今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.26～2012.09.01.xls

広告ページです。レポートは次ページから⇒⇒⇒

今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.26～2012.09.01.xls

商標出願速報レポート

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

本レポートに関するお問い合わせ先

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

3／23

今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.26～2012.09.01.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

01,03,05,06,07,09,1 【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。），植物成長調整剤類，
0,11,31,35,37,39,41, 陶磁器用釉薬，クロマトグラフィーにおいて使用される化学品，イオン交換体再生剤
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
42
剤，洗濯用漂白剤，せっけん類，洗浄剤（製造工程用洗浄剤・医療用洗浄剤を除く。），化

1

熱・水・環境のベストパートナー

通常:
標準

2012/8/27 2012-068967 三浦工業株式会社

09,12,25
2

§ＧＴ

通常

2012/8/27 2012-069121

シュウィン アクイジション，エルエル
シー

09,38,42

3

ＺＩＸＭＯＢＩＬＩＴＹ

通常:
標準

2012/8/27 2012-069186

※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。

ジックスコープ・システムズ・インコー
ポレイテッド

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

粧品
【05】薬剤，衛生マスク，医療用飼料添加剤，医療用洗浄剤，入浴剤
【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，バルブ，金属製貯蔵槽類，金属製包装用容
器，金属製のバルブ（機械要素に当たるものを除く。）用のカバー
【07】風水力機械器具，業務用攪はん混合機，バルブ，半導体ウェハー・液晶パネル用基
板の洗浄装置用加温装置，バルブ（機械要素）（陸上の乗物用のものを除く。）用のカ
バー，食料加工用又は飲料加工用の機械器具を滅菌処理するための滅菌装置
【09】測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械
器具及びその部品，ダイオキシン類分析用排ガス採取器，ダイオキシン類分析用試料採
取器，ダイオキシン類の分析機能を有するコンピューターソフトウェア，ダイオキシン類の
濃度表を表示する機能を有するコンピューターソフトウェア，理化学機械器具を滅菌処理
するための滅菌装置，ボイラー用制御装置，分析用の理化学機械器具，クロマトグラ
フィー用カラム装置及びその部品，実験用又は分析用のクロマトグラフィー装置及びその
部品
【10】医療用機械器具，医療用機械器具を滅菌処理するための滅菌装置，医療用具を滅
菌処理するための滅菌装置
【11】ボイラー（機械部品を除く。），暖冷房装置，冷凍機械器具，業務用加熱調理機械器
具，業務用ごみ焼却炉，浄水装置，業務用冷凍食品解凍機，家庭用軟水器，硬水軟化装
置，浄水用ろ過装置，水質汚濁防止装置，浄水用殺菌装置，逆浸透膜を使用した純水製
造装置，浄水用溶存酸素除去処理装置，浄水用配管サビ防止装置，浄水用水道水脱酸
素装置，浄水用電気再生式純水装置，紫外線を利用した水質汚濁防止用殺菌・浄水装
置 廃熱ボイラー（動力機械部品・機関用のものを除く。） 冷却塔用制菌装置 排水処理
【09】自転車用ヘルメット，自転車用コンピュータ
【12】自転車，自転車の部品，ハンドル，自転車用の前フォーク，自転車用ステム，サド
ル，自転車用握り，ペダル，自転車用泥よけ，タイヤ，自転車の付属品，自転車用空気ポ
ンプ，自転車用ボトルケージ，自転車用ケーブルロック，自転車用リフレクター（反射材）
【25】サイクリング用の衣服，帽子，ワイシャツ類及びシャツ，ジャージ，ショーツ，靴及び運
動用特殊靴，手袋（被服）

【09】電子メールへの接続用及び電子メールの提供用コンピュータソフトウェア，通信用・イ
ンターネットによる電子パーソナル通信への接続用・インターネットによるゲートウェイサー
ビスへの接続用及びグローバルコンピュータネットワークへの接続の提供用コンピュータ
ソフトウェア，暗号化及び復号を特徴とするコンピュータ端末によるデータ及び文書の伝送
用コンピュータソフトウェア，電子メールの転送用及び電子メールの暗号化用コンピュータ
ソフトウェア，伝送によるメッセージ及びデータの配信用コンピュータソフトウェア，電子的
蓄積交換型メッセージング用コンピュータソフトウェア，電子計算機用プログラム，電子応
用機械器具及びその部品，電気通信機械器具，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，電子出版物
【38】電子メールによる通信，電気通信，パーソナル通信・ゲートウェイサービス及びグ
ローバルコンピュータネットワークへの接続の提供，電子メールの転送並びに暗号化を特
徴とする通信及びデータの伝送，伝送によるメッセージ及びデータの配信，暗号化及び復
号を特徴とするコンピュータ端末によるデータ及び文書の伝送，放送，報道をする者に対
するニュースの供給，電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与
【42】メッセージ及びデータのエレクトロニックストレージ，電子メールの暗号化，サーバの
記憶領域の貸与，電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守，電子計算機の貸与，
電子計算機用プログラムの提供，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
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No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
09,38,42

