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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.19～2012.08.25.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
12

1

§ＬＯＣＵＳ

通常

2012/8/20 2012-066968 久裕興業科技股▲ふん▼有限公司

12,38
2

§ＭＹＶＡＮ

優先

2012/8/20 2012-067024 ダイムラー・アクチェンゲゼルシャフト

09,12,14,16,18,26

3

§ピカリンスター

通常

2012/8/20 2012-067074 株式会社カミオジャパン

35

4

ＶｉＶｉ Ｐａｎｄａ

分割

2012/8/20 2012-067246

チャイナナウ アソシエイツ リミテッ
ド

09,12
5

Ｓｅｒｖｏ Ａｃｔｕａｔｏｒ＼サーボアク
通常
チュエータ

2012/8/21 2012-067376 多摩川精機株式会社

※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
【12】自転車並びにその部品及び附属品，自転車用フレーム，折り畳み式自転車，自転車
用フロントフォーク，自転車用シートポスト，自転車用ステム，緩衝器及びばね，自転車用
のショックアブソーバー，自転車用リム，自転車用サドル，自転車用の座席，自転車用車
輪，自転車用ハブ，クランク（自転車用），空気ポンプ，泥よけ，自転車用荷物台，電動式
スクーター並びにその部品及び附属品，電動自転車並びにその部品及び附属品，電動機
付き自転車，ハブ，自動二輪車並びにその部品及び附属品，オートバイ用ブレーキ，自動
二輪車用ホイール及びハブ，自動二輪車用ショックアブソーバー，自転車用ブレーキレ
バー，オートバイ用ブレーキレバー
【12】電動式乗物並びにその部品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪
自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，陸上の乗物用の動力機械（その部品を
除く。），陸上の乗物用の機械要素，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その
部品を除く。）
【38】インターネット上のプラットフォーム又はポータルサイトによる通信，電気通信並びに
それに関する助言及び情報の提供，通信機器の貸与

【09】電気通信機械器具，写真機械器具，デジタルカメラ並びにその部品及び附属品，カメ
ラ用ストラップ，携帯電話用のストラップ及びネックピース
【12】自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び
附属品，車椅子，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片，乳母車，乗物用盗難警報
器
【14】キーホルダー，貴金属製宝石箱，見飾品，貴金属製のがま口及び財布，貴金属製コ
ンパクト，時計
【16】紙類，紙製包装用容器，電気式鉛筆削り，印刷物，写真立て，文房具類，事務用又
は家庭用ののり及び接着剤
【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，かばん用・袋物用のストラップ
【35】広告，広告物のレイアウト，広告文の作成，商業又は広告のための展示会の企画・
運営，広告についてのコンサルティング及びこれに関する情報の提供，事業の管理及び
運営，経営の診断又は経営に関する助言，事業及び市場の調査，他人の商品及びサー
ビスのライセンスに関する事業の管理，商品の販売に関する情報の提供，統計の編集，
コンピューターデータベースへの情報編集，フランチャイズの事業管理に関する指導及び
助言，フランチャイズの事業管理に関するコンサルティング，事業に関するコンサルティン
グ及び情報の提供，事業に関する指導及び助言並びに情報の提供，経理事務の代行，
洗濯漂白剤・つや出し剤・シャンプー・ボディーシャンプー・ボディーソープ・発汗防止用
せっけん・洗顔せっけん・洗浄剤（製造工程用及び医療用のものを除く。）・その他のせっ
けん類・歯磨き・化粧品・顔用パウダー・その他のおしろい・ハンドローション・モイスチャー
ローション・フェイスローション・スキンモイスチャライザー・モイスチャーハンドクリーム・顔
用のモイスチャーマスク・その他の化粧水・ハンドクリーム・モイスチャークリーム・フェイス
クリーム・クレンジングクリーム・ファウンデーションクリーム・アイクリーム・その他のクリー
ム・口紅・その他の紅・髪の手入れ用化粧品・ヘアーコンディショナー・染毛剤・パーマネン
ト用液・びん付け油・ヘアークリーム・頭髪用ローション・その他の頭髪用化粧品・香水類・
皮膚の角質除去用化粧品・タルカムパウダー・ネイルカラー・ネイルケア用化粧品・ネイル
エナメル・ネイル硬化用化粧品・ネイル強化用化粧品・キューティクル用コンディショナー・
キューティクル用クリーム・脱毛剤・ワックス状脱毛剤・身体用防臭剤・クリーム状又は液
状発汗防止用化粧品・マスカラ・リップグロス・リップペンシル・リップライナーペンシル・アイ
ライナー・アイシャドウ・その他の化粧品・日焼け止め用化粧品・日焼けローション・日焼け
の後の手入れ用化粧品・しわ用の化粧品・エッセンシャルオイル・その他の香料類（薫料
を除く）及び研磨剤（研磨用補助液及び歯科用のものを除く。）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 科学研究用の理化学機械器具・学校教育用
【09】写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，機器の位置・角度の
検出・制御に用いるレゾルバ又はシンクロをセンサーとするデジタル信号化変換装置，エ
ンコーダ（測定機械器具），機器の直線変位量を電気信号に変換する変位センサー，デジ
タル変換機能を有する角度センサ・回転角度検出測定器，アナログ・デジタル変換器，配
電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電気磁気測定器，電線及びケーブ
ル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【12】陸上の乗物用の機械要素，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品
を除く。），自動車並びにその部品及び附属品
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.19～2012.08.25.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
09,12

6

Ｓｅｒｖｏ Ａｃｔｏｒ＼サーボアク
ター

通常

2012/8/21 2012-067377 多摩川精機株式会社

35

7

ＨＡＲＤ・ＯＦＦ∞パソコン∞ＡＵＤ
ＩＯ∞ＶＩＳＵＡＬ∞楽器∞カメラ∞
通常
腕時計∞ＧＯＬＦ∞ソフト∞ゲー
ム∞ＰＣ・ＡＵＤＩＯ

2012/8/21 2012-067383 株式会社ハードオフコーポレーション

35

8

§ＯＦＦ ＨＯＵＳＥ∞ブランド∞
レディース∞家具インテリア∞
家電∞生活雑貨∞スポーツ∞ 通常
アウトドア∞ホビー∞ギフト∞ベ
ビー＆子供服∞メンズ∞ＴＶ

2012/8/21 2012-067384 株式会社ハードオフコーポレーション

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

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

指定商品・役務
【09】写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，機器の位置・角度の
検出・制御に用いるレゾルバ又はシンクロをセンサーとするデジタル信号化変換装置，エ
ンコーダ（測定機械器具），機器の直線変位量を電気信号に変換する変位センサー，デジ
タル変換機能を有する角度センサ・回転角度検出測定器，アナログ・デジタル変換器，配
電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電気磁気測定器，電線及びケーブ
ル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【12】陸上の乗物用の機械要素，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品
を除く。），自動車並びにその部品及び附属品
【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，
ホテル事業の管理，インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の
売買に関する契約の媒介，インターネットウェブサイトにおけるショッピングモール事業運
営，フランチャイズシステムに基づく事業の管理及びそれらに関する指導及び助言，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，自動車並びにその部品及び付属品の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車並びにその部
品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転
車並びにその部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，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，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，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，おもちゃ・人
形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，楽
器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 写真
【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，
ホテル事業の管理，インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の
売買に関する契約の媒介，インターネットウェブサイトにおけるショッピングモール事業運
営，フランチャイズシステムに基づく事業の管理及びそれらに関する指導及び助言，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，自動車並びにその部品及び付属品の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車並びにその部
品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転
車並びにその部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，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，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，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，おもちゃ・人
形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，楽
器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 写真
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.19～2012.08.25.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

9

Ｇａｒａｇｅ ＯＦＦ∞オーディオ＆
ナビ∞カーパーツ∞カーグッズ
∞タイヤ＆ホイール∞カーモデ 通常
ル∞ブック＆ＤＶＤ∞自転車∞
ＣＡＲ

2012/8/21 2012-067385 株式会社ハードオフコーポレーション

35

10

§Ｈｏｂｂｙ ＯＦＦ∞トレカ∞ミニ
チュアトイ∞ガールズトイ∞ボー
イズトイ∞フィギュア∞プラモデ 通常
ル∞ミニカー∞ガン・ミリタリー
∞ラジコン∞ゲーム

2012/8/21 2012-067386 株式会社ハードオフコーポレーション

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

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

指定商品・役務
【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，
ホテル事業の管理，インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の
売買に関する契約の媒介，インターネットウェブサイトにおけるショッピングモール事業運
営，フランチャイズシステムに基づく事業の管理及びそれらに関する指導及び助言，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，自動車並びにその部品及び付属品の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車並びにその部
品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転
車並びにその部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，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，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，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，おもちゃ・人
形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，楽
器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 写真
【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，
ホテル事業の管理，インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の
売買に関する契約の媒介，インターネットウェブサイトにおけるショッピングモール事業運
営，フランチャイズシステムに基づく事業の管理及びそれらに関する指導及び助言，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，自動車並びにその部品及び付属品の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車並びにその部
品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転
車並びにその部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，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，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，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，おもちゃ・人
形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，楽
器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 写真
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.19～2012.08.25.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

