
パンツ，レインウェア，スカーフ，ナイトガウン，ドレス，ガウン，スカート，ビーチウェア，水
泳着，ネックウェア，運動競技に適した被服，運動競技に適したワイシャツ類及びシャツ，
運動競技に適したショーツ及び半ズボン，運動競技に適したヘッドバンド，運動競技に適し
たスウェットスーツ，ラウンジウェア，手袋，履物，帽子，ベルト，靴下，ネクタイ，ストッキン
グ，被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動
【14】宝飾品，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，キーホルダー，宝石箱，記念カッ
プ，記念たて，身飾品，貴金属製靴飾り，時計
【18】皮革製のかばん類及び袋物，ハンドバッグ，財布，皮革製名刺入れ，札入れ，キー
ケース，携帯用化粧道具入れ，かばん類，袋物
【25】男性用及び女性用被服，ワイシャツ類及びシャツ，ブラウス，運動に適した被服，運
動に適したワイシャツ類及びシャツ，運動に適したズボン及びパンツ，運動に適したブレ
ザー，運動に適したジャケット，パジャマ，下着，スーツ，コート，ズボン，ジャケット，ニット
製被服，ニット製セーター，ニット製カーディガン，ニット製ポロシャツ，ニット製ズボン及び
パンツ，レインウェア，スカーフ，ナイトガウン，ドレス，ガウン，スカート，ビーチウェア，水
泳着，ネックウェア，運動競技に適した被服，運動競技に適したワイシャツ類及びシャツ，
運動競技に適したショーツ及び半ズボン，運動競技に適したヘッドバンド，運動競技に適し
たスウェットスーツ，ラウンジウェア，手袋，履物，帽子，ベルト，靴下，ネクタイ，ストッキン
グ，被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動
【18】かばん金具，がま口口金，蹄鉄，皮革製包装用容器，かばん類，袋物，携帯用化粧
道具入れ，皮革
【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】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

2012/8/16 2012-066336 東レ株式会社

2012/8/16 2012-066344

ピースベンチャーズ インコーポレイ
テッド

14,18,25

46

図形商標

通常

2012/8/16 2012-066345

ピースベンチャーズ インコーポレイ
テッド

18,25,35

47

Ｊｅｗｅｌ Ｂ．Ｂ＼ジュエルベベ

通常

2012/8/16 2012-066364 株式会社ヤギ

※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

25

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：17A01）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
30,35,43

48

図形商標

通常

2012/8/16 2012-066374 株式会社コメダ

35

49

§コメダ珈琲店

通常

50

ＷＥＬＬ ＢＥＩＮＧ ＷＩＴＨ ＥＶＥ 通常:
ＲＹ ＳＴＥＰ
標準

2012/8/16 2012-066375 株式会社コメダ

10,25
ロックブルック ホールディングス リ
2012/8/16 2012-066376
ミテッド

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

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

指定商品・役務
【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，コーヒー豆，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，す
し，たこ焼き，弁当，ラビオリ
【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，商品の販売に関する情報の提供，商品の売
買契約の媒介又は取次ぎ，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，
エタノールの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，漂白剤の
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，油凝固剤の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，業務用電動氷削器及びその部品の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，洋食ナイフの小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，スプー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，フォー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，温度計の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，紙製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，プラスチック製包装用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，業務用食品包装フィルムの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，コーヒー抽出用ペーパーフィルタの小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，紙製タオルの小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，紙製テーブルナプキ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，印刷物の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，かば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，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 プラスチック製包装容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
【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，商品の販売に関する情報の提供，商品の売
買契約の媒介又は取次ぎ，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，
エタノールの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，漂白剤の
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，油凝固剤の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，業務用電動氷削器及びその部品の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，洋食ナイフの小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，スプー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，フォー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，温度計の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，紙製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，プラスチック製包装用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，業務用食品包装フィルムの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，コーヒー抽出用ペーパーフィルタの小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，紙製タオルの小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，紙製テーブルナプキ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，印刷物の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，かば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，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，プラスチック製包装容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，ビニール製調理作業用手袋の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供 メニューホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
【10】整形外科用履物，足の矯正用履き物（医療用に限る。），医療用履き物の中敷きその
他医療用履き物の中に入れて使用する附属品，足の矯正用機械器具及びその他の整形
外科用機械器具，足の補正・矯正用及び足の病気または足の治療に使用する医療用機
械器具，足の病気及び足の治療に使用する医療用機械器具，医療用機械器具
【25】履物，被服，帽子，中敷を含む履物用挿入物，ストッキング，ソックス
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今週の出願（類似群限定：17A01）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

01,05,09,10,11,14,1 【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），原料プラスチック
6,17,18,21,22,23,24, 【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
25,26,28
胸当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー

51

チキュウ・カイカイ＼チキュウ問
通常
題のカイ決に挑むカイ社

2012/8/16 2012-066380 株式会社クラレ

35,41

52

§ＣＨＵＮＩＣＨＩ＼Ｄｒａｇｏｎｓ＼Ｏ
通常
ＦＦＩＣＩＡＬ ＦＡＮＣＬＵＢ

2012/8/17 2012-066494 株式会社中日ドラゴンズ

25
53

￠ＦＩＮＺＩＯＮＥ

通常

2012/8/17 2012-066495 清水ネーム株式会社

※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/

【09】電気通信機械器具，携帯電話機用ストラップ，電子応用機械器具及びその部品，マ
ウスパッド，眼鏡，眼鏡ふき，家庭用テレビゲーム機用プログラム，携帯用液晶画面ゲー
ム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，インターネットを利
用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル，インターネットを利用して受信し、
及び保存することができる画像ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，映写
フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント
【10】人工鼓膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），医療用機械器具
【11】汚水浄化槽，し尿処理槽，浄水装置，電球類及び照明用器具，家庭用浄水器，家庭
用汚水浄化槽，家庭用し尿処理槽
【14】貴金属，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，キーホルダー，ぬいぐるみ付の
キーホルダー，宝石箱，記念カップ，記念たて，身飾品，時計
【16】家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，包装用
プラスチックフィルム，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙
製ハンカチ，紙類，文房具類，印刷物
【17】雲母，化学繊維（織物用のものを除く。），糸ゴム及び被覆ゴム糸（織物用のものを除
く。），化学繊維糸（織物用のものを除く。），農業用プラスチックシート，プラスチック基礎製
品，ゴム
【18】皮革製包装用容器，かばん類，袋物，かばん用・袋物用のストラップ，携帯用化粧道
具入れ，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，乗馬用具，皮革，人工皮革
【21】ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），化粧用具，家事用手袋，清掃用具及び洗
濯用具
【22】船舶用オーニング，ターポリン，帆，原料繊維，編みひも，真田ひも，のり付けひも，よ
りひも，綱類，網類（金属製のものを除く。），雨覆い，天幕，ザイル，登山用又はキャンプ
用のテント ウインドサーフィン用のセイル
【35】野球チームのファンクラブの企画・運営又は管理，経営の診断又は経営に関する助
言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，イン
ターネットを利用したオンラインによる商品の通信販売の取次ぎ，文書又は磁気テープの
ファイリング，インターネットを利用した通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理代
行，広告業，加盟店で特典を受けられる会員カードの発行，広告用具の貸与，インター
ネットにおける広告用スペースの提供，新聞記事情報の提供，織物及び寝具類の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，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，印刷物の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，紙類・壁紙及び文房具類・絵の具の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，運動具の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，楽器及びレコードの小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，化学品・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・洗濯用柔軟剤及び洗濯用漂白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，金属製靴ぬぐいマット・紙製テーブルク
ロス・屋内用ブラインド・すだれ・装飾用ビーズカーテン・日よけ・織物製いすカバー・壁掛
【25】被服，履物，運動用特殊衣服

15／28

今週の出願（類似群限定：17A01）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
25

54

Ｂｏｎｂｏｎｒｉｂｂｏｎ

通常

2012/8/17 2012-066517 株式会社サンリオ

35

55

Ｂｏｎｂｏｎｒｉｂｂｏｎ

通常

2012/8/17 2012-066526 株式会社サンリオ

56

トップスピンキック

通常:
標準

2012/8/17 2012-066532 美津濃株式会社

57

58

トップスピンキック＼ＴＯＰ ＳＰＩ
通常
Ｎ ＫＩＣＫ

Ｗｈｉｔｅ Ｆｌａｇｓ

通常:
標準

25

指定商品・役務
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，ア
イマスク，エプロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足
袋，足袋カバー，手袋，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，マフラー，
耳覆い，ずきん，すげがさ，ナイトキャップ，帽子，防暑用ヘルメット，ガーター，靴下止め，
ズボンつり，バンド，ベルト，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金
具」を除く。），靴合わせくぎ，靴くぎ，靴の引き手，靴びょう，靴保護金具，げた，草履類，
仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。），乗馬靴，調理用三角
布
【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
【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，サッカー靴，水上スポーツ用ウエットスーツ

25

【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，サッカー靴，水上スポーツ用ウエットスーツ

03,14,18,25,35

【03】靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，化粧品，香料，薫料，つや出し布
【14】貴金属，宝玉及びその模造品，キーホルダー，身飾品（「カフスボタン」を除く。），時
計，貴金属製靴飾り
【18】かばん金具，蹄鉄，かばん類，袋物，傘，日傘，つえ，皮革，革ひも，原革，原皮，な
めし皮，毛皮
【25】被服，帽子，履物，ベルト，運動用特殊衣服，運動用特殊靴
【35】広告業，商品の販売に関する情報の提供，輸出入に関する事務の代理又は代行，
事業の運営及び事業の管理，販売促進のための企画及び実行の代理，商品の受注事務
の代行，化粧品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，香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，
宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，身飾品（「カフスボタン」を除く。）の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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，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

2012/8/17 2012-066533 美津濃株式会社

2012/8/17 2012-066535 株式会社ディオネ

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

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：17A01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