4

ＺＩＸＧＡＴＥＷＡＹ

通常:
標準

2012/8/27 2012-069187

ジックスコープ・システムズ・インコー
ポレイテッド

09,10,14,35,38,41,4
2,45

5

図形商標

通常

2012/8/28 2012-069398

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

ナイキ インターナショナル リミテッ
ド

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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指定商品・役務
【09】電子メールへの接続用及び電子メールの提供用コンピュータソフトウェア，通信用・イ
ンターネットによる電子パーソナル通信への接続用コンピュータソフトウェア，インターネッ
トによるゲートウェイサービスへの接続用及びグローバルコンピュータネットワークへの接
続の提供用コンピュータソフトウェア，電子メールの転送用及び電子メールの暗号化用コ
ンピュータソフトウェア，伝送によるメッセージ及びデータの配信用コンピュータソフトウェ
ア，電子的蓄積交換型メッセージング用コンピュータソフトウェア，暗号化及び復号を特徴
とするコンピュータ端末によるデータ及び文書の伝送用コンピュータソフトウェア，電子計
算機用プログラム，電子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具，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，電子出版物
【38】電子メールによる通信，電気通信，パーソナル通信・ゲートウェイサービス及びグ
ローバルコンピュータネットワークへの接続の提供，電子メールの転送並びに暗号化を特
徴とする通信及びデータの伝送，伝送によるメッセージ及びデータの配信，電子的蓄積交
換型メッセージング，暗号化及び復号を特徴とするコンピュータ端末によるデータ及び文
書の伝送，放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファクシミリその他の通
信機器の貸与
【42】電子メールの暗号化，サーバの記憶領域の貸与，電子計算機用プログラムの設計・
作成又は保守，電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供，電子計算機・自動
【09】時間・ペース・速度・歩幅・運動能力・消費カロリー・距離・跳躍高に関して、インター
ネット・コンピュータネットワーク・電子通信ネットワークに対しスポーツ・フィットネストレーニ
ング・運動のデータを検出・保存・報告・監視・アップロード・ダウンロードし、携帯電子端
末・スマートフォン又はパーソナルコンピュータと通信するための、マイクロプロセッサ・デ
ジタルディスプレイ及び加速度計を備えたモニター用携帯端末，ＵＳＢ接続端子を備えた
電子応用機械器具の部品及び附属品，ＵＳＢ接続端子を備えた電子応用機械器具の部
品及び附属品，ＵＳＢメモリに記録された電子計算機用プログラム，コンピュータの周辺機
器，歩数計，ヘッドホン，フィットネス活動を評価・支援するためのコンピュータソフトウェ
ア，携帯電子端末、スマートフォン又はパーソナルコンピュータ用のコンピュータソフトウェ
ア，フィットネスの評価及びその評価に基づく個人に最適化された訓練方法を提示するた
めのコンピュータソフトウェア，心拍及び脈拍・位置情報・方角・距離・高度・ナビゲーション
情報及び気象情報をモニターするためのコンピュータソフトウェア，装着者の累積した活動
レベルに合わせて発光し色を変える表示装置を備えたモニター用携帯端末，その他の電
子応用機械器具及びその部品，電気通信機械器具
【10】医療用歩数計，医療用基礎代謝量測定器，医療用消費カロリー測定機，その他の医
療用機械器具
【14】時計，ブレスレット，フィットネス・スポーツトレーニング・運動に関するデータ、すなわ
ち時間・距離・ペース・速度・跳躍高・心拍及び脈拍・消費カロリー・累積運動量をモニター
し報告する機能を有する時計及びブレスレット，インターネット・コンピュータネットワーク・
電気通信回線を用いて携帯情報端末・スマートフォン・電子計算機とのデータ通信を行う
機能を有する時計及びブレスレット
【35】被服・履物・帽子・コンピュータ及びその周辺機器・コンピュータソフトウェア・モニター
用携帯端末・携帯電子端末・スマートフォ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 インターネット又は電子通信ネットワークを通じてインターネット
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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

指定商品・役務

01,02,03,04,05,06,0 【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，
7,08,09,10,11,12,14, 肥料，陶磁器用釉薬，塗装用パテ，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，写真材料，試
15,16,17,18,19,20,2 験紙，人工甘味料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
【02】カナダバルサム，コパール，サンダラック，松根油，セラック，ダンマール，媒染剤，腐
1,22,23,24,25,26,27, 蝕防止剤，防錆剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ，絵の
28,29,30,31,32,33,3 具，防錆グリース，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・
4,35,36,37,38,39,40, 装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
41,42,43,44,45

6

富士山再生で日本を元気に∞
Ｍｔ．Ｆｕｊｉ ｔｈｅ Ｒｅｎａｉｓｓａｎｃｅ 通常
∞富士山ルネッサンス

2012/8/28 2012-069456 株式会社毎日新聞社

12,35,37,45

7

ＣＡＲ ＤＯＣＴＯＲ

通常:
標準

2012/8/29 2012-069629 株式会社オートウェーブ

12
8

§ＭＺ∞ＭｏｔｏｒＺｏｏｍ

通常

2012/8/29 2012-069700 斯▲紅▼峰

※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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剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛
用接着剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し
剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つ
や出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，燃料，工業用油，工業用油脂，ろう，ランプ用灯しん，ろ
うそく
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，乳幼児用粉乳，
サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補
助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），人工受精用精液
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除
く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発
光式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵
槽類 いかり 金属製輸送用コンテナ かな床 はちの巣 金属製金具 ワイヤロープ 金
【12】自動車並びにその部品及び附属品，タイヤ，タイヤ並びにその部品及び附属品，タイ
ヤチェーン，タイヤホイール，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片，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。），
自動車用の機械要素，乗物用盗難警報器
【35】自動車及び自動二輪車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，タイヤの小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，タイヤチェーンの小売又は卸売の業務において行われる便益の
提供，タイヤ販売店の事業の管理，自動車用エンジンオイ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，自動車用ブレーキオイ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，ギアーオイ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，ブレーキ液の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，自動車用エンジンオイル添加剤（化学品に属するも
のに限る）の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車用
バッテリ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，洗車用ボ
ディーワックスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，洗車
用水垢取り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，洗車
用油膜取り剤の小売又は卸売の業績において行われる顧客に対する便益の提供，自動
車用洗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，清掃用具
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，自動車用の塗装保
護用コーティング剤及び自動車用ガラスコーティング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，自動車のウィンドウ用プラスチックフィルムの小売又
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，自動車及び自動二輪車並び
にその部品及び附属品の販売に関する情報の提供，自動車及び自動二輪車並びにその
部品及び附属品のインターネット及び折り込みチラシによる広告，自動車及び自動二輪車
並びにその部品及び附属品の展示会の企画・運営又は開催 トレーディングスタンプの発
【12】カーダンパー，カープッシャ，カープラー，牽引車，荷役用索道，陸上の乗物用の機械
要素，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，
オートバイ，クラッチ，風よけひさし，タイヤ，ワイパー，座席，サドル，警音器，方向指示
器，乗り物用シートベルト（「船舶の部品及び付属品」を除く。），バックミラー，ホイール，車
輪
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.26～2012.09.01.xls
No.