11

ＡＮＴＩＱＵＥ ＯＦＦ

通常

2012/8/21 2012-067387 株式会社ハードオフコーポレーション

03,09,12,14,16,18,2
0,24,25,32,33,35,39,
41,42,45

12

ｓｅｖｅｎ ｎｅｔ

通常

2012/8/21 2012-067417 セブンネット株式会社

12
13

§Ｓ∞ＳＥＡＴ

通常

2012/8/21 2012-067419 セアト，エッセ．アー．

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

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

指定商品・役務
【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，
ホテル事業の管理，インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の
売買に関する契約の媒介，インターネットウェブサイトにおけるショッピングモール事業運
営，フランチャイズシステムに基づく事業の管理及びそれらに関する指導及び助言，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，自動車並びにその部品及び付属品の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車並びにその部
品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転
車並びにその部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，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，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，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，おもちゃ・人
形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，楽
器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 写真
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料
【09】携帯電話機用ストラップ，スマートフォン用カバー，その他の電気通信機械器具，電
子計算機用プログラム，その他の電子応用機械器具，電子書籍，電子雑誌，その他の電
子出版物，インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル，録画
済みＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ・ビデオディスク及びビデオテープ，コンパクトディスク，その他のレ
コード，インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル，ガラス製
プリズム（望遠鏡類），眼鏡ケース，眼鏡ふき，サングラス，その他の眼鏡
【12】宣伝カー，その他の自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びに
それらの部品及び附属品，乳母車
【14】時計，キーホルダー，身飾品，記念カップ，記念たて
【16】紙類，文房具類，書籍，雑誌，新聞，その他の印刷物，書画，写真，写真立て，事務
用電動式レターオープナー，事務用又は家庭用ののり及び接着剤，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
【18】ショッピングバッグ，その他のかばん類，袋物，愛玩動物用被服類，携帯用化粧道具
入れ，傘，ステッキ，つえ
【20】アドバルーン，クッション，座布団，まくら，マットレス，旗ざお，うちわ，扇子，家具，屋
内用ブラインド，すだれ，装飾用ビーズカーテン，日よけ，風鈴，つい立て，びょうぶ
【24】布製身の回り品，ふきん，のぼり及び旗（紙製のものを除く。），横断幕，懸垂幕，織
物（「畳べり地」を除く。），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】ティーシャツ，洋服，スカーフ，手袋，ネクタイ，バンダナ，マフラー，帽子，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
【32】ミネラルウォーター，その他の清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲
料，ビール，ビール製造用ホップエキス
【33】焼酎，清酒，その他の日本酒，洋酒，果実酒，酎ハイ，中国酒，薬味酒
【35】広告業，商品の販売促進及び役務の提供促進のためのイベントの企画・運営又は開
催 プロモーションビデオの企画及び制作 メール配信による広告 広告用のぼりの作
【12】自動車・二輪自動車並びにそれらの部品及び附属品
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.19～2012.08.25.xls
No.

商標（見本）

商標

種別
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

14

Ｍａｓｔｅｒ Ｌａｂｅｌ

2012/8/21 2012-067560 本田技研工業株式会社

15

Ｍｕｌｔｉ Ｓｐａｃｅ Ｓｙｓｔｅｍ

16

ロードキーパー

17

ＥＣＯ－Ｘ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ

通常:
標準

2012/8/22 2012-067671 スズキ株式会社

18

Ｘ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ

通常:
標準

2012/8/22 2012-067672 スズキ株式会社

2012/8/21 2012-067561 本田技研工業株式会社
2012/8/21 2012-067645 足立 和男

区分

【12】自動車並びにその部品及び附属品

12

【12】自動車並びにその部品及び附属品，自動車用荷台，自動車用傾斜台

12

【12】舗装用機能回復車

12

【12】船舶並びにその部品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動
車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，電動四輪車並びにその部品及び附属品，車
いす，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，陸上の
乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。）
【12】船舶並びにその部品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動
車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，電動四輪車並びにその部品及び附属品，車
いす，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，陸上の
乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。）
【12】自動車用シャシー，乗物用トーションバー，陸上の乗物用のブレーキライニング，乗
物用のブレーキセグメント，乗物用のブレーキシュー，陸上の乗物用ブレーキ，陸上の乗
物用クラッチ，陸上の乗物用の連接棒（原動機の部品を除く。），陸上の乗物用の連結器，
二輪自動車・自転車用駆動チェーン，ハブキャップ，航空機・自動車・二輪自動車・自転車
の車輪用ハブ，自動車用ショックアブソーバー，乗物用懸架装置のショックアブソーバー，
乗物用緩衝ばね，乗物用懸架ばね，陸上の乗物用の伝導チェーン，自動車並びにその部
品及び附属品

12

12
19

§Ｐ２∞ＰＲＥＦＥＲＲＥＤ ＰＡＲ
通常
ＴＳ

2012/8/22 2012-067716

ディージェー オート アジア パシ
フィック プライベート リミテッド

35

20

§ＦＭ∞Ｌｏｖｅ Ｎｉｐｐｏｎ∞藤巻
通常
百貨店

2012/8/22 2012-067726 株式会社ザッパラス

12,16,35

21

ハピカラ

通常:
標準

2012/8/22 2012-067800 トヨタ自動車株式会社

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

指定商品・役務

12

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

【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，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，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，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，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，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，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，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，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，運動具の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供 おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務にお
【12】陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），動力伝導装置，制動装置，陸上の乗
物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），自動車並びにその部品及び附
属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品
【16】文房具類，印刷物，紙製包装用容器，プラスチック製包装用袋，紙類，写真，写真立
て，プラスチック製簡易買物袋，カードホルダー用ネックストラップ
【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報
の提供，ホテルの事業の管理，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，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，広告業，トレーディン
グスタンプの発行，輸出入に関する事務の代理又は代行
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.19～2012.08.25.xls
No.

22

23

商標（見本）

商標

図形商標

リビング平塚・大磯・二宮

種別

通常

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【09】電気の伝導用・開閉用・変圧用・蓄電用・調整用又は制御用の機械器具，配電用又
は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，蓄電器，太陽電池，燃料電池，電池，電気
磁気測定器
【12】電動式乗物並びにその部品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪
自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，陸上の乗物用の電動機，陸上の乗物
用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，陸上の乗物用の交流電動
機又は直流電動機（その部品を除く。）

35

【35】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
【35】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸

2012/8/22 2012-067853 ダイムラー・アクチェンゲゼルシャフト

2012/8/22 2012-067883 株式会社サンケイリビング新聞社

35

24

リビング名古屋中央

通常

2012/8/22 2012-067885 株式会社サンケイリビング新聞社

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

指定商品・役務

09,12

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

9／31

今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.19～2012.08.25.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

25

リビング名北かすがい・こまき

通常

2012/8/22 2012-067887 株式会社サンケイリビング新聞社

35

26

リビング京都西南

通常

2012/8/22 2012-067889 株式会社サンケイリビング新聞社

※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】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
【35】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸

10／31

今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.19～2012.08.25.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

27

リビング京都東南

通常

2012/8/22 2012-067891 株式会社サンケイリビング新聞社

35

28

リビング福岡中央

通常

2012/8/22 2012-067893 株式会社サンケイリビング新聞社

※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】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
【35】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.19～2012.08.25.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

29

リビング福岡南

通常

2012/8/22 2012-067895 株式会社サンケイリビング新聞社

35

30

リビング国分・隼人

通常

2012/8/22 2012-067897 株式会社サンケイリビング新聞社

※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】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
【35】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.19～2012.08.25.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

31

リビング北摂西

通常

2012/8/22 2012-067899 株式会社サンケイリビング新聞社

35

32

リビング北摂中央

通常

2012/8/22 2012-067901 株式会社サンケイリビング新聞社

※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】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
【35】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸

13／31

今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.19～2012.08.25.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

33

リビング北摂東

通常

2012/8/22 2012-067905 株式会社サンケイリビング新聞社

35

34

リビング京阪

通常

2012/8/22 2012-067907 株式会社サンケイリビング新聞社

※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】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
【35】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.19～2012.08.25.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

35

リビング南大阪

通常

2012/8/22 2012-067909 株式会社サンケイリビング新聞社

35

36

リビング阪神東

通常

2012/8/22 2012-067911 株式会社サンケイリビング新聞社

※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】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
【35】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.19～2012.08.25.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

37

リビング阪神北

通常

2012/8/22 2012-067913 株式会社サンケイリビング新聞社

35

38

リビング阪神中央

通常

2012/8/22 2012-067915 株式会社サンケイリビング新聞社

※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】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
【35】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.19～2012.08.25.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

39

リビング神戸明石

通常

2012/8/22 2012-067917 株式会社サンケイリビング新聞社

12
40

§ｗｗｗ．ｃａｒｓｔｕｄｉｏ－ｎｅｔｗｏｒ
通常
ｋ．ｃｏｍ＼龍鬼眼＼Ｎｅｔｗｏｒｋ

指定商品・役務
【35】広告業，新聞記事情報の提供，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営
に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管
理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求
人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
【12】自動車並びにその部品及び付属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び
付属品

2012/8/23 2012-068164 名嶋 伸幸

41

龍鬼眼

通常

2012/8/23 2012-068165 名嶋 伸幸

42

マジックマット

通常:
標準

2012/8/23 2012-068216 有限会社ホーヨク堂

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

12

【12】自動車並びにその部品及び付属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び
付属品

27

【27】キャンプ用マット，ビーチマット，ビーチ用マット，マット，ヨガ用マット，ラグマット，レ
ジャーマット，自動車マット，体操用マット，防塵マット，屋内競技用マット，洗場用マット，足
拭きマット，台所用マット，風呂場用マット，風呂場用足拭きマット，尻当て，尻敷き