59

60

商標（見本）

商標

§Ｍ∞ＭＡＥＤＡ＼マエダ

ＧＲＩＴ＼グリット

種別

通常

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【25】被服
【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

09,16,24,25,41

【09】音楽・音声及び映像を記録した記録媒体，音楽・音声又は映像を記録した記録媒
体，録音済み又は録画済みコンパクトディスク及びＤＶＤ，インターネットを通じてダウン
ロード可能な電子化された音楽，インターネットを通じてダウンロード可能な電子化された
音響付き映像，データベース・ウェブサイトを含むインターネット・イントラネット・エクストラ
ネットからオンラインを通じて供給される電子出版物（文字データを含む。），音楽又は音
声を録音したコンパクトディスク・ＤＶＤその他の記録媒体，映像又は画像を録画したコン
パクトディスク・ＤＶＤその他の記録媒体，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，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，インターネットを通じ
てダウンロード可能な電子化された映像，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
【16】ユーザーマニュアル・宣伝広告用資料・教育用情報を含む印刷物，パンフレット，カタ
ログ，手引き書，解説書，教材（器具に当たるものを除く。），印刷物
【24】布製身の回り品，タオル，手ぬぐい，ハンカチ，ふろしき
【25】被服，帽子，運動用特殊衣服
【41】スポーツ・フィットネスの活動に関する興行の企画・運営又は開催並びにこれらに関
する情報の提供・助言及び指導，フィットネスクラブ又は運動施設における音楽に合わせ
て動作が決められたエクササイズの振付及び実演並びにこれらに関する情報の提供・助
言及び指導，音楽にあわせて振り付けられたエクササイズ教室の企画・運営又は開催並
びにこれらに関する情報の提供・助言及び指導，体育館の提供並びにこれらに関する情
報の提供・助言及び指導，ヘルスクラブの提供並びにこれらに関する情報の提供・助言及
び指導，スポーツクラブの提供並びにこれらに関する情報の提供・助言及び指導，フィット
ネスクラブの提供並びにこれらに関する情報の提供・助言及び指導，スポーツの興行の
企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供・助言及び指導，フィットネスの興
行の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供・助言及び指導，出版物の制
作 電子出版物の制作 フィットネスクラブ・ヘルスクラブのプログラムに関する音楽・音声
【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘
【25】被服，履物，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト

2012/8/17 2012-066567 株式会社マエダ

2012/8/17 2012-066608

レス ミルズ インターナショナル リ
ミテッド

18,25
61

62

63

§Ａｍｎｙｕ

ＯＹＺ＼オイズ

ＣＨＡＬＥＴＲＯＮ＼シャリロン

通常

通常

通常

指定商品・役務

25,36

2012/8/17 2012-066631 中曽根 佑香

05,10,25,35,41,44

【05】サプリメント
【10】医療用機械器具
【25】洋服（Ｔシャツ，運動着，水泳着），運動用特殊衣服（ユニフォーム・リストバンド）
【35】インターネットウェブサイトによる商品の販売に関する情報の提供，介護事業の管理
【41】スポーツ又は知識の教授
【44】美容，理容，健康増進の指導，栄養の指導，健康診断

25

【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

2012/8/17 2012-066659 株式会社コナミスポーツ＆ライフ

2012/8/17 2012-066681 ビーボックス株式会社

※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/
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今週の出願（類似群限定：17A01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

64

65

商標（見本）

商標

ＢＥＬＬＥＫＩＤ＼ベルキッド

はいからっと横丁

種別

通常

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【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

35,43

【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供
【43】飲食物の提供，宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，保育
【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
【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

2012/8/17 2012-066682 ビーボックス株式会社

2012/8/17 2012-066684 泉陽興業株式会社

24,25
66

67

68

69

§ＤＩＳＮＯＴＩＣＥＤ ＤＲＹ

通常

ＮａｔｕｒｅＣｏｏＬ＼ナチュレクール 通常

§ＯｙＺ＼オイズ

通常

§ＳＩＣＫＳ＼ＡＺＵＬ＼ｂｙ ｍｏｕ
通常
ｓｓｙ

2012/8/17 2012-066707 富士紡ホールディングス株式会社

25

【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

05,10,25,35,41,44

【05】サプリメント
【10】医療用機械器具
【25】洋服（Ｔシャツ，運動着，水泳着），運動用特殊衣服（ユニフォーム・リストバンド）
【35】インターネットウェブサイトによる商品の販売に関する情報の提供，介護事業の管理
【41】スポーツ又は知識の教授
【44】美容，理容，健康増進の指導，栄養の指導，健康診断

09,14,18,25

【09】電気通信機械器具，眼鏡，録音済み記憶媒体，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，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，インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル，
録画済みビデオディスク及びビデオテープ，録画済み記憶媒体，電子出版物
【14】キーホルダー，宝石箱，身飾品，宝飾品，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，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つ
え，つえ金具，つえの柄
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用
特殊衣服，運動用特殊靴
【09】眼鏡，録音済み記憶媒体，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，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，イン
ターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル，録画済みビデオディ
スク及びビデオテープ，録画済み記憶媒体，電子出版物
【14】キーホルダー，宝石箱，身飾品，宝飾品，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，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つ
え，つえ金具，つえの柄
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用
特殊衣服，運動用特殊靴