商標（見本）

9

10

商標

Ｔ－ＦＲＥＥ

ＴＯＫＡＩ ＥＬＥＣＴＯＮＩＣＳ

種別

通常

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【12】自動車並びにその部品及び附属品，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，二輪自動車・自転車並
びにそれらの部品及び附属品，陸上の乗物用の機械要素，車椅子
【40】プラスチックの加工，金属の加工，ゴムの加工，紙の加工，竹・木皮・とう・つる・その
他の植物性基礎材料の加工（「食物原材料の加工」を除く。），布地・被服又は毛皮の加工
処理（乾燥処理を含む。），印刷

07,09,35,42

【07】金属加工機械器具，化学機械器具，プラスチック加工機械器具，半導体製造装置，
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，機械要素（陸上
の乗物用のものを除く。），起動器，交流電動機及び直流電動機（陸上の乗物用の交流電
動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直流発電機
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，写真機械器具，映画機械器
具，光学機械器具，測定機械器具，太陽電池，電池，電線及びケーブル，磁心，抵抗線，
電極
【35】品質管理の向上に関する経営上の指導及び助言，製造工程における製品の品質管
理と安全面からの経営の診断，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，マーケティング，広告業，商品の販売促進・役務の提
供促進の企画及びその実行の代理，ビジネス情報の提供，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，顔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，機械要素（陸上の乗物用のものを除く。）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，建築材料の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，原料繊維の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，原料プラスチックの小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，ゴ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，陸上の乗物用の機械要素の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，自動車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，写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，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，電気機械器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，電機ブラシの小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供 電球類及び照明用器具の小売又は卸売の業
【12】陸上の乗物用の機械要素，乗物用盗難警報器，自動車用ホイール，その他の自動
車並びにその部品及び附属品，二輪自動車用ホイール，その他の二輪自動車・自転車並
びにそれらの部品及び附属品

2012/8/29 2012-069701 小島プレス工業株式会社

2012/8/29 2012-069703 東海エレクトロニクス株式会社

12
11

ＧＡＶＩＬ

通常

指定商品・役務

12,40

2012/8/29 2012-069731 株式会社ジャパン三陽

09,12,35,36,37,39,4 【09】燃料電池，蓄電池，太陽電池，太陽電池による発電装置，自動車の電子制御装置並
びにその部品
2,45

12

カーライフタイムバリュー

通常

2012/8/29 2012-069788 株式会社ホリデー

※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/

【12】自動車並びにその部品及び附属品，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，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。），二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，タイヤ又
はチューブの修繕用ゴムはり付け片
【35】自動車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，自動車オークションの運営，自動車用エンジンオイル及び自動車用ブ
レーキオイ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，自動
車用の塗装保護用コーティング剤及び自動車用ガラスコーティング剤の小売又は卸売の
業務において行なわれる顧客に対する便益の提供，自動車用の塗料の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車用バッテリ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
【36】資金の貸付け，信用購入あっせん，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，中古自動車の評価
【37】自動車の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，建設工事，建築工事に関す
る助言，建築設備の運転・点検・整備，発電機の修理又は保守，発電機及びその部品の
設置工事
【39】自動車の運転の代行 自動車の貸与 道路情報の提供
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.26～2012.09.01.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

09,12,35,36,37,39,4 【09】燃料電池，蓄電池，太陽電池，太陽電池による発電装置，自動車の電子制御装置並
びにその部品
2,45

13

Ｃ－ＬＴＶ

通常

2012/8/29 2012-069793 株式会社ホリデー

12
14

ｊｕｎｏ ｒｉｓｉｎｇ

通常

【12】自動車並びにその部品及び附属品，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，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。），二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，タイヤ又
はチューブの修繕用ゴムはり付け片
【35】自動車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，自動車オークションの運営，自動車用エンジンオイル及び自動車用ブ
レーキオイ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，自動
車用の塗装保護用コーティング剤及び自動車用ガラスコーティング剤の小売又は卸売の
業務において行なわれる顧客に対する便益の提供，自動車用の塗料の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車用バッテリ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
【36】資金の貸付け，信用購入あっせん，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，中古自動車の評価
【37】自動車の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，建設工事，建築工事に関す
る助言，建築設備の運転・点検・整備，発電機の修理又は保守，発電機及びその部品の
設置工事
【39】自動車の運転の代行 自動車の貸与 道路情報の提供
【12】自動車並びにその部品及び附属品

2012/8/29 2012-069808 株式会社マツモト自動車

01,02,03,04,05,06,0 【01】化学品，植物成長調整剤類，肥料，非鉄金属，写真材料，工業用粉類，原料プラス
7,08,09,10,11,12,13, チック
14,15,16,17,18,19,2 【02】カナダバルサム，コパール，サンダラック，松根油，セラック，ダンマール，媒染剤，腐
蝕防止剤，防錆剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ，絵の
0,21,22,23,24,25,26, 具，防錆グリース，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・
27,28,29,30,31,32,3 装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
3,34,35,38,39,40,41, 【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，塗料用剥離剤，つや出し剤，せっけ
43,44,45

15

共に創る。共に生きる。

通常

2012/8/29 2012-069980 大和ハウス工業株式会社

※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/

ん類，化粧品，香料
【04】固形潤滑剤，保革油，燃料，工業用油，工業用油脂，ろう，ろうそく
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，おむつ，おむつカバー，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，
乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く）
【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属製セメント
製品製造用型枠，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，金属製金具，金属製建具，金庫，金
属製立て看板
【07】農業用機械器具，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，機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），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，起動器，交流電動機
及び直流電動機（陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除
く。），交流発電機，直流発電機
【08】ピンセット，組ひも機（手持ち工具に当たるものに限る。），くわ，鋤，レーキ（手持ち工
具に当たるものに限る。），電気かみそり及び電気バリカン，手動利器，手動工具，エッグ
スライサー（電気式のものを除く。） かつお節削り器 角砂糖挟み 缶切 くるみ割り器
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.26～2012.09.01.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
03,09,12