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.19～2012.08.25.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
12,35,36,37,39,41

43

§王

通常

2012/8/23 2012-068219 株式会社バイク王＆カンパニー

09,11,12

44

Ｎｉｄｅｃ

防護

2012/8/23 2012-068234 日本電産株式会社

※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
【12】中古二輪自動車及びその他の二輪自動車並びにそれらの部品及び附属品，自転車
並びにその部品及び附属品，中古自動車・その他の自動車並びにそれらの部品及び附
属品，カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗物用の機械要素，乗
物用盗難警報器，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），タイ
ヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片
【35】中古二輪自動車及びその他の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，自転車並びにその部品及
び附属品の小売又は卸売の業務において行われる便益の提供，インターネットによる広
告，その他の広告業，商品の販売促進・役務の提供促進のための展示会及び見本市の
企画及び運営，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，中古二輪自動車
の売買の事業の管理，中古自動車の売買の事業の管理，中古二輪自動車の売買契約の
代理・代行又は仲介，中古自動車の売買契約の代理・代行又は仲介，駐車場の経営の診
断又は駐車場の経営に関する助言，その他の経営の診断又は経営に関する助言，駐車
場の経営の代行，商品の管理及び販売に関する事務の代理又は代行，商品の受注発注
事務の代理又は代行，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，輸出入に関
する事務の代理又は代行に関する指導又は助言，輸出入に関する事務の代理又は代行
に関する情報の提供，インターネット上での広告スペースの貸与，インターネット上での広
告スペースの提供
【36】中古二輪自動車及び中古自動車の評価，中古二輪自動車及び中古自動車の評価
に関する情報の提供，駐車場料金の徴収の代行，駐車場用土地の貸与，駐車場用土地
の貸与に関する情報の提供，有価証券の売買，美術品の評価，骨董品の評価，生命保
険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損害保険に係
る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出
【37】駐車場の設置工事，立体駐車場の設置工事，機械式駐車装置・機械式駐輪装置の
設置工事，二輪自動車・自動車並びにそれらの部品の修理・整備・改造・点検・保守，事
故又は故障の二輪自動車・自動車の修理又は整備，二輪自動車・自動車の清掃・洗車・
防錆処理・防音処理・ワックスかけ又はつや出し処理 二輪自動車・自動車のオイル交
【09】水泳用耳栓，潜水用耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），オゾン発生器，電解
槽，検卵器，青写真複写機，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録
機，写真複写機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パン
チカードシステム機械，票数計算機，郵便切手のはり付けチェック装置，駐車場用硬貨作
動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース，消火ホース用ノズル，スプリンク
ラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信
号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器
具，業務用テレビゲーム機用プログラム，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能
訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，
測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，太陽電池，電池，
電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその
部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，科学用人工衛星，消防車，防じんマスク，防毒マス
ク，溶接マスク，防火被服，防災頭巾，事故防護用手袋，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－Ｒ
ＯＭ，運動用保護ヘルメット，ウエイトベルト，エアタンク，レギュレーター，メトロノーム，電
子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，インター
ネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル，インターネットを利用し
て受信し、及び保存することができる画像ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオ
テープ，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，電子出版物
【11】便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱
交換器，化学繊維製造用乾燥機，牛乳殺菌機，製パン機，ベニヤ製造用乾燥機，工業用
炉，原子炉，収穫物乾燥機，飼料乾燥装置，ボイラー（動力機械部品・機関用のものを除
く。），暖冷房装置，冷凍機械器具，業務用衣類乾燥機，美容院用又は理髪店用の機械
器具（「椅子」を除く。） 業務用加熱調理機械器具 業務用食器乾燥機 業務用食器消毒
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.19～2012.08.25.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
07,09,11,12

45

§日本電産

防護

2012/8/23 2012-068235 日本電産株式会社

07,09,11,12

46

日本電産

防護:
標準

2012/8/23 2012-068236 日本電産株式会社

12,20

47

Ｍｏｌｅｃｏｌｅ

通常

2012/8/23 2012-068316 コンビ株式会社

※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
【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・製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又
は製本用の機械器具，ミシン，農業用機械器具，靴製造機械，製革機械，たばこ製造機
械，ガラス器製造機械，塗装機械器具，包装用機械器具，陶工用ろくろ，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，水車，風車，
機械式の接着テープディスペンサー，自動スタンプ打ち器，自動販売機，ガソリンステー
ション用装置，業務用電気洗濯機，修繕用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗浄機，
業務用攪はん混合機，業務用皮むき機，業務用切さい機，業務用食器洗浄機，業務用電
気式ワックス磨き機，業務用電気掃除機，緩衝器，ばね，制動装置，バルブ，芝刈機，電
動式カーテン引き装置，電動式扉自動開閉装置，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置
【09】水泳用耳栓，潜水用耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），オゾン発生器，電解
槽，検卵器，青写真複写機，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録
機，写真複写機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パン
チカードシステム機械，票数計算機，郵便切手のはり付けチェック装置，駐車場用硬貨作
動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース，消火ホース用ノズル，スプリンク
ラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信
号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器
具，業務用テレビゲーム機用プログラム，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能
訓練用シミュレーター，理化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器
具，回転変流機，調相機，太陽電池，電池，電線及びケーブル，消防艇，科学用人工衛
星，消防車，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，防災頭巾，事故防護用手
袋，眼鏡，家庭用テレビゲーム機用プログラム，携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラム
を記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ 運動用保護ヘルメット ウエイトベルト エアタン
【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・製紙用又は紙工用の機械器具，印刷用又
は製本用の機械器具，ミシン，農業用機械器具，靴製造機械，製革機械，たばこ製造機
械，ガラス器製造機械，塗装機械器具，包装用機械器具，陶工用ろくろ，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，機械式の
接着テープディスペンサー，自動スタンプ打ち器，自動販売機，ガソリンステーション用装
置，電気洗濯機，修繕用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗浄機，業務用攪はん混合
機，業務用皮むき機，業務用切さい機，食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気掃除
機，消毒・殺虫又は防臭用散布機（農業用のものを除く。），機械要素（陸上の乗物用のも
のを除く。），芝刈機，電動式カーテン引き装置，電動式扉自動開閉装置，廃棄物圧縮装
置，廃棄物破砕装置，電気ミキサー，電機ブラシ
【09】水泳用耳栓，潜水用耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），オゾン発生器，電解
槽，検卵器，青写真複写機，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録
機，写真複写機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パン
チカードシステム機械，票数計算機，郵便切手のはり付けチェック装置，駐車場用硬貨作
動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース，消火ホース用ノズル，スプリンク
ラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信
号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器
具，業務用テレビゲーム機用プログラム，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能
訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，
測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，太陽電池，電池，
電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその
部品 磁心 抵抗線 電極 消防艇 科学用人工衛星 消防車 防じんマスク 防毒マス
【12】自動車の子供用保護座席，自動車の乳幼児用保護座席，チャイルドシート並びにそ
の部品及び附属品，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，折り畳み式乳母車用ほろ，
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，ショッピングカート，手押し
車
【20】おむつ替え等に使用する開閉式のシート状台を有する乳幼児用ベッド，おむつ交換
および衣類の着替え等に使用する壁面収納式ベッド，更衣等に使用する壁面に収納可能
な棚，高さ調節機能を有しベッドとしても使用可能な乳幼児用椅子，乳幼児用ハイチェ
アー，高さ調節機能を有しスイング可能なベッドとしても使用可能な乳幼児用椅子，乳幼
児用寝台，ベビーベッド，ベビーゲート，その他の乳幼児用家具，その他の家具，クッショ
ン，座布団，まくら，マットレス，幼児用踏み台，ストロー，衣服用ハンガー，ベンチ，ベビー
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.19～2012.08.25.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

01,02,03,04,06,07,0 【01】工業用化学品，チタン酸カリウム，チタン酸カルシウム，チタン酸アルカリ金属，チタ
9,11,12,17,19,20,22, ン酸アルカリ土類金属，チタン酸アルカリ金属塩，チタン酸アルカリ土類金属塩，チタン酸
31,35,36,37,39,40,4 カリウム粉末，チタン酸カルシウム粉末，チタン酸アルカリ金属粉末，チタン酸アルカリ土
類金属粉末，チタン酸アルカリ金属塩粉末，チタン酸アルカリ土類金属塩粉末，チタン酸
1,42,43,44,45
アルカリ金属塩とチタン酸アルカリ土類金属塩の複合化合物（化学品に属するものに限