2012/8/17 2012-066709 富士紡ホールディングス株式会社

2012/8/17 2012-066712 株式会社コナミスポーツ＆ライフ

2012/8/17 2012-066713 株式会社バロックジャパンリミテッド

09,14,18,25

70

§Ｔｅｌａｖａｃ

通常

指定商品・役務

25

2012/8/17 2012-066714 株式会社バロックジャパンリミテッド

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

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

18／28

今週の出願（類似群限定：17A01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.
71

商標（見本）

商標
ＦＡＬＣＨＩ

種別
通常:
標準

出願日

出願番号

2012/8/17 2012-066741

出願人／権利者
ファルチ アイピー リミテッド ライア
ビリティ カンパニー

区分
14,18,25

09,18,25
72

ＬＯＮＤＯＮ ＳＰＯＲＴＳ

通常

2012/8/17 2012-066743 株式会社ロンドンスポーツ

35
73

ＢＯＮＴＡ

通常:
標準

2012/8/17 2012-066759 株式会社サードオフィス

35
74

ＯＤＯＲＡＴＯＺ

通常:
標準

2012/8/17 2012-066760 株式会社サードオフィス

11,16,18,20,24,25,2
8

75

パンダコパンダ

通常

2012/8/17 2012-066848 株式会社トムス・エンタテインメント

25
76

ＳＵＧＡＲ ＭＥＬＯＮ＼Ｏｎｗａｒｄ
通常
Ｔｏ Ｔｈｅ Ｓｐａｒｋｌｉｎｇ

2012/8/17 2012-066859

※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。

ライン イヤー エンタープライズ カ
ンパニー リミテッド

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

指定商品・役務
【14】キーホルダー，宝飾品，時計バンド，時計，カフスボタン
【18】かばん類，袋物，ハンドバッグ，財布，札入れ，かばん金具，傘，携帯用化粧道具入
れ，書類入れかばん
【25】被服，履物，帽子，ベルト，スカーフ
【09】水泳用ゴ－グル，水泳用耳栓
【18】リュックサック，ウェストバッグ
【25】ティーシャツ，ポロシャツ，被服，スポーツシャツ，トレーニングシャツ，運動競技用
ジャージ製特殊衣服，スポーツジャージー及び競技用ジャージー，ウィンドブレーカー，ダ
ウンジャケット，防水加工を施したマウンテンパーカー，ダウンベスト，ランニングショーツ，
ハーフパンツ，運動用特殊衣服，スキージャケット，スキーパンツ，スキー競技用特殊衣
服，スノーボード用衣服，スノーボード用特殊衣服，運動用靴下，防寒用手袋，水着，水
泳帽，水着の下に着用するアンダーショーツ，スニーカー，ランニングシューズ，運動用特
殊靴
【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，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，台所用マット・トイレ
用マットの小売り又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便宜の提供，バスマッ
トの小売り又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便宜の提供
【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
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，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，台所用マット・トイレ
用マットの小売り又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便宜の提供，バスマッ
トの小売り又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便宜の提供
【11】あんか，懐炉，懐炉用ケース，懐炉灰，湯たんぽ，湯たんぽ用ケース，化学物質を充
てんした保温保冷具，化学物質を充てんした保温保冷具用ケース，電球類及び照明用器
具，家庭用電熱用品類，洗浄機能付き便座，洗面所用消毒剤ディスペンサー，便器，和
式便器用椅子，浴槽類
【16】紙製包装用容器，家庭用食品包装フイルム，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，紙類，文房具類，雑誌，新
聞
【18】買物袋，その他のかばん類，がま口，その他の袋物，かばん金具，がま口口金，蹄
鉄，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，
つえ金具，つえの柄
【20】ソファー，その他の家具，クッション，座布団，まくら，マットレス，木製・竹製又はプラ
スチック製の包装用容器，うちわ，扇子，ハンガーボード，懐中鏡，鏡袋，揺りかご，幼児
用歩行器
【24】タオル，手ぬぐい，ハンカチ，その他の布製身の回り品，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，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
【25】マント，ティーシャツ，その他の被服，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
【25】被服（コート・トッパーコート・フロックコート・ジャケット・ワイシャツ類及びシャツ・ティー
シャツ・スーツ・セーター・下着・ズボン下を含む），スカーフ，ネクタイ，蝶ネクタイ，帽子，
耳覆い，くつ下，手袋，ベルト，ズボンつり，エプロン，ズボン，襟巻，スパッツ，メリヤス下
着，メリヤス靴下，履物，サンダル靴及びサンダルげた，スリッパ，ブーツ，ガロッシュ，か
かと，靴用継ぎ目革，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