16

§Ｃｏｒｅｇｒａｄｅ

通常

2012/8/30 2012-070150 スバル用品株式会社

17

ＳＦＶ

通常:
標準

2012/8/30 2012-070166 スズキ株式会社

12

12
18

19

20

ＪＨＯＲＮ ＰＯＷＥＲ’Ｄ

ＪＨＯＲＮ ＨＹＰＥＲ

§ＩＴ ＬＡＢ

通常

通常

通常

指定商品・役務
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，ワックス除去剤，つや出し剤，自動車用のつや出し剤，自動車のタイ
ヤ・ホイールキャップ用つや出し剤，カーワックス，せっけん類，自動車用洗浄液，自動車
用洗浄剤，車両用洗剤，自動車用つや出し洗浄剤，車のフロントガラス用クリーナー，自
動車用ウィンドーウォッシャー液，香料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し
紙，つや出し布，塗料用剥離剤，ペイント用剥離剤，ラッカー除去剤，薫料，自動車用芳香
剤，自動車用消臭芳香剤
【09】電池，自動車用バッテリー，車両用バッテリー，電気自動車用電池，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，自動車用緊急保安炎筒，イオン発生
器，オゾン発生器，電界槽，自動車用サーモスタット，車速センサー，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，バッテリー充電器，電気自動車用充電
装置，太陽電池，電線及びケーブル，ブースターケーブル，電気通信機械器具，自動車用
ナビゲーション装置，自動車用スピーカー，車両用通信機械器具，磁気ヘッドクリーナー，
自動車搭載用のオーディオ機器
【12】自動車並びにその部品及び附属品，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，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
【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】自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び
附属品

2012/8/30 2012-070204 株式会社デンソー

12

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

09,12,16,41

【09】業務用テレビゲーム機用プログラム，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器
具，回転変流機，調相機，電気磁気測定器，電気通信機械器具，電子応用機械器具及び
その部品
【12】陸上の乗物用の動力機械（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
【16】印刷用インテル，活字，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，紙類，文房具類，
印刷物
【41】映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配
給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，情報通信端末機を用いた通信によ

2012/8/30 2012-070205 株式会社デンソー

2012/8/30 2012-070207 株式会社デンソー

※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/
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.26～2012.09.01.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
07,09,35

21

ＣＯＲＮＥＳ＼Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

通常

2012/8/30 2012-070274

コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッ
ド

35

22

酒サロン

通常:
標準

2012/8/30 2012-070430

23

ＵＮＩＰＥＲ

通常:
標準

2012/8/31 2012-070450 株式会社カーメイト

※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。

合同会社デザインファームアンドリ
ゾート

12

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

指定商品・役務
【07】食品や液体製品を無菌の状態で充填可能な充填包装機，食品や液体製品に対応可
能な汎用充填包装機，充填包装機用内袋，ダイヤモンド単結晶，ダイヤモンド関連素材，
包装用機械器具，金属加工機械器具，化学機械器具，食料加工用又は飲料加工用の機
械器具，農業用機械器具，塗装機械器具
【09】高周波チャネルエミュレータ，ノイズジェネレータ，レーダーパルス及びデジタル無線
信号のアナライザ，衛生通信の高周波リンク用エミュレータ，プロトコルアナライザ，テラヘ
ルツ波を利用した検査装置，テラヘルツ波を利用した検査用ソフトウェア，金属探知機，Ｘ
線を利用した携帯型検査装置，妨害電波発生装置，携帯型マイクロスコープ，夜間暗視
装置，貨物検査装置，爆発物処理用具，空気の発送・ガスの検知及び温度測定・内蔵小
型マイクによる音声聴取を可能とする装置を備えた画像探査機，赤外線カメラ，航空機搭
載の携行型救命無線機（ＥＬＴ），テレメトリ（遠隔測定）通信用アンテナ及び受信機，衛星
通信用アンテナ及び受信機，計測用データレコーダ（モジュール），レーザラマン分光装置
に画像処理を組み合わせた液体中の異物の自動検査装置，ダイヤモンド合成用マイクロ
波プラズマＣＶＤ装置，理化学機械器具，測定機械器具，電気磁気測定器，電気通信機
械器具，電子応用機械器具及びその部品
【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，食品や液体製品を無菌の状態で充填可能な充填包装機の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，食品や液体製品に対応可能な汎用充填包装機
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，充填包装機用内袋
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，ダイヤモンド単結晶
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ダイヤモンド関連素
材の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，包装用機械器具
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，金属加工機械器具
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，化学機械器具の小
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 食料加工用又は飲料加
【35】広告業，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調
査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成
又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は
代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイ
リング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイプライター・テレックス
又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用
具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，新聞記
事情報の提供，自動販売機の貸与，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を
一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物
及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務
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
【12】船舶並びにその部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並
びにその部品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並
びにそれらの部品及び附属品
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.26～2012.09.01.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

01,02,03,04,05,06,0 【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，
7,08,09,10,11,12,13, 肥料，陶磁器用釉（ゆう）薬，塗装用パテ，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，写真材
14,15,16,17,18,19,2 料，試験紙，人工甘味料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
【02】カナダバルサム，コパール，サンダラック，松根油，セラック，ダンマール，媒染剤，腐
0,21,22,23,24,25,26, 蝕（しよく）防止剤，防錆（せい）剤，マスチック，松脂（やに），木材保存剤，染料，顔料，塗
27,28,29,30,31,32,3 料，印刷インキ，絵の具，防錆（せい）グリース，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非
3,34,35,36,37,38,39, 鉄金属はく及び粉，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
40,41,42,43,44,45 【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟

24

ＣＡＳＩＯ

防護

2012/8/31 2012-070457 カシオ計算機株式会社

35

25

おとな通り商店街

通常

2012/8/31 2012-070502 株式会社日本経済廣告社

01,12,17,28

26

§ｎＡｎＯＡＬＬＯｙ

通常

2012/8/31 2012-070503 東レ株式会社

※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/

剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛
用接着剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し
剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つ
や出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，燃料，工業用油，工業用油脂，ろう，ランプ用灯しん，ろ
うそく
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，乳幼児用粉乳，
サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補
助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），人工受精用精液
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除
く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発
光式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵
槽類 いかり 金属製輸送用コンテナ かな床 はちの巣 金属製金具 ワイヤロープ 金
【35】インターネットによる商品の通信販売の媒介又は取次ぎ，カタログを利用した通信販
売の注文・受注・発注に関する事務処理の代行，広告業，トレーディングスタンプの発行，
経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提
供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競
売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆
耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータデータベースへの情報
編集，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建
築物における来訪者の受付及び案内，広告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワー
ドプロセッサの貸与，求人情報の提供，新聞記事情報の提供，自動販売機の貸与，衣料
品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務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
【01】化学品，原料プラスチック，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），肥
料，高級脂肪酸，写真材料，試験紙
【12】船舶並びにその部品及び附属品（「エアクッション艇」を除く。），航空機並びにその部
品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの
部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び付属品，陸上の乗り物用の機械要素，
自動車用プロペラシャフト，陸上の乗り物用の動力機械（その部品を除く。）
【17】化学繊維（織物用のものを除く。），化学繊維糸（織物用のものを除く。），炭素繊維
（織物用のものを除く。），シート状の炭素繊維材（織物用のものを除く），炭素繊維強化プ
ラスチック基礎製品，炭素繊維プリプレグ，農業用プラスチックシート，プラスチックフィル
ム（包装用のものを除く。），プラスチック基礎製品，ゴム，電気絶縁材料，岩石繊維
【28】ビリヤード用具，運動用具，釣り具，遊戯用器具，愛玩動物用おもちゃ
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.26～2012.09.01.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

タブルーム

通常:
標準

2012/8/31 2012-070505 株式会社リクルートホールディングス

35

28

Ｔａｂｒｏｏｍ

通常

2012/8/31 2012-070507 株式会社リクルートホールディングス

29

ＴＯＲＭＥＮＴＡ Ｘ

通常:
標準

2012/8/31 2012-070547

30

ＧＯＰ＼ジー・オー・ピー

通常

2012/8/31 2012-070647 ジーオーピー株式会社

31

タントエグゼ

通常:
標準

2012/8/31 2012-070696 ダイハツ工業株式会社

香港商富雷徳仕國際有限公司台灣 12
分公司
12

12

※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，試供品の配布，商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポン券の発
行及び管理，販売又は営業促進のためのポイント蓄積式カードの発行・管理及び清算，
商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理，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，事業の管理，企業の人事・労務管理及び求
人活動に関する指導及び助言，企業の人事管理のための適性検査，市場調査又は分
析，商品の販売に関する情報の提供，商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代
行，商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行に関する情報の提供，ホテルの事
業の管理，企業に関する情報の提供，財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情
報の提供，職業のあっせん，職業のあっせんに関する情報の提供，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，あて名書き及び
書類の封入・封緘・発送の代行，郵送先リストの作成・提供，書類の複製，文書又は磁気
テープのファイリング，一般事務の代行，電子計算機による文書の送信及び受信の事務
処理代行，経理事務の代行，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，インターネットのホームページにおける広告用スペース
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，職業の適
性に関する助言，職業（職種・職務）適性検査，再就職の希望者に対する指導及び助言，
新聞記事情報の提供，自動販売機の貸与，コンピュータデータベースへの情報構築及び
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
【35】広告業，試供品の配布，商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポン券の発
行及び管理，販売又は営業促進のためのポイント蓄積式カードの発行・管理及び清算，
商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理，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，事業の管理，企業の人事・労務管理及び求
人活動に関する指導及び助言，企業の人事管理のための適性検査，市場調査又は分
析，商品の販売に関する情報の提供，商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代
行，商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行に関する情報の提供，ホテルの事
業の管理，企業に関する情報の提供，財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情
報の提供，職業のあっせん，職業のあっせんに関する情報の提供，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，あて名書き及び
書類の封入・封緘・発送の代行，郵送先リストの作成・提供，書類の複製，文書又は磁気
テープのファイリング，一般事務の代行，電子計算機による文書の送信及び受信の事務
処理代行，経理事務の代行，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，インターネットのホームページにおける広告用スペース
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，職業の適
性に関する助言，職業（職種・職務）適性検査，再就職の希望者に対する指導及び助言，
新聞記事情報の提供，自動販売機の貸与，コンピュータデータベースへの情報構築及び
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
【12】航空機並びにその部品及び付属品，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，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け
片，タイヤ，空気タイヤ用チューブ，トレッド再生タイヤ，滑り止めタイヤチェーン，泥除け
【12】トラック荷台乗降用はしご及びその附属品，手押し台車，その他の運搬用台車，作業
台の機能を備えた運搬台車，その他の台車，運搬車

【12】自動車並びにその部品及び附属品，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），
陸上の乗物用の軸・軸受け・軸継ぎ手・ベアリング，陸上の乗物用の動力伝導装置，陸上
の乗物用の緩衝器・ばね，陸上の乗物用の制動装置，タイヤ又はチューブの修繕用ゴム
はりつけ片，乗物用盗難警報器
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出願日
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出願人／権利者