48

§Ｆｏｒ Ｅａｒｔｈ，Ｆｏｒ Ｌｉｆｅ＼Ｋｕ
通常
ｂｏｔａ

49

モード・ロッソ

通常:
標準

2012/8/23 2012-068377 日産自動車株式会社

50

Ｍｏｄｅ－Ｒｏｓｓｏ

通常:
標準

2012/8/23 2012-068379 日産自動車株式会社

2012/8/23 2012-068360 株式会社クボタ

12

12

35

51

Ｓａｏｒｉ Ｍｏｃｈｉｚｕｋｉ

通常

2012/8/23 2012-068521 谷 沙織

※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/

る。），チタン酸アルカリ土類金属塩とその他の化学品の複合化合物（化学品に属するも
のに限る。），チタン酸アルカリ金属塩とチタン酸アルカリ土類金属塩とその他の化学品の
複合化合物（化学品に属するものに限る。），非晶質複合チタン酸アルカリ金属化合物（化
学品に属するものに限る。），非晶質複合チタン酸アルカリ土類金属化合物（化学品に属
するものに限る。），植物栽培用酵素剤，その他農業用・園芸用酵素剤，その他の化学
品，土壌改良剤，植物成長調整剤類，培養土，肥料，非鉄金属，非金属鉱物
【02】防錆剤，防錆油，防錆グリース
【03】機械用洗浄剤
【04】固形潤滑剤，燃料，潤滑グリース，潤滑油，その他の工業用油
【06】ダクタイル鋳鉄管，鋳鉄管，水素製造用反応管（金属製），石油化学工業用熱分解炉
の鋳鋼製反応管，その他の工業用炉用の反応管，プラント用金属製反応管，金属製反応
管，金属製チューブ，鉄管，鋼管，鋳鋼管，鋳鋼，鉄及び鋼，金属管，金属製管，金属製
異形管，炭化水素製造用金属製熱分解管，パイプライン用金属製パイプ，非鉄金属及び
その合金，金属製分岐管，金属製の排水管，金属製の水道管，金属製の集合管，その他
の建築用又は構築用の金属製専用材料，熱膨張性部材を用いた防火・防炎・防煙用の
建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当た
るものを除く。），送水管用金属製バルブ，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，管用金属製
筒形継手，管用金属製エルボー，ポンプ用の金属製パッキン，汚水処理用金属製薬液貯
留槽，汚水処理用金属製工業用水槽，金属製工業用水槽，汚水処理用金属製液体貯留
槽，廃棄物焼却炉用金属製液体貯留槽，金属製液体貯留槽
【07】圧延用ロール エンジン発電機付き溶接機 その他の金属加工機械器具 鉱山機械
【12】陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），軸，軸受，軸継ぎ手，ベアリング，動
力伝導装置，緩衝器，ばね，制動装置，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（そ
の部品を除く。），自動車並びにその部品及び附属品，電気自動車並びにその部品及び
附属品，燃料電池自動車並びにその部品及び附属品
【12】陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），軸，軸受，軸継ぎ手，ベアリング，動
力伝導装置，緩衝器，ばね，制動装置，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（そ
の部品を除く。），自動車並びにその部品及び附属品，電気自動車並びにその部品及び
附属品，燃料電池自動車並びにその部品及び附属品
【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータ
データベースへの情報編集，広告用具の貸与，求人情報の提供，織物及び寝具類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，ベルトの小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，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，携帯用化粧道具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，コンパクトミラーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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，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
顧客に対する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
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
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35

52

Ｓ∞Ｍ

通常

2012/8/23 2012-068522 谷 沙織

06,07,09,11,17,35,3
6,37,40,41,42

53

ＰＥＮＴＡＩＲ

通常

2012/8/24 2012-068542 ペンティア，インコーポレーテッド

※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。
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指定商品・役務
【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータ
データベースへの情報編集，広告用具の貸与，求人情報の提供，織物及び寝具類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，ベルトの小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，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，携帯用化粧道具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，コンパクトミラーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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，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
顧客に対する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
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
【06】一般の金属及びその合金，全部又は一部が金属製のケーブル及びワイヤ（電気用
のものを除く。），全部又は一部が金属製のパイプ，全部又は一部が金属製のチューブ，
一般の金属から成る商品であって他の類に属しないもの，全部又は一部が金属製のバル
ブ及びその部品又は附属品，金属製パイプ及びその附属品，全部又は一部が金属製の
管継ぎ手，全部又は一部が金属製のライニング管，全部又は一部が金属製のパイプ部
品，パイプ用金属製カップリング，全部又は一部が金属製のバルブ開閉用アクチュエー
タ，バルブ又は計測器用金属製取付具，金属製エンクロージャ，建築用金属製枠・金属製
薄板・金属製雨押え及びその他の建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製クラン
プ，金属製ブラケット，金属製蒸気トラップ，金属製枠，金属製ライフガードステーション，プ
レハブ式の建築用金属材料，灌漑装置・海洋汚水処理装置・太陽熱利用温水装置に用い
られる金属製の手動バルブ，金属製飛込み台・金属製飛込み板・金属製スタートプラット
フォーム・金属製水中窓・金属製プール用はしご・金属製手すり・金属製カスタムレール・
折畳式金属製ライフガード用いす・金属製排水管・金属製ポール・金属製濾過器・金属製
アンカーソケット・金属製フランジ・金属製メインドレイン・金属製スカムガタードレイン・金属
製真空部品・金属製吸気口用部品・金属製充填注入口・金属製バルブマニホールド用部
品・金属製暗渠・金属製スキマー及びその他のプール用の金属製専用材料
【07】機械及び工作機械，バルブ及びその部品又は附属品（機械部品），アクチュエーター
及びその部品又は附属品（機械部品），アクチュエーターポジショナー（機械部品），アク
チュエーター制御装置（機械部品），集塵機，圧縮機，電動機，風車，マニホールド，ポン
プ用羽根車，ポンプ，水中ポンプ，吸引ポンプ，水車用ポンプ，遠心ポンプ，可変周波数駆
動ポンプ，タービンポンプ，プール・スパ・温水浴槽・ウォーターパーク又は池で使用される
ポンプ，プールの水流循環装置に用いられるポンプ・ヒーター・パイプ・パイプ用部品・ノズ
ル，プール用地表真空洗浄機・自動洗浄機械器具並びにそれらの部品，自動真空洗浄機
及びその部品 ロボット真空洗浄機及びその部品 吸引式プール洗浄機及びその部品
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06,07,09,11,17,35,3 【06】一般の金属及びその合金，全部又は一部が金属製のケーブル及びワイヤ（電気用
のものを除く。），全部又は一部が金属製のパイプ，全部又は一部が金属製のチューブ，
6,37,40,41,42

54

ＰＥＮＴＡＩＲ

通常

2012/8/24 2012-068546 ペンティア，インコーポレーテッド

12
55

56

57

§Ｗｏｒｌｄ∞ＵＰ∞Ｈｅａｒｔ Ｕｐ
Ｗｏｒｌｄ

ゼファー＼Ｚｅｐｈｙｒ

ＶＵＬＣＡＮ

通常

通常

通常:
標準

一般の金属から成る商品であって他の類に属しないもの，全部又は一部が金属製のバル
ブ及びその部品又は附属品，金属製パイプ及びその附属品，全部又は一部が金属製の
管継ぎ手，全部又は一部が金属製のライニング管，全部又は一部が金属製のパイプ部
品，パイプ用金属製カップリング，全部又は一部が金属製のバルブ開閉用アクチュエー
タ，バルブ又は計測器用金属製取付具，金属製エンクロージャ，建築用金属製枠・金属製
薄板・金属製雨押え及びその他の建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製クラン
プ，金属製ブラケット，金属製蒸気トラップ，金属製枠，金属製ライフガードステーション，プ
レハブ式の建築用金属材料，灌漑装置・海洋汚水処理装置・太陽熱利用温水装置に用い
られる金属製の手動バルブ，金属製飛込み台・金属製飛込み板・金属製スタートプラット
フォーム・金属製水中窓・金属製プール用はしご・金属製手すり・金属製カスタムレール・
折畳式金属製ライフガード用いす・金属製排水管・金属製ポール・金属製濾過器・金属製
アンカーソケット・金属製フランジ・金属製メインドレイン・金属製スカムガタードレイン・金属
製真空部品・金属製吸気口用部品・金属製充填注入口・金属製バルブマニホールド用部
品・金属製暗渠・金属製スキマー及びその他のプール用の金属製専用材料
【07】機械及び工作機械，バルブ及びその部品又は附属品（機械部品），アクチュエーター
及びその部品又は附属品（機械部品），アクチュエーターポジショナー（機械部品），アク
チュエーター制御装置（機械部品），集塵機，圧縮機，電動機，風車，マニホールド，ポン
プ用羽根車，ポンプ，水中ポンプ，吸引ポンプ，水車用ポンプ，遠心ポンプ，可変周波数駆
動ポンプ，タービンポンプ，プール・スパ・温水浴槽・ウォーターパーク又は池で使用される
ポンプ，プールの水流循環装置に用いられるポンプ・ヒーター・パイプ・パイプ用部品・ノズ
ル，プール用地表真空洗浄機・自動洗浄機械器具並びにそれらの部品，自動真空洗浄機
及びその部品 ロボット真空洗浄機及びその部品 吸引式プール洗浄機及びその部品
【12】自動車用座席シート，自動車用ボンネット，自動車の部品及び附属品，自動車並び
にその部品及び附属品

2012/8/24 2012-068555 Ｈｅａｒｔ Ｕｐ Ｗｏｒｌｄ株式会社

09

【09】盗難警報器，業務用テレビゲーム機，自動車用シガーライター，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。），音声出力装置用の音声データを記憶
させた電子回路，電子計算機用プログラム，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラ
ムを記憶させた電子回路，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Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物