19／28

今週の出願（類似群限定：17A01）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

77

§ＭＮＣＢＢ

通常

2012/8/17 2012-066865 株式会社丸一

06,19,25

78

図形商標

通常

2012/8/18 2012-066868 森工業株式会社

35,41
79

ＫＡＲＩＫＡ∞ＫＡＲＩＫＡ∞ＫＡＲＩＫ
通常
Ａ∞カリカ

2012/8/13 2012-068392 松山 里香

18,25
80

チャムチャム＼ｃｈｕｍ ｃｈｕｍ

通常

2012/8/13 2012-068403

※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。

株式会社テクストトレーディングカン
パニー

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

指定商品・役務
【35】広告業，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調
査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，輸出入に関する事
務の代理又は代行，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの
情報編集，広告用具の貸与，求人情報の提供，クッション・座布団・まくら・マットレス・ブラ
ンケットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，衣服用き章（貴金属製のものを除く。）・衣服用バッジ
（貴金属製のものを除く。）・衣服用バックル・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・腕章の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，頭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，化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，傘の小売又は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，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，木製小
物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，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，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
【06】建築用又は構築用の金属製支持板付排水管，その他の建築用又は構築用の金属
製排水管，建築用又は構築用の支持板付排水管用アルミダイキャスト製ストレーナー，そ
の他の建築用又は構築用の支持板付排水管用金属製ストレーナー，建築用又は構築用
の金属製脱気筒，その他の建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製管継ぎ手，金
属製フランジ
【19】建築用又は構築用の塩化ビニル製支持板付排水管，建築用又は構築用の塩化ビニ
ル製支持板付蛇腹状排水管，その他の建築用又は構築用の塩化ビニル製排水管，ガラ
ス繊維強化プラスチック製支持板付排水管，その他の建築用又は構築用のガラス繊維強
化プラスチック製排水管，その他の建築用又は構築用のプラスチック製排水管，その他の
プラスチック製建築専用材料，建築用又は構築用の金属製支持板と塩化ビニル製蛇腹状
排水管からなる排水管，その他の建築用又は構築用の金属製支持板とプラスチック製蛇
腹状排水管からなる排水管，リノリューム製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファ
ルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の
専用材料，しっくい，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構
築用の専用材料，繊維製の落石防止網，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物
【35】身飾品及び宝飾品の小売又は卸売の業務に対する便益の提供，かばん類・袋類の
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，衣服の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・紅茶・ハーブ茶・フレーバー茶及
びその他の茶の小売又は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
品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【41】飲食物・栄養・健康に関する研修会・セミナーの企画・運営又は開催

【18】かばん金具，がま口口金，蹄鉄，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん
類，袋類，携帯用化粧道具入れ，傘，革ひも
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，ア
イマスク，エプロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足
袋，足袋カバー，手袋，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴
の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。）げた，草履類，仮装用衣服，運動用特殊衣服，
運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。）乗馬靴。

20／28

今週の出願（類似群限定：17A01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

81

82

83

84

85

86

87

商標（見本）

商標

ＶＡＮＧＡＴＥ

Ｃａｐｐｙ

図形商標

図形商標

フロント革命

種別

通常

通常

通常

通常

通常

Ｋａｉｍｉｎ Ｌａｂｏ＼ＦＯＲ ＹＯＵＲ
通常
ＧＯＯＤ ＳＬＥＥＰ

Ｂａｌａｎｃｅ＼Ｓｈａｐｅ＼バランス
シェイプ

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

35

【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

25

【25】被服

25

【25】被服

25

【25】被服

25

【25】被服

25,35

【25】被服
【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

25

【25】被服，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

2012/8/13 2012-068408 株式会社ヴァンヂャケット

2012/8/13 2012-068423 カイタック株式会社

2012/8/13 2012-068424 カイタック株式会社

2012/8/13 2012-068425 カイタック株式会社

2012/8/13 2012-068426 カイタック株式会社

2012/8/13 2012-068428 カイタック株式会社

2012/8/13 2012-068488 株式会社コジット

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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今週の出願（類似群限定：17A01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

88

89

90

91

商標（見本）

商標

§Ｉｊｕ＼ＹＬＡｎｇ ＹＬＡｎｇ

Ｌａｄｙ’ｓｍ

§Ｓｕｍｉ＼ｃｒｅａｔｉｖｅ

ＭＯＮＯＣＯ

種別

通常

通常

通常

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

25

【25】洋服，コート，下着

25

【25】被服，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

25

【25】被服

35

【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，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，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供 印刷物の小売又は卸売の業務において行われる

2012/8/14 2012-069238 株式会社ＮＡＩＭＡ

2012/8/15 2012-069546 天龍システム株式会社

2012/8/15 2012-069547 吉田 純

2012/8/17 2012-069917 フラッタースケープ株式会社

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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今週の出願（類似群限定：17A01）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

92

｛Ｍ｝

通常

2012/8/17 2012-069918 フラッタースケープ株式会社

25
93

94

95

96

ＣＡＬＢＩＧ．

Ｔｒｏｙ Ｃｌａｓｓｉｃ

Ｔｒｏｙ Ｓｐｏｒｔｓ

通常

通常

通常

ＷＡＲＭ ＭＡＸ＼ウォームマッ
通常
クス

指定商品・役務
【35】衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は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，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，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供 印刷物の小売又は卸売の業務において行われる
【25】被服，洋服，ティーシャツ，帽子