区分
07,09,12,35,37

32

図形商標

通常

2012/8/31 2012-070734 カツヤマキカイ株式会社

07,09,12,35

33

Ｍｏｖｅ ＆ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ＼ＫＡＴ
通常
ＳＵＹＡＭＡ＼ＧＲＯＵＰ

2012/8/31 2012-070735 カツヤマキカイ株式会社

※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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指定商品・役務
【07】土木機械器具並びにその部品及び附属品，チェーンブロック・ウィンチ・建造物などの
清掃又は補修作業に使用する昇降機・荷役用昇降機・高所作業用ゴンドラ・ホイスト・ク
レーン・天井走行クレーン・チェーンスリング・重量物移動用ローラー・キャスター・荷役用
巻上機・エレベータ・簡易リフト・高圧の空気を供給することにより床面との間に空気膜を
形成して重量物を移動させる装置・荷役用ロープ収納装置・荷役用ケーブル収納装置・荷
役用ワイヤ収納装置・荷役用パレット交換装置及びその他の荷役機械器具並びにそれら
の部品及び附属品，糸巻機，製紙用巻き取り機，金属加工機械器具，金属加工用丸のこ
刃，鋸盤，ドリル，ドリルヘッド
【09】はかり・張力計及びその他の測定機械器具並びにその部品及び附属品，救命用具，
高所作業者のための墜落防止器
【12】人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，物品搬送用台車，台車，電動式台
車，トレーラ，重量物移動用台車，空港用荷物搬送用台車
【35】チェーンブロック・ウィンチ・建造物などの清掃又は補修作業に使用する昇降機・荷役
用昇降機・高所作業用ゴンドラ・ホイスト・クレーン・天井走行クレーン・チェーンスリング・
重量物移動用ローラー・荷役用巻上機・エレベータ・飲食物運搬用簡易リフト・高圧の空気
を供給することにより床面との間に空気膜を形成して重量物を移動させる装置・荷役用
ロープ収納装置・荷役用ケーブル収納装置・荷役用ワイヤ収納装置・荷役用パレット交換
装置及びその他の荷役機械器具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，金属加工機械器具及びその部品並びに
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，金属工作機
械器具並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，測定機械器具の部品およ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，土木機械器具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，包装用機械器具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 プラスチック加工機械器具及びその
【07】木機械器具並びにその部品及び附属品，チェーンブロック・ウィンチ・建造物などの清
掃又は補修作業に使用する昇降機・荷役用昇降機・高所作業用ゴンドラ・ホイスト・クレー
ン・天井走行クレーン・チェーンスリング・重量物移動用ローラー・キャスター・荷役用巻上
機・エレベータ・簡易リフト・高圧の空気を供給することにより床面との間に空気膜を形成し
て重量物を移動させる装置・荷役用ロープ収納装置・荷役用ケーブル収納装置・荷役用ワ
イヤ収納装置・荷役用パレット交換装置及びその他の荷役機械器具並びにそれらの部品
及び附属品，糸巻機，製紙用巻き取り機，金属加工機械器具，金属加工用丸のこ刃，鋸
盤，ドリル，ドリルヘッド
【09】はかり・張力計及びその他の測定機械器具並びにその部品及び附属品，救命用具，
高所作業者のための墜落防止器
【12】人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，物品搬送用台車，台車，電動式台
車，トレーラ，重量物移動用台車，空港用荷物搬送用台車
【35】チェーンブロック・ウィンチ・建造物などの清掃又は補修作業に使用する昇降機・荷役
用昇降機・高所作業用ゴンドラ・ホイスト・クレーン・天井走行クレーン・チェーンスリング・
重量物移動用ローラー・荷役用巻上機・エレベータ・飲食物運搬用簡易リフト・高圧の空気
を供給することにより床面との間に空気膜を形成して重量物を移動させる装置・荷役用
ロープ収納装置・荷役用ケーブル収納装置・荷役用ワイヤ収納装置・荷役用パレット交換
装置及びその他の荷役機械器具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，金属加工機械器具及びその部品並びに
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，金属工作機
械器具並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，測定機械器具の部品およ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，土木機械器具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，包装用機械器具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 プラスチック加工機械器具及びその
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No.

商標（見本）

商標
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出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

03,08,09,11,14,16,1 【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
8,21,24,25,28,35,39, 剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛
用接着剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し
41,42,43,45
剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つ

34

カワイイ区

通常:
標準

2012/8/31 2012-070803

福岡市
福岡商工会議所

35

35

新潟からはじまる物語

通常:
標準

2012/8/31 2012-070934

合同会社デザインファームアンドリ
ゾート

35,36
36

アップルワールド

通常

2012/8/27 2012-072818 成田 正和

※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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や出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
【08】ピンセット，組ひも機（手持ち工具に当たるものに限る。），くわ，鋤，レーキ（手持ち工
具に当たるものに限る）。すき，靴製造用靴型（手持ち工具に当たるものに限る。），電気ア
イロン，電気かみそり及び電気バリカン，手動利器，手動工具，エッグスライサー（電気式
のものを除く。），角砂糖挟み，かつお節削り器，缶切，くるみ割り器，スプーン，チーズスラ
イサー（電気式のものを除く。），ピザカッター（電気式のものを除く。），フォーク，糸通し
器，チャコ削り器，五徳，十能，暖炉用ふいご（手持ち工具に当たるものに限る。），火消し
つぼ，火ばし，護身棒，ヘアアイロン，ピアス用耳穴あけ器，電気式及び非電気式脱毛器
具，ひげそり用具入れ，ペディキュアセット，まつ毛カール器，マニキュアセット，ピッケル，
水中ナイフ，水中ナイフ保持具，パレットナイフ
【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
【35】広告業，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調
査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成
又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は
代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイ
リング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイプライター・テレックス
又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用
具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，新聞記
事情報の提供，自動販売機の貸与，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を
一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物
及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務
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
【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，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は代行，広告用具の貸与，
自動車の小売又は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
【36】損害保険契約の締結の代理，建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸
与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，
土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，
建物又は土地の情報の提供，中古自動車の評価
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No.