12

【12】カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，荷役用索道，陸上の乗物用の動
力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，落下傘，乗物用盗難警報器，車
椅子，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），船舶並びにその
部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附
属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び
附属品，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，タイヤ又はチューブの修繕用ゴ
ムはり付け片，乳母車，汽車車両用連結器，鉄道レール用連結器，車両用荷物台，鉄道
用車輪のフランジ，鉄道車両用のフランジ，汽車用車輪のフランジ，鉄道車両用ボギー，
鉄道郵便車両用ボギー，貨物運搬車，ケーブルカー用車両，鉄道車両用緩衝器，車両用
寝台，冷凍・冷蔵貨車（鉄道車両），機関車，客車（鉄道用のもの），食堂車（鉄道車両），
移動用陸上・空中・水中又は鉄道の乗物，食堂車（客車），煙突（機関車用），汽車用車
輪，汽車用車輪のハブ（こしき），フォークリフトトラック，積荷昇降機能付き自動車，ケーソ
ン（運搬車），撒水用トラック，公共用バス，（長距離）公共用バス，トラック，ケーブルカー，
キャンピングトレーラー，トレーラー（乗物），消防用ホース運搬車，小型オート三輪車（四
輪車），電動式乗物，荷物車（バンタイプ），冷凍・冷蔵車，寝台車，軍事輸送用車，輸送用
軍用車，水車（水運び車），食堂車，ジープ，ダンプカー，路面電車，軽自動車，コンクリー
トミキサー車，救急車，エアクッション艇，キャンピングカー，キャンピングカー用トレー
ラー，清掃車，雪上車，遠隔操作式乗物（おもちゃを除く。），タンクローリー（油輸送車），
バッテリー式の運搬車，エアポンプ（乗物用附属品），乗物用懸架装置のショックアブソー
バー，貨物自動車用傾斜台，乗物用緩衝ばね，自動車用覆い，自動車用チェーン，自動
車用シャシー，乗物用ねじり棒，乗物用トーションバー，車輪，乗物用ボンネット，自動車
用ほろ（おおい），陸上の乗物用のクランクケース（エンジン用のものを除く。），車輪用ハ
ブ 乗物用シャシー 乗物用バンパー 自動車用バンパー 乗物用油圧回路 陸上の乗物

2012/8/24 2012-068593 有限会社モニターリサーチ

2012/8/24 2012-068610 川崎重工業株式会社

※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。
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.19～2012.08.25.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

09,14,16,24,25,28,2 【09】水泳用耳栓，潜水用耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），オゾン発生器，電解
9,30,32,35,38,41,42 槽，検卵器，青写真複写機，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録

58

ボカステ

通常:
標準

2012/8/24 2012-068611 株式会社ｍｍｂｉ

12
59

§ＲＥＧＡＲ

通常

2012/8/24 2012-068664

株式会社リガーマリンエンジニアリン
グ

09,12,16,24,25,28

60

Ｓｕｐｅｒ Ｆｏｒｍｕｌａ

通常:
標準

2012/8/24 2012-068666 株式会社日本レースプロモーション

12,37
61

図形商標

通常

2012/8/24 2012-068750 ネッツトヨタ岡山株式会社

62

かがポン

通常:
標準

2012/8/24 2012-068751 ネッツトヨタ岡山株式会社

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

12,37

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

機，写真複写機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パン
チカードシステム機械，票数計算機，郵便切手のはり付けチェック装置，駐車場用硬貨作
動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース，消火ホース用ノズル，スプリンク
ラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信
号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器
具，業務用テレビゲーム機用プログラム，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能
訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，
測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，太陽電池，電池，
電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその
部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，科学用人工衛星，消防車，防じんマスク，防毒マス
ク，溶接マスク，防火被服，防災頭巾，事故防護用手袋，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－Ｒ
ＯＭ，運動用保護ヘルメット，ウエイトベルト，エアタンク，レギュレーター，メトロノーム，電
子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，インター
ネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル，インターネットを利用し
て受信し、及び保存することができる画像ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオ
テープ，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，電子出版物
【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，宝石箱，記念カッ
プ，記念たて，身飾品，貴金属製靴飾り，時計
【16】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
【12】カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，荷役用索道，陸上の乗物用の動
力機械（その部品を除く。），乗物用盗難警報器，船舶並びにその部品及び附属品，自動
車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，人
力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー

【09】録画済みのＤＶＤ，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，録音済みのＤＶＤ，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，電子出版物
【12】自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び
附属品，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），陸上の乗物用
の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，タイヤ又はチューブの修繕
用ゴムはり付け片
【16】文房具類，印刷物，紙類，写真，写真立て，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，紙製のぼり，紙製旗，紙製包装用容器
【24】布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物
製テーブルナプキン，ふきん，織物製椅子カバー，織物製壁掛け，カーテン，テーブル掛
け
【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】展示用自動車の模型おもちゃ，ラジオコントロール式自動車おもちゃ，その他のおも
ちゃ，人形，愛玩動物用おもちゃ，運動用具，囲碁用具，将棋用具，歌がるた，さいころ，
【12】自動車並びにその部品及び附属品
【37】自動車の修理及び整備

【12】自動車並びにその部品及び附属品
【37】自動車の修理及び整備

23／31

今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.19～2012.08.25.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

09,12,14,16,20,21,2 【09】携帯電話機用ストラップ，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，サ
ングラス及び眼鏡並びにそれらの部品及び附属品，カメラ用ケース，写真機械器具並び
6

63

§Ｈ∞Ｇｒｉｆｆｉｎ Ｈａｒｔｌａｎｄ

通常

2012/8/24 2012-068823 ジェフリー グリフィン

09,16,38,41,42

64

８８８ＰＡＣＨＩＮＫＯ

通常:
標準

2012/8/24 2012-068910

カッサヴァ エンタープライジズ （ジ
ブラルタル） リミテッド

65

スリムカート

通常:
標準

2012/8/23 2012-071634

株式会社ＨＡＮＤ ＴＲＵＣＫ ＪＡＰＡ
Ｎ

※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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にその部品及び附属品，映画機械器具，光学機械器具，電子出版物，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
【12】自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び
附属品，船舶並びにその部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車
両並びにその部品及び附属品，乳母車並びにその部品及び附属品，乗物用盗難警報器
【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，宝石箱，記念カッ
プ，記念たて，身飾品，時計
【16】ステッカー，シール，その他の文房具類，印刷物，書画，紙類，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，紙製包装用容器，プラスチック製
包装用袋
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，スリーピングバッグ，木製・竹製又はプラスチッ
ク製の包装用容器，うちわ，扇子，椅子類，その他の家具，ハンガーボード，愛玩動物用
ベッド，犬小屋，小鳥用巣箱
【21】化粧用具，魔法瓶，コーヒーポット，ティーポット，食器類，調理用具，その他の台所
用品（「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。），清掃用具及び洗濯用具，洋服
ブラシ，靴ブラシ，靴べら，靴磨き布，軽便靴クリーナー，シューツリー，愛玩動物用食器，
愛玩動物用ブラシ，犬のおしゃぶり，小鳥かご，小鳥用水盤，花瓶，水盤
【26】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，ボタン類，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 裁
【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，電気の伝導用・開閉用・変圧用・蓄電用・調整用又は
制御用の機械器具，音響又は映像の記録用・送信用又は再生用の装置，磁気データ記
憶媒体，記録用又は記録済みのディスク，自動販売機，硬貨作動式機械用の始動装置，
金銭登録機，計算機，データ処理装置，コンピュータ，消火器，インターネットからダウン
ロードできるソフトウェアその他のコンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェア，イ
ンターネット又はデータベースからオンラインで提供される電子出版物（ダウンロードにより
販売されるもの），電子メールに提供される電子出版物，通信機器及びソフトウェア，双方
向性コンピュータシステム，賭博又は賭け事・娯楽・ゲーム・カードゲーム・ビンゴゲーム・
カジノゲーム及びスポーツくじに関連する又はそれらを特徴とするすべてのもの，クレジッ
トカード，プリペイドカード，磁気・チャージ・ディスカウント及び記録カード，ポイントスキー
ムカード，プロモーションスキームに関して使用されるカード，前記すべての商品の部品及
び附属品，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，業務用テレビゲーム機
用プログラム，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，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
【16】印刷物，出版物，新聞，雑誌，定期刊行物，宣伝媒体，カタログ，パンフレット，文房
具類，書類，教材（器具に当たるものを除く。）
【38】電気通信，コンピュータ端末による双方向通信，インターネットによる通信，双方向コ
ンピュータデータベース及びインターネットへのアクセス・接続・リンクの提供，電子計算機
端末による通信ネットワークへの接続の提供，チャットルーム及びオンライン通信サービス
の提供，電子メールの送受信を含む電子データ交換，コンピュータを利用したメッセージ及
び映像の伝送交換，グローバルコンピュータネットワークを利用した情報の送信，コン
ピュータを利用したメッセージ及び映像の伝送交換，コンピュータデータベースへのアクセ
スタイムの賃貸 電子計算機端末による通信ネットワークへの接続用回線の時間貸し
【12】運搬用台車，手押し車，荷車，人力車，そり，馬車，リヤカー，乳母車，自動車ならび
にその部品及び付属品，二輪自動車・自転車ならびにその付属品，荷役用索道，カーダ
ンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，陸上の乗り物用の機械的要素，車いす
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.19～2012.08.25.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
09,42

通常:
標準

66

ＱＯＯｐａ

67

日本フランチャイズコンサルタン 通常:
ト協会
標準

2012/8/23 2012-071640 株式会社セカンドファクトリー

2012/8/24 2012-072016 株式会社アクアネット

35
11

68

ＳＬＡＭＰ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/23 2012-358063 ＳＬＡＭＰ Ｓ．ｐ．Ａ．

09
69

ＹＵＭＡ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/20 2012-358171 Ｔｒｉｍｂｌｅ Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ

12
70

ＰＬＡＳＭＡ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/23 2012-358177 Ｓｃｏｔｔ ＵＳＡ Ｌｉｍｉｔｅｄ

09,41

71

ＫＩＸＥＹＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/21 2012-358340

※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。

Ｃａｓｕａｌ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｖｅ， Ｉｎｃ．， ｄ／
ｂ／ａ Ｋｉｘｅｙｅ
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指定商品・役務
【09】水泳用耳栓，潜水用耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），オゾン発生器，電解
槽，検卵器，青写真複写機，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録
機，写真複写機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パン
チカードシステム機械，票数計算機，郵便切手のはり付けチェック装置，駐車場用硬貨作
動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース，消火ホース用ノズル，スプリンク
ラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信
号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器
具，業務用テレビゲーム機用プログラム，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能
訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，
測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，太陽電池，電池，
電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその
部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，科学用人工衛星，消防車，防じんマスク，防毒マス
ク，溶接マスク，防火被服，防災頭巾，事故防護用手袋，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－Ｒ
ＯＭ，運動用保護ヘルメット，ウエイトベルト，エアタンク，レギュレーター，メトロノーム，電
子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，インター
ネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル，インターネットを利用し
て受信し、及び保存することができる画像ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオ
テープ，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，電子出版物
【42】気象情報の提供，建築物の設計，測量，地質の調査，機械・装置若しくは器具（これ
らの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，デザインの考案，
電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に
応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械
の性能・操作方法等に関する紹介及び説明 医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は
【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，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，求人
情報の提供，新聞記事情報の提供
【11】Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes.
【11】照明用・暖房用・蒸気発生用・調理用・冷却用・乾燥用・換気用・給水用及び衛生用
の装置

【09】Portable and handheld computers; portable and handheld computers for recording,
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, image, and audio files;
portable and handheld digital electronic devices for recording, organizing, transmitting,
manipulating, and reviewing text, data, image, and audio files; laptop computers; tablet
computers.
【09】持ち運び可能な及び手持ち式のコンピュータ，テキスト・データ・画像及びオーディオ
の各ファイルの記録用・構築用・送信用・修正用及び精査用の携帯式及び手持式コン
ピュータ，テキスト・データ・画像及びオーディオの各ファイルの記録・構築・送信・修正及
び精査用の携帯式及び手持式のデジタル電子装置
ノ トブ
ク型
ンピ handlebar
タ タブレ
【12】Bicycles, bicycle frames and components, particularly
shock
absorbers,
grips, saddles and handlebars.
【12】自転車，自転車用フレーム及び構成部品，特にショックアブソーバー，ハンドル用グ
リップ，サドル及びハンドルバー

【09】Downloadable computer game software for transmission of data that may be
accessed via the internet, computers, or wireless devices for use on mobile phones,
computers and mobile devices.
【41】Entertainment services, namely, providing computer games on-line and in mobile
wireless form; providing an internet website portal in the field of computer games and
gaming.
【09】移動電話機用・コンピュータ用及び移動装置用のインターネット経由・コンピュータ経
由又は無線装置経由で接続可能なデータの送信用のダウンロード可能なコンピュータ
ゲームソフトウエア
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09,35,37,38,39,42,4 【09】Computer hardware and software; cash registers, calculating machines, data
processing apparatus and computers.
3

72

Ｇａｔｅ＼ＲｅｔａｉｌＯｎｂｏａｒｄ

マド
プロ:
通常

Ｅｔｅｒｎａｉｌ

マド
プロ:
通常:
標準

ＳＥＬＦ－ＭＮＡ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/23 2012-358552 ｇａｔｅｇｒｏｕｐ ＩＰ ＧｍｂＨ

03,11
73

2012/8/22 2012-358692

ＴＨＥ ＣＯＬＯＭＥＲ ＧＲＯＵＰ ＳＰＡ
ＩＮ， Ｓ．Ｌ．

09,16,44
74

2012/8/20 2012-358766

Ｓｏｃｉeｔe ｄｅｓ Ｐｒｏｄｕｉｔｓ Ｎｅｓｔｌe
Ｓ．Ａ．

09
75

ＳＨＡＤＩＣＳ

マド
プロ:
通常

2012/8/21 2012-358767 ＯＰＴＩＳ

12,17

76

美晨

マド
プロ:
通常

2012/8/20 2012-358904

※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。

Ｓｈａｎｄｏｎｇ Ｍｅｉｃｈｅｎ Ｓｃｉｅｎｃｅ
＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【35】Business organization and management consultancy, in particular for organization of
supply chains; professional business consultancy and analyses in connection with
business management; supervision of operational sequences (controlling); recording,
storage and processing of data, in particular compilation and systemization of information
into computer databases; maintenance of computer databases, in particular updating of
content; consultancy services in connection with conducting of business; retail sale;
provision of online information via a global computer network, for the selection of goods;
processing of orders and purchase orders and invoicing.
【37】Provision of information technology services for installation and maintenance of
computer networks (hardware).
【38】Providing access to computer networks, Internet platforms, databases and
electronic publications; transmission of data stored in a database.
【03】Cosmetics; nail care preparations; nail polish; nail varnish; artificial nails; nail creams;
nail hardeners; powder for creating decorations on sculpted nails; preparations for
removing nail polish; adhesives for affixing false nails.
【11】Ultraviolet ray lamps for nails.
【03】化粧品，つめ磨き用化粧品，ネイルエナメル，ネイルエナメル，つけづめ，爪用クリー
ム，爪硬化剤，形を整えたつめに装飾するための粉，ネイルエナメル除去剤，つけづめ用
接着剤
【11】つめ用の紫外線ランプ
【09】Downloadable electronic publications and information provided on line from
databases or the Internet.
【16】Printed matter for personal nutritional evaluation.
【44】Personal nutritional evaluation and advice relating thereto.
【09】データベース又はインターネットからオンラインで提供されたダウンロード可能な電子
出版物及び情報物
【16】身体の栄養的評価用の印刷物
【44】身体の栄養的評価及びそれに関する助言
【09】Computer-generated image software combining shading (non-physical) techniques
and physical optical simulation methodologies; optical measurement apparatus.
【09】シェーディング（物理的なものを除く）技術及び物理的光学的シミュレーションの方法
論を組み合わせたコンピュータが作成した画像ソフトウエア，光学測定用機器

【12】Buffers for railway rolling stock; cable transport apparatus and installations; sleighs
(vehicles); inner tubes for pneumatic tires; tires for vehicle wheels; automobile tires;
repair outfits for inner tubes; aeronautical apparatus, machines and appliances; fenders
for ships; floating bridges of rubber.
【17】Synthetic rubber; shock-absorbing buffers of rubber; pipe jackets, not of metal;
compressed air pipe fittings, not of metal; ebonite (vulcanite); plastic pipes; plastic
boards; plastic film, not for wrapping; hammers of rubber; watering hose; flexible pipes,
not of metal; hoses of textile material; connecting hose for vehicle radiators;
compositions to prevent the radiation of heat; soundproofing materials; asbestos ropes,
threads and strips; rubber asbestos; sealing threads for cigarettes.
【12】鉄道車両用緩衝器，ケーブル輸送装置，そり（乗物），空気タイヤ用チューブ，航空
機・自動車・二輪自動車・自転車用タイヤ，自動車用タイヤ，チューブ修理用具，航空用機
械器具，船舶用防舷具，ゴム製浮橋
【17】合成ゴム，ゴム製衝撃吸収緩衝材，管用ジャケット（金属製のものを除く。），圧縮空
気用管の附属品（金属製のものを除く。），エボナイト（硬化ゴム），プラスチック製の管，プ
ラスチック板，プラスチックフィルム（包装用のものを除く。），ゴム製ハンマー，撒水用ホー
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12,17

77

ＭＥＩＣＨＥＮ

マド
プロ:
通常

2012/8/20 2012-358905

Ｓｈａｎｄｏｎｇ Ｍｅｉｃｈｅｎ Ｓｃｉｅｎｃｅ
＆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

09,14
78

マド
§ＦＰ∞ＦＡＵＸ ＰＡＳ＼ＰＡＲＩＳ プロ:
通常

2012/8/20 2012-358970 Ｐｈｉｌｉｐｐｅ ＭＩＬＬＩＥＲＥＴ

09,12,28

79

Ｇｕｉｄｅｄ ｂｙ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓ

マド
プロ:
通常:
標準

Ｆｉｓｈ－Ｓｋｉｌｌ ＧｂＲ （Ｄｉｅｔｍａｒ Ｉｓａｉ
2012/8/24 2012-358991 ａｓｃｈ， Ｎｉｌｓ ＆ Ｍａｒｔｉｎ Ｃｌｅｍｍ
ＧｂＲ）

09,12,28

80

Ｆｉｓｈ‐Ｓｋｉｌｌ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/24 2012-358994 Ｆｉｓｈ－Ｓｋｉｌｌ ＧｂＲ