2012/8/16 2012-069967 佐竹 康輔

25

【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，エ
プロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カ
バー，手袋，ネクタイ，バンダナ，ネッカチーフ，保温用サポーター，マフラー，耳覆い，ずき
ん，すげがさ，ナイトキャップ，帽子，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，靴
類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。）

25

【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，エ
プロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カ
バー，手袋，ネクタイ，バンダナ，ネッカチーフ，保温用サポーター，マフラー，耳覆い，ずき
ん，すげがさ，ナイトキャップ，帽子，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，靴
類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。）

25

【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

2012/8/16 2012-070353 安藤貿易株式会社

2012/8/16 2012-070354 安藤貿易株式会社

2012/8/17 2012-070363 キンググロリー紳士服株式会社

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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今週の出願（類似群限定：17A01）2012.08.12～2012.08.18.xls
No.

97

98

99

商標（見本）

商標

ＨＥＡＴ ＭＡＸ＼ヒートマックス

種別

通常

マリーアンワレット＼Ｍａｒｉｅ Ａｎ
通常
ｔｏｉｌｅｔｔｅ

§Ｆａｋｅ Ｌｉｐｓ

通常

100

マド
§Ｈａｗａｉｉａｎ Ｃｏｒｐｓ＼ＭＩＬＩＴ
プロ:
ＡＲＹ ＳＵＲＦ ＣＬＯＴＨＩＮＧ
通常

101

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【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

25

【25】ストッキング，レギンス

25

【25】被服，仮装用衣服

09,18,25

【09】Glasses and sunglasses.
【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】眼鏡及びサングラス
【18】革及び人工皮革並びにこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの，獣
皮，トランク及び旅行かばん，傘及び日傘，つえ，むち、引き革及び馬具類
【25】被服，履物及び運動用特殊靴，帽子
【10】Surgical apparatus.
【10】外科用機器

2012/8/17 2012-070364 キンググロリー紳士服株式会社

2012/8/17 2012-070407 ムツミトレーディング株式会社

2012/8/17 2012-070410 株式会社インテム

2012/8/14 2012-357507 ＬＵＣＩＡ ＢＬＯＮＤＩ

10
ＮＡＶＩＳＡＷ

マド
プロ:
通常

102

Ｊａｓｓｇｏ

103

マド
プロ:
ＭＥＴＡＬＩＣＵＳ ＡＵＳＴＲＡＬＩＡ
通常:
標準

指定商品・役務

25

2012/8/17 2012-358069 Ｂｌｕｅ Ｂｅｌｔ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ， Ｉｎｃ．

2012/8/14 2012-358168

25

【25】Clothing; cyclists' clothing; bathing suits; waterproof clothing; sports shoes; caps
(headwear); hosiery; gloves (clothing); scarfs; belts (clothing).
【25】被服，サイクリング競技用衣服，水泳着，防水加工を施した被服，運動靴，帽子，メリ
ヤス下着、メリヤス靴下，手袋（被服），スカーフ，ベルト

25

【25】Clothing, footwear and headgear; hosiery.
【25】被服，履物及び運動用特殊靴，帽子，メリヤス下着、メリヤス靴下

ＨＡＮＧＺＨＯＵ ＧＵＯＮＥＮＧ ＩＭＰ．
＆ ＥＸＰ． ＣＯ．， ＬＴＤ

2012/8/17 2012-358424 Ｍｅｔａｌｉｃｕｓ Ｐｔｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ

※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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今週の出願（類似群限定：17A01）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
05,10,21

104

ＢＩＯ ＢＡＢＢＹ

マド
プロ:
通常

ＲＡＶＥＮ ＴＡＩＬＯＲＥＤ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/14 2012-358718 ＢＢ ＤＩＳＴＲＩＢＥ

25
105

2012/8/14 2012-358841 ＰＡＲＫ， ＫＲＩＳ Ｃ．

09,10
106

Ｃｏｕｇｈ－Ｔｒａｋ

マド
プロ:
通常:
標準

指定商品・役務
【05】Diapers for babies, diaper-pants, disposable diapers of paper and/or cellulose,
disposable napkins of paper and/or cellulose, tissues impregnated with pharmaceutical
lotions, wipes impregnated with pharmaceutical lotions.
【10】Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs,
eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials; stockings for varices; feeding
bottles, feeding bottle teats; clothing especially for operating rooms; massage apparatus;
esthetic massage apparatus; artificial limbs; surgical implants [artificial materials];
armchairs for medical or dental purposes; surgical drapes, bed pans for medical purposes;
special furniture for medical use, surgical cutlery, orthopedic footwear; feeding bottles,
feeding bottle teats, babies pacifiers; nasal aspirators for babies, thermometers for
medical use, teething rings.
【21】Tableware for infant care.
【05】乳児用おむつ，パンツ式おむつ，紙製及び／又はセルロース製の使い捨ておむつ，
紙製及び／又はセルロース製の使い捨てナプキン，ティッシュに浸み込ませた医薬用ロー
ション剤，医薬用ローション剤を浸み込ませた拭き取り品
【25】Pants, jackets, shirts, skirts, suits.
【25】ズボン及びパンツ，ジャケット，ワイシャツ類及びシャツ，スカート，スーツ