37

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

§Ｗｉｓｓ ［ウィズ］

通常

2012/8/29 2012-073191 株式会社イー・コミュニケーションズ

38

ＦＬＹＩＮＧ ＦＥＡＴＨＥＲ

通常:
標準

イスイックス・ワールド株式会社
2012/8/30 2012-073595
片山 豊

39

ｅＷａｌｋ

通常:
標準

2012/8/30 2012-073596 イスイックス・ワールド株式会社

40

ＦＦ２

通常:
標準

2012/8/30 2012-073597 イスイックス・ワールド株式会社

区分

【35】企業内の各種意識調査，その他意識調査に関わるサービスの提供

07,12

【07】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，起動器，交
流電動機及び直流電動機（陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品を除
く。）を除く）交流発電機，直流発電機，風水力器具
【12】自動車並びにその部品及び付属品，車椅子，二輪自動車・自転車並びにその部品
及び付属品，陸上の乗り物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗り物用の交流電
動機又は直流電動機（その部品を除く。），乳母車
【12】自動車並びにその部品及び付属品，車椅子，二輪自動車・自転車並びにその部品
及び付属品，陸上の乗り物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗り物用の交流電
動機又は直流電動機（その部品を除く。），乳母車
【12】自動車並びにその部品及び付属品，車椅子，二輪自動車・自転車並びにその部品
及び付属品，陸上の乗り物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗り物用の交流電
動機又は直流電動機（その部品を除く。），乳母車
【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家禽用リン
グ，化粧用具，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用刷毛，船舶ブラシ，家事用手
袋，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，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，アイロン台，霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，
浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろうそく消し，ろうそく立て，家庭用燃え殻ふるい，石炭入
れ，ねずみ取り器，はえたたき，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，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，洋服ブラシ，寝
室用簡易便器，貯金箱，お守り，おみくじ，紙タオル取り出し用金属製箱，せっけん用ディ
スペンサー，観賞魚用水槽及びその附属品，トイレットペーパーホルダー，花瓶，水盤，ガ
ラス製又は磁器製の立て看板，香炉，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，コッフェル，ブラシ用牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷
凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，
豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，
なめ物，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー，ココア，氷，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，香辛料，アイスクリームのもと，
シャーベットのもと，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，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，パ
スタソース，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用グルテン，食用粉類
【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 籾米もみ も

12
12
21,29,30,31,32,33,3
5,45

41

§Ｏｍｏｔｅｎａｓｈｉ

通常

2012/8/29 2012-073609 株式会社いわた

※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

35

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

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

21,29,30,31,32,33,3 【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家禽用リン
グ，化粧用具，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用刷毛，船舶ブラシ，家事用手
5,45

42

§Ｏｍｏｔｅｎａｓｈｉ

通常

2012/8/29 2012-073616 株式会社いわた

21,29,30,31,32,33,3
5,45

43

Ｏｍｏｔｅｎａｓｈｉ

通常:
標準

2012/8/29 2012-073617 株式会社いわた

44

シャベルカー

通常:
標準

2012/8/30 2012-074016 ツーフィット株式会社

45

マド
プロ:
ＱＬＥＡＮＡＩＲ ＳＣＡＮＤＩＮＡＶＩＡ
通常:
標準

12

11,40
2012/8/30 2012-358355 ＱｌｅａｎＡｉｒ Ｈｏｌｄｉｎｇ ＡＢ

※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/

袋，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，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，アイロン台，霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，
浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろうそく消し，ろうそく立て，家庭用燃え殻ふるい，石炭入
れ，ねずみ取り器，はえたたき，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，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，洋服ブラシ，寝
室用簡易便器，貯金箱，お守り，おみくじ，紙タオル取り出し用金属製箱，せっけん用ディ
スペンサー，観賞魚用水槽及びその附属品，トイレットペーパーホルダー，花瓶，水盤，ガ
ラス製又は磁器製の立て看板，香炉，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，コッフェル，ブラシ用牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷
凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，
豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，
なめ物，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー，ココア，氷，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，香辛料，アイスクリームのもと，
シャーベットのもと，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，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，パ
スタソース，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用グルテン，食用粉類
【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 籾米もみ も
【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家禽用リン
グ，化粧用具，おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工業用刷毛，船舶ブラシ，家事用手
袋，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，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，アイロン台，霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，
浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろうそく消し，ろうそく立て，家庭用燃え殻ふるい，石炭入
れ，ねずみ取り器，はえたたき，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，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，洋服ブラシ，寝
室用簡易便器，貯金箱，お守り，おみくじ，紙タオル取り出し用金属製箱，せっけん用ディ
スペンサー，観賞魚用水槽及びその附属品，トイレットペーパーホルダー，花瓶，水盤，ガ
ラス製又は磁器製の立て看板，香炉，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，コッフェル，ブラシ用牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷
凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，
豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，
なめ物，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー，ココア，氷，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，香辛料，アイスクリームのもと，
シャーベットのもと，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，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，パ
スタソース，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用グルテン，食用粉類
【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 籾米もみ も
【12】乗物用盗難防止警報器，乗物用盗難防止装置，陸上の乗物用の伝導装置，陸上の
乗物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，陸上の乗物用の交流
電動機又は直流電動機（その部品を除く。），船舶並びにその部品及び附属品，自動車並
びにその部品及び附属品
【11】Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes.
【40】Treatment of materials.
【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
【40】材料処理

16／23

今週の出願（類似群限定：12A05）2012.08.26～2012.09.01.xls
No.