22
81

ＰＲＩＶＡＣＹ＼ＰＯＰ．ｃｏｍ

マド
プロ:
通常

2012/8/22 2012-359017 ＰＲＩＶＡＣＹ ＰＯＰ， 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.
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指定商品・役務
【12】Buffers for railway rolling stock; automobiles; cars; suspension shock absorbers for
vehicles; shock absorbing springs for vehicles; automobile chassis; torsion bars for
vehicles; hoods for vehicle engines; hydraulic circuits for vehicles; clutches for land
vehicles; axles for vehicles; brakes for vehicles; motors for land vehicles; vehicle
suspension springs; shock absorbers for automobiles; connecting rods for land vehicles,
other than parts of motors and engines; windscreen wipers; upholstery for vehicles; sunblinds adapted for automobiles; cycle cars; bicycles; bicycle pumps; cable transport
apparatus and installations; safety seats for children for vehicles; sleighs (vehicles); inner
tubes for pneumatic tires; tires for vehicle wheels; automobile tires; repair outfits for
inner tubes; aeronautical apparatus, machines and appliances; fenders for ships; floating
bridges of rubber.
【17】Synthetic rubber; shock-absorbing buffers of rubber; pipe jackets, not of metal;
【09】Spectacles (optics); optical goods; spectacle cases.
【14】Jewelry, precious stones, timepieces and chronometric instruments; watch cases,
straps, chains, springs or glasses; key rings (trinkets or fobs); cases or presentation
cases for timepieces.
【09】眼鏡（光学用のもの），光学製品，眼鏡用容器
【14】宝飾品，宝玉，宝玉の原石，計時用具，時計側・時計バンド・時計鎖・時計のゼンマイ
又は時計のガラス，装身用鍵輪，計時用具用ケース又は計時用具用化粧箱
【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.
【12】Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water.
【28】Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes;
decorations for christmas trees.
【09】科学用・航海用・測量用・写真用・映画用・光学用・計量用・測定用・信号用・検査（監
視）用・救命用及び教育用の機器，伝導用・開閉用・変圧用・蓄電用・調整用又は制御用
の電気機器，音響又は映像の記録用・送信用又は再生用の装置，磁気データ記録媒体，
記録用のディスク，コンパクトディスク，ＤＶＤ及び他のデジタル記録媒体，硬貨作動式機
【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.
【12】Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water.
【28】Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes;
decorations for christmas trees.
【09】科学用・航海用・測量用・写真用・映画用・光学用・計量用・測定用・信号用・検査（監
視）用・救命用及び教育用の機器，伝導用・開閉用・変圧用・蓄電用・調整用又は制御用
の電気機器，音響又は映像の記録用・送信用又は再生用の装置，磁気データ記録媒体，
記録用のディスク，コンパクトディスク，ＤＶＤ及び他のデジタル記録媒体，硬貨作動式機
【22】Bed tents, for use for privacy purposes.
【22】ベッド用テント（プライバシー用のもの）
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09,37,41,42

82

§Ｓ

マド
プロ:
通常

2012/8/23 2012-359155 Ｓｏｎｕｓ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ， Ｉｎｃ．

07,09,42,43

83

Ａｌｌｒｉｐｅ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/23 2012-359370 Ａｌｌｒｉｐｅ Ｐｔｙ Ｌｔｄ

07,09,37,41,42

84

マド
プロ:
通常

85

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/21 2012-359397 Ｋoｒｂｅｒ Ｓｃｈｌｅｉｆｒｉｎｇ ＧｍｂＨ

09
ＰＣＳ

2012/8/20 2012-359590 Ａｒｔｅｌ， Ｉｎｃ．

03,09,14,25

86

ＦＬＩＧＨＴ ００１

マド
プロ:
通常:
標準

指定商品・役務
【09】Communications equipment, namely, switches for providing migration of voice traffic
from a circuit network onto a data network, and computer software for controlling
communications switches.
【37】Installation, maintenance and repair of communications equipment.
【41】Training in the use of communications equipment; training in the use of computer
software and hardware for communications equipment.
【42】Technical consultation in the field of the installation, operation and use of
communications equipment; design for others in the field of communications; updating
and upgrading of computer software; leasing of communications equipment software and
hardware.
【09】通信用機器、すなわち回路ネットワークからデータネットワークへの音声トラフィックの
移行提供用開閉装置，通信用開閉器制御用コンピュータソフトウエア
【37】通信装置の設置工事・保守及び修理
【41】通信装置の使用訓練，通信装置用のコンピュータソフトウエア及びハードウエアの使
用訓練
【42】通信装置の設置・運営及び使用の分野での技術的助言，通信の分野での設計（他
【07】Electric appliances for preparing food; machines for domestic use in the processing
of foodstuffs; machines for food preparation (electric); machines for handling foodstuffs
(electric); machines for preparing food (electric, kitchen); machines for the food industry.
【09】Apparatus for testing the quality of food products; apparatus for the detection of
micro-organisms in foods; computer programs relating to food; food analysis apparatus;
sensors for trace analysis in the food industry.
【42】Provision of information on food safety.
【43】Consultancy services relating to food; consultancy services relating to food
preparation; consultancy, advisory and information services in relation to the provision of
food and drink; consultation services relating to food; providing information, including
online, about services for providing food and drink, and temporary accommodation;
provision of information relating to the preparation of food and drink; rental of food
service apparatus.
【07】Machine tools; internal and external circular grinders, centerless grinders, noncircular grinders and camshafts, crankshaft grinders, surface grinders and angle grinders,
grinding machines; pencil grinders, honing machines; laser treatment machines (onedimensional and multi-dimensional); eroding machines; laser machines; tool grinders;
universal circular grinders; angular infeed grinders; high-speed grinders; internal and
external thread grinders; groove grinders; polygonal grinders; cylinder grinders; production
grinders; parts and accessories of the above-mentioned goods, included in this class;
grinders and laser treatment machines (included in this class), controls for grinders and
laser treatment machines.
【09】Instruments for non-medical testing purposes; measuring apparatus, electrical,
magnetic and optical testing apparatus, computer programs for operating grinders and
laser treatment machines, computer software; measuring machines.
【09】Photometric instruments and reagents, sold as a unit, for calibrating pipettes.
【09】ピペット較正用の光度計及び測光用試薬（セット販売されるもの）

2012/8/24 2012-359661 ＦＬＩＧＨＴ ００１， 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。

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

【03】Cosmetics; toiletry bags sold filled with cosmetics, face mist, eye mask, skin
cleansing cream, skin moisturizer, and non-medicated balm.
【09】Downloadable software in the nature of a mobile application for consumer-oriented
travel; sunglasses.
【14】Jewelry; watches.
【25】Dresses; footwear; headgear, namely, hats; jackets; pants; shirts; shorts; underwear.
【03】化粧品，化粧品を入れて販売されているバッグ，ミスト状の化粧水，目元用マスク，
肌清浄用クリーム，皮膚に潤いを与える化粧品，バルサム（医療用のものを除く）
【09】消費者志向の旅行のための移動アプリケーションの性質を帯びたダウンロード可能
なソフトウエア，サングラス
【14】宝飾品，時計
【25】ドレス，履物及び運動用特殊靴，帽子、すなわち縁のある帽子，ジャケット，ズボン及
びパンツ，ワイシャツ類及びシャツ，ショートパンツ及びショーツ，下着
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No.

87

88

商標（見本）

商標

種別

§Ｈ∞ＥＳＴ．１９９３ ＨＯＰＥＬＥ マド
ＳＳ ＶＡＮ ＮＵＹＳ，ＣＡ∞ＲＥＣ プロ:
通常
ＯＲＤＳ

ＭＥＥＴ‐ＭＥ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【09】Pre-recorded vinyl records and compact discs featuring music.
【09】音楽を特徴とする記録済みのビニル製レコード及びコンパクトディスク

09,38

【09】Computer software and programs; application software for the Internet and mobile
telephones; downloadable software in the form of applications for mobile telephones for
displaying and sharing a user's geographical location as well as for searching for and
locating other users and places and interacting with them.
【38】Providing access to a global computer network; providing access to databases;
communication via Internet networks; providing access to electronic, computer and online
databases, telecommunication services, namely electronic data, message and information
transmission; providing online communication forums on topics of general interest;
facilitating access to the Internet sites of others via a universal connection; providing
electronic bulletin boards and discussion forums online; providing network services online
enabling users to transfer personal identity data and share personal identity data with
and on multiple websites; providing access to computer databases in the fields of social
【09】Semiconductors; integrated circuits; active and passive integrated circuits; filters for
electromagnetic disturbance; common mode filters; circuits to protect against
electrostatic discharge; microprocessors; microcontrollers; embedded microprocessors;
integrated circuit cards; integrated circuit chips; printed electronic circuits for integrated
circuit apparatus and cards; monitoring apparatus, devices and instruments for integrated
circuits and microprocessors, computer software for monitoring integrated circuits and
microprocessors, apparatus for monitoring computer software, devices, instruments and
computer software for monitoring integrated circuits and microprocessors; computer
memory devices.
【09】半導体，集積回路，能動的及び受動的な集積回路，電磁妨害用フィルター，コモン
モード用フィルター，静電放電保護用回路，マイクロプロセッサ，マイクロコントローラー，
埋め込み式マイクロプロセッサ，ＩＣカード，ＩＣチップ，集積回路用機器用及びカード用のプ
リント電子回路，モニター付き監視装置，集積回路用及びマイクロプロセッサ用の装置及
び器具，集積回路及びマイクロプロセッサの監視用コンピュータソフトウエア，コンピュータ
【09】Scientific, apparatus and instruments for controlling (monitoring), apparatus for
recording, entering, transmission or reproduction of sound and images, magnetic data
carriers, recording discs, compact discs, DVDs and other digital recording media, data
processing apparatus, computers, software.
【09】制御（監視）用の科学的機器，音響及び映像の記録用・入力用・送信用又は再生用
の機器，磁気データ記録媒体，記録用のディスク，コンパクトディスク，ＤＶＤ及びその他デ
ジタル記録媒体，データ処理装置，コンピュータ，ソフトウエア