2012/8/13 2012-358906

Ｋｏｎｉｎｋｌｉｊｋｅ Ｐｈｉｌｉｐｓ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ
Ｎ．Ｖ．

【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

107

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。

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

【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

25／28

今週の出願（類似群限定：17A01）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

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

108

ＵＬ∞ＣＥＲＴＩＦＩＥＤ

マド
プロ:
団体

2012/8/13 2012-358981 ＵＬ ＬＬＣ

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

109

ＵＬ∞ＣＥＲＴＩＦＩＥＤ

マド
プロ:
団体

2012/8/13 2012-358982 ＵＬ ＬＬＣ

09,16,25,38,41

110

Ｎｕｃｌｅａｒ Ｂｌａｓｔ

マド
プロ:
通常:
標準

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

10

111

Ｚ－ＲＡＹ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/15 2012-359106 Ｚｕｍａ Ｄｅｎｔａｌ， 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
【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
【10】Medical and dental X-ray apparatus; medical and dental x-ray film; mounts for
dental and medical X-ray negative; mounts for X-ray negatives for medical and dental
purposes; X-ray apparatus for medical and dental use; X-ray apparatus for dental
imaging; X-ray appliances for dental and medical use; X-ray CT scanners; X-ray
diagnostic apparatus; X-ray photographs for medical and dental purposes; X-ray tubes
for medical and dental purposes; mounts for digital sensor used for taking digital dental
radiographs; digital sensor used for taking digital dental radiographs; X-ray collimators;
holders for digital sensor used for taking digital dental radiographs; positioning device for
X-ray apparatus; holders for X-ray films; alignment device for X-ray apparatus.
【10】医療用及び歯科用のＸ線機器，医療用及び歯科用のＸ線フィルム，歯科用及び医療
用のＸ線ネガフィルム用取付台，医療用及び歯科用のＸ線ネガフィルム用取付台，医療用
及び歯科用のＸ線機器，歯科用の画像用のＸ線機器，歯科用及び医療用のＸ線装置，Ｘ
線ＣＴ装置，Ｘ線診断装置，医療用及び歯科用のＸ線写真，医療用及び歯科用のＸ線
チューブ，デジタル式の歯科レントゲン写真撮影用のデジタルセンサー用の取付台，デジ
タル式の歯科レントゲン写真撮影用のデジタルセンサー，Ｘ線コリメーター，デジタル式の

26／28
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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
25,35

112

ＥＢＥＲＪＥＹ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/15 2012-359110 Ｗｏｒｌｄ Ｔｈｒｅａｄｓ， Ｉｎｃ．

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

113

ＵＬ∞ＣＥＲＴＩＦＩＥＤ

マド
プロ:
団体

2012/8/13 2012-359157 ＵＬ ＬＬＣ

12,25,35

114

ＯＰＥＮ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/13 2012-359265 Ｏｐｅｎ Ｍｏｕｎｔａｉｎ ＡＧ