2012/8/24 2012-359733 Ｈｏｐｅｌｅｓｓ Ｒｅｃｏｒｄｓ， Ｉｎｃ．

2012/8/21 2012-359904 ＩＮＴＥＲＶＯＧ

09

89

ＥＣＭＦ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/22 2012-359937

ＳＴＭｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎ
ａｌ Ｎ．Ｖ．

09
90

ＫＥＬＩＳＥＣ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/22 2012-359938 Ｋｅｌｉｓｅｃ ＡＢ

09

91

ＶＩＰＥＲ

マド
プロ:
通常:
標準

指定商品・役務

09

2012/8/22 2012-360120

※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。

Ｏｘｆｏｒｄ Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ Ｎａｎｏｔｅｃｈ
ｎｏｌｏｇｙ Ｔｏｏｌｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ
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【09】Apparatus and instruments in the field of plasma technology and semiconductor
processing, plasma sources, sources for generating plasma, apparatus and instruments
for plasma generation, sources for generating ionized gas plasma, plasma research
apparatus and instruments, plasma cluster tools, all being laboratory apparatus and
instruments; computer hardware and software for use with the aforesaid goods; parts and
fittings for all the aforesaid goods.
【09】プラズマ技術及び半導体加工の分野における機器，プラズマ源，プラズマ発生源，プ
ラズマ発生用機器及び器具，イオン化ガスプラズマの発生源，プラズマ研究用機器，プラ
ズマ放電により活性酸素を発生させ、プラスとマイナスのイオンを放出させるツール，全て
実験室用機器及び器具としてのものである，前述の商品用のコンピュータハードウエア及
びコンピュータソフトウエア，上記の全ての商品の部品及び付属品
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.19～2012.08.25.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
09,35,36,42,45

92

ＥＬＥＰＨＡＮＴＩ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/23 2012-360317 Ｅｌｅｐｈａｎｔｉ Ｐｔｅ． Ｌｔｄ．

09,35,36,42,45

93

§Ｅｌｅｐｈａｎｔｉ

マド
プロ:
通常

2012/8/22 2012-360337 Ｅｌｅｐｈａｎｔｉ Ｐｔｅ． Ｌｔｄ．

06,19,20,21,24,37

94

§ＢＥＲＴＯＬＯＴＴＯ

マド
プロ:
通常

2012/8/23 2012-360360 Ｂｅｒｔｏｌｏｔｔｏ Ｐｏｒｔｅ Ｓ．ｐ．Ａ．

09
95

マド
ＯＰＴＩＫＡ＼ＭＩＣＲＯＳＣＯＰＥＳ
プロ:
＼ＩＴＡＬＹ
通常

2012/8/23 2012-360418 ＯＰＴＩＫＡ Ｓ．Ｒ．Ｌ．

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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指定商品・役務
【09】Computer software and computer application software for processing electronic
payments.
【35】Online retail store services; advertising, marketing and promotional services for
others.
【36】Credit card services; processing of electronic payments; online bill payment
services, conducting financial transactions via a global computer network; providing
consumer-to-business payment services through electronic means.
【42】Providing temporary use of online non-downloadable software for use in electronic
payment transactions and payment account management services; providing internet
search engines for obtaining information, resources and the website of others on a global
computer network.
【45】Online social networking services.
【09】電子決済処理用のコンピュータソフトウエア及びコンピュータアプリケーションソフトウ
エア
【35】オンラインによる小売店の業務において行われる顧客に対する便益の提供，広告・
マーケティング及び促進（他人のためのこと）
【36】クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算，電子決済処理，オンライン
による請求書の支払い，グローバルコンピュータネットワーク経由での金融取引の実施，
【09】Computer software and computer application software for processing electronic
payments.
【35】Online retail store services; advertising, marketing and promotional services for
others.
【36】Credit card services; processing of electronic payments; online bill payment
services, conducting financial transactions via a global computer network; providing
consumer-to-business payment services through electronic means.
【42】Providing temporary use of online non-downloadable software for use in electronic
payment transactions and payment account management services; providing internet
search engines for obtaining information, resources and the websites of others on a
global computer network.
【45】Online social networking services.
【09】電子決済処理用のコンピュータソフトウエア及びコンピュータアプリケーションソフトウ
エア
【35】オンラインによる小売店の業務において行われる顧客に対する便益の提供，広告・
マーケティング及び促進（他人のためのこと）
【36】クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算，電子決済処理，オンライン
による請求書の支払い，グローバルコンピュータネットワーク経由での金融取引の実施，
【06】Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of
metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods
of common metal not included in other classes; ores.
【19】Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch
and bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal.
【20】Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics.
【21】Household or kitchen utensils and containers; combs and sponges; brushes (except
paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and
earthenware included in this class.
【09】Microscopes, camcorders, refractometers, polarimeters, condensers (optical),
objectives (lenses) (optics).
【09】顕微鏡，ビデオカメラ，屈折計，偏光計，集光器，対物レンズ（光学用のもの）
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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
06,19,20,21,24,37

96

マド
ＢＥＲＴＯＬＯＴＴＯ∞Ｍａｄｅ ｉｎ＼
プロ:
ＩＴＡＬＹ
通常

97

ＷｉｎＳｈｕｔｔｌｅ

マド
プロ:
通常:
標準

ＰＵＬＳＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/23 2012-360755 Ｂｅｒｔｏｌｏｔｔｏ Ｐｏｒｔｅ Ｓ．ｐ．Ａ．

09,42
2012/8/20 2012-360835 ＷＩＮＳＨＵＴＴＬＥ， ＬＬＣ

09
98

99

100

ＦＡＣＥＲ

ＢＵＢＢＬＥ ＳＡＦＡＲＩ

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常:
標準

指定商品・役務
【06】Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of
metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods
of common metal not included in other classes; ores.
【19】Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch
and bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal.
【20】Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics.
【21】Household or kitchen utensils and containers; combs and sponges; brushes (except
paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and
earthenware included in this class.
【09】Computer programs and instruction manuals in electronic form, distributed as a unit,
for data management and data transfer.
【42】Computer consultation services in the field of computer data management; design
and development of computer software for data management and/or data transfer.
【09】データ管理用及びデータ転送用のコンピュータプログラム及び電子形態の取扱い説
明書（セットで配布されるもの）
【42】コンピュータによるデータ管理の分野でのコンピュータに関する助言，データ管理用
及び／又はデータ転送用のコンピュータソフトウエアの設計及び開発
【09】Audio meters.
【09】オーディオメーター

2012/8/21 2012-360895 Ｒｈｉｎｏｍｅｔｒｉｃｓ Ａ／Ｓ

2012/8/20 2012-361050

09,11

【09】Photographic and optical apparatus and instruments; cinematographic apparatus and
instruments; reflectors for photographic purposes and film purposes.
【11】Lighting apparatus for photographic and cinematographic recordings; mask diffusors.
【09】写真用及び光学用機械器具，映画用機器，写真撮影用及び映画撮影用の反射板
【11】写真記録物用及び映画記録物用の照明機器，マスク用散光器

09,41

【09】Computer game software; computer game programs; electronic game programs;
interactive video game programs; computer software platforms for social networking;
computer software to enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging,
sharing or otherwise providing electronic media or information in the fields of virtual
communities, electronic gaming, entertainment, and general interest via the internet or
other communications networks with third parties; magnetic encoded gift cards.
【41】Entertainment services, namely, providing online computer and electronic games and
enhancements within online computer and electronic games; entertainment services,
namely, providing information relating to computer games provided online; entertainment
services, namely, providing virtual environments in which users can interact through
social games for recreational, leisure or entertainment purposes.
【09】コンピュータゲーム用ソフトウエア，電子計算機用ゲームプログラム，電子ゲーム用
プログラム，双方向ビデオゲーム用プログラム，ソーシャルネットワーキング用コンピュー
タソフトウエアプラットフォーム，インターネット経由及びその他の第三者との通信ネット

Ｈａｎｓ－Ｗｅｒｎｅｒ Ｆｒｉｅｄｒｉｃｈ Ｂｒｉｅｓ
ｅ

2012/8/24 2012-361051 Ｚｙｎｇａ 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。
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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
09,41

101

ＲＵＢＹ ＢＬＡＳＴ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/24 2012-361052 Ｚｙｎｇａ 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。
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指定商品・役務
【09】Computer game software; computer game programs; electronic game programs;
interactive video game programs; computer software platforms for social networking;
computer software to enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging,
sharing or otherwise providing electronic media or information in the fields of virtual
communities, electronic gaming, entertainment, and general interest via the internet or
other communications networks with third parties; magnetic encoded gift cards.
【41】Entertainment services, namely, providing online computer and electronic games and
enhancements within online computer and electronic games; entertainment services,
namely, providing information relating to computer games provided online; entertainment
services, namely, providing virtual environments in which users can interact through
social games for recreational, leisure or entertainment purposes.
【09】コンピュータゲーム用ソフトウエア，電子計算機用ゲームプログラム，電子ゲーム用
プログラム，双方向ビデオゲーム用プログラム，ソーシャルネットワーキング用コンピュー
タソフトウエアプラットフォーム，インターネット経由及びその他の第三者との通信ネット