25
115

§ＮＢＲＸ

マド
プロ:
通常

2012/8/14 2012-359423

Ｎｅｗ Ｂａｌａｎｃｅ Ａｔｈｌｅｔｉｃ Ｓｈｏｅ，
Ｉｎｃ．

25,28
116

ＣＲＥＡＴＵＲＥ

マド
プロ:
通常

2012/8/14 2012-359732 ＮＨＳ， Ｉｎｃ．

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

指定商品・役務
【25】Women's clothing, namely lingerie; underwear; sleepwear; sportswear, namely shorts,
pants, t-shirts and sweat suits; maternity apparel, namely sleepwear, loungewear,
underwear, lingerie, t-shirts and pants; swimwear.
【35】Retail stores featuring women's clothing, namely lingerie, underwear, sleepwear,
sportswear, namely shorts, pants, t-shirts and sweat suits, maternity apparel, namely
sleepwear, loungewear, underwear, lingerie, t-shirts and pants, and swimwear.
【25】女性用被服、すなわち婦人用肌着類，下着，寝巻き，スポーツウエア、すなわち
ショートパンツ及びショーツ，ズボン及びパンツ，ティーシャツ及びスウェットスーツ，妊婦用
被服、すなわち寝巻き，ラウンジウェア，下着，婦人用肌着類，ティーシャツ並びにズボン
及びパンツ，水泳着
【35】女性用被服（すなわち婦人用肌着類，下着，寝巻き，スポーツウエア（すなわちショー
トパンツ及びショーツ），ズボン及びパンツ，ティーシャツ及びスウェットスーツ，妊婦用被服
（すなわち寝巻き），ラウンジウェア，下着，婦人用肌着類，ティーシャツ並びにズボン及び
【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
【12】Bicycles; sports bicycles; mountain bikes; forks (parts of bicycles); seat posts (parts
of bicycles); cranks (parts of bicycles); handlebars (parts of bicycles); stems (parts of
bicycles); wheels (parts of bicycles); saddles (parts of bicycles); derailleur gears (parts of
bicycles); brakes (parts of bicycles); pedals (parts of bicycles); tires (parts of bicycles);
gear controls (parts of bicycles); aerodynamic handlebars (parts of bicycles); frames
(parts of bicycles); special baskets for bicycles (parts of bicycles); luggage racks (parts
of bicycles); steering devices (parts of bicycles); wheel rims (parts of bicycles); spokes
(parts of bicycles); inner tubes (parts of bicycles); valves (parts of bicycles); bands for
wheel hubs (parts of bicycles); chains (parts of bicycles); nets (parts of bicycles); bells
(parts of bicycles); stands (parts of bicycles); direction indicators (parts of bicycles);
gears (parts of bicycles); parts for all the aforesaid.
【25】Clothing, footwear, headgear.
【35】Bringing together for the benefit of others of various goods (excluding the
【25】Athletic footwear; footwear.
【25】運動競技用の履物及び特殊靴，履物及び運動用特殊靴
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【25】Clothing, namely, tops, tank tops, t-shirts, long-sleeve shirts, sweatshirts and
jackets; headwear, caps and beanies; socks.
【28】Skateboards; skateboard accessories consisting of risers, bearings, axles and
mounting hardware; skateboard grip tape; skateboard decks.
【25】被服、すなわちトップ（上衣），タンクトップ，ティーシャツ，長袖のシャツ，スウェットシャ
ツ及びジャケット，帽子，キャップ（縁なしの帽子）及びビーニー帽，ソックス
【28】スケートボード，蹴り上げ板・ベアリング・軸及び固定金具からなるスケートボード付
属品，スケートボード用グリップテープ，スケートボード用デッキ
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今週の出願（類似群限定：17A01）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
09,18,25

117

ｌａｎｒｉｚ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/13 2012-359856 Ｓｔｉｃｈｔｉｎｇ ＬＡＮＲＩＺ

09,10,42

118

ＣａｎａＴｏｕｃｈ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/13 2012-359972 Ｃａｎａｔｕ Ｏｙ

16,18,21,25,28

119

マド
プロ:
通常

2012/8/14 2012-360753 ＪＡＮＧ， Ｈｙｕｎｇ Ｋｙｕ

16,18,21,25,28

120

マド
プロ:
通常

2012/8/14 2012-360754 ＪＡＮＧ， Ｈｙｕｎｇ Ｋｙｕ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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指定商品・役務
【09】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
【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
【16】Adhesive tapes for household purposes; garbage bags of paper; garbage bags of
plastics; stickers for stationery purposes; printed matters except books and periodicals;
office requisites except furniture; toilet paper; stationery; photograph albums; school
supplies for stationery purposes; bags and sacks of paper; calendars; stamps [seals];
memo paper; writing paper; food wrapping plastic film for household use; books; plastics
for modelling.
【18】Cosmetic bags sold empty; cosmetic cases sold empty; collars for pets; clothing for
pets; leather; fur; bags; umbrellas; parasols; alpenstocks; leather leashes; chin straps
made of leather.
【21】Non-electric cooking utensils; brushes except paint brushes; drinking vessels;
kitchen containers; kitchen utensils; toothbrushes; non-electric dusting apparatus; fly
catchers; watering cans; flower pots; indoor aquaria; boxes of glass; glass [receptacles];
【16】Adhesive tapes for household purposes; garbage bags of paper; garbage bags of
plastics; stickers for stationery purposes; printed matters except books and periodicals;
office requisites except furniture; toilet paper; stationery; photograph albums; school
supplies for stationery purposes; bags and sacks of paper; calendars; stamps [seals];
memo paper; writing paper; food wrapping plastic film for household use; books; plastics
for modelling.
【18】Cosmetic bags sold empty; cosmetic cases sold empty; collars for pets; clothing for
pets; leather; bags; umbrellas; parasols; alpenstocks; leather leashes; chin straps made of
leather.
【21】Non-electric cooking utensils; brushes, except paint brushes; drinking vessels;
kitchen containers; kitchen utensils; toothbrushes; non-electric dusting apparatus; fly
catchers; watering cans; flower pots; indoor aquaria; boxes of glass; glass [receptacles];
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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
09,10,21

121

Ｓｈａｍｒｏｃｋ

マド
プロ:
通常

2012/8/15 2012-360892

Ｓｈａｍｒｏｃｋ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｃｏ．， Ｉｎ
ｃ．

06,11,35,42

122

§ＪＯＴＵＬ＼ＧＲＯＵＰ

マド
プロ:
通常

2012/8/14 2012-360900 Ｊoｔｕｌ ＡＳ

09,35,38,41,42

123

マド
ＩＢＭ ＳＯＣＩＡＬ ＳＥＮＴＩＭＥＮＴ プロ:
通常:
ＩＮＤＥＸ
標準

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
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指定商品・役務
【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
【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
【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