46

47

48

49

50

51

商標（見本）

商標

Ｖｉｓｉｌｅａｋ

種別
マド
プロ:
通常:
標準

Ｂａｓｉｃｏｍ

マド
プロ:
通常

ＨＤ ＭＯＢＩＬＥ

マド
プロ:
通常:
標準

マド
§ｃｏｂａ＼ＷｈｅｅＬＳ∞Ｗｅｉｇｈｔ
プロ:
Ｓａｖｉｎｇ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ
通常

ＲＯＮＡＬ

マド
プロ:
通常

ＲＯＮＡＬ

マド
プロ:
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

09

【09】Apparatus for monitoring urban heating ducts.
【09】都市部の暖房用ダクトの監視用機器

09

【09】Battery chargers; batteries; camcorders; electronic apparatus and devices for
controlling access to pay-television services; cards with integrated circuits; notebook
computers; printers for use with computers; computers.
【09】バッテリーチャージャー，蓄電池，ビデオカメラ，有料テレビジョンへの接続の制御用
の電子式機器及び装置，集積回路付きカード，ノートブック型コンピュータ，コンピュータ用
プリンター，コンピュータ

09

【09】Electronic analyzers for detecting and measuring the concentrations of one or more
analytes in a sample.
【09】サンプルにおける一つ又はそれ以上の検体の濃度の検出用及び測定用の電子式分
析装置

12

【12】Vehicle wheel rims, vehicle wheels.
【12】航空機・自動車・二輪自動車・自転車用リム，航空機・鉄道車輌・自動車・二輪自動
車・自転車用車輪

12

【12】Motor vehicle wheels and parts thereof, including wheel covers, hub caps, inner rim
halves, outer rim halves, rim stars, bumper protectors.
【12】自動車及び二輪自動車の車輪並びにその部品（ホイールカバーを含む），ハブキャッ
プ，インナーリムハーフ，アウターリムハーフ，リムスター，バンパープロテクター

12

【12】Motor vehicle wheels and parts thereof, including wheel covers, hub caps, inner rim
halves, outer rim halves, rim stars, bumper protectors.
【12】自動車及び二輪自動車の車輪並びにその部品（ホイールカバーを含む），ハブキャッ
プ，インナーリムハーフ，アウターリムハーフ，リムスター，バンパープロテクター

2012/8/30 2012-358514 Ｂｒｕｇｇ Ｒｏｈｒｓｙｓｔｅｍ ＡＧ

2012/8/31 2012-358632

2012/8/30 2012-358702

Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｂａｓｉｃｏｍ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ
Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ

Ｘ－Ｒａｙ Ｏｐｔｉｃａｌ Ｓｙｓｔｅｍｓ， Ｉｎ
ｃ．

2012/8/27 2012-358912 ＳＡＩＮＴ ＪＥＡＮ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ

2012/8/27 2012-359018 Ｒｏｎａｌ ＡＧ

2012/8/27 2012-359019 Ｒｏｎａｌ ＡＧ

03,09,14,16,17,18,2 【03】Substances for laundry use, bleaching preparations; soap; perfumery; preparations
for body and beauty care.
5,28

52

４ｃｏｌｏｒｅｄ

マド
プロ:
通常

2012/8/29 2012-359046 Ｍｏｎｔａｎａ ＡＧ

※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】Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images;
apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity; magnetic recording media; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers.
【14】Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith,
included in this class; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments.
【16】Paper, cardboard and goods made from these materials, included in this class;
printed matter; bookbinding material; photographs; adhesives (glues) for stationery or
household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites
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出願日
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09,42

53

ＦＯＬＬＯＷ－ｍＥ！

マド
プロ:
通常

2012/8/27 2012-359057 Ｄｒ． Ｆｅｒｄｉｎａｎｄ Ｓｃｈｗｅｎｋｅｒｔ

09

54

ＦＡＭＩＬＹ ＰＡＤ

マド
プロ:
通常:
標準

ＡＣＭ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/31 2012-359127 ＡＲＣＨＯＳ Ｓ．Ａ．

09
55

2012/8/27 2012-359156 Ｆｕｓｉｏｎ－ＩＯ， Ｉｎｃ．

09

56

§ＯＬＥＤ ＴＶ

マド
プロ:
通常

2012/8/30 2012-359161

ＳＡＭＳＵＮＧ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ Ｃ
Ｏ．， ＬＴＤ．

06,11,19,24,27,37,4
2
57

ＳＴＡＲ ＳＹＳＴＥＭ

マド
プロ:
通常

2012/8/29 2012-359162 ＮＯＲＭＡＬＵ

※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】Computer programmes [programs], recorded; computer software, recorded; computer
programs [downloadable software]; magnetic data media; optical data media.
【42】Updating of computer software; computer hardware and software consulting
services; computer software design; computer programming; design and development of
computer hardware and software; installation and maintenance of software; rental of
computer software; scientific and technological services and research and design relating
thereto.
【09】記録済みコンピュータプログラム，コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体，
コンピュータ用プログラム（電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの），未
記録の磁気記録媒体，光学式記録媒体
【42】コンピュータソフトウエアのバージョンアップ，コンピュータハードウエア及びソフトウエ
アに関する助言，コンピュータソフトウエアの設計，電子計算機のプログラムの設計・作成
又は保守，コンピュータのハードウエア及びソフトウエアの設計及び開発，ソフトウエアの
【09】Photographic, cinematographic and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmission, reproduction or processing of sound or images; magnetic
recording media, calculating machines; data processing equipment; computers; portable
digital tablets; software (recorded programs); computer game software; computer
peripheral devices; integrated circuit cards [smart cards].
【09】写真用・映画用及び教育用の機器，音響又は画像の記録用・送信用・再生用又は処
理用の機器，磁気記録媒体，計算機，データ処理装置，コンピュータ，持ち運びできるデジ
タルタブレット，コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体，コンピュータゲーム用ソ
フトウエア，コンピュータ周辺機器，ＩＣカード（スマートカード）
【09】Computer hardware; computer software, namely, software for use in storing,
managing, manipulating and retrieving data from non-volatile memory using memory
semantics.
【09】コンピュータハードウエア，コンピュータソフトウエア、すなわちメモリ動作による不揮
発性メモリからのデータの保存・監視・操作及び検索用のソフトウエア

【09】Audio component systems consisting of loud speakers, tuners, sound mixers,
equalizers, audio recorders and radios; computer software to receive, transport, encode,
decode, decrypt, encrypt, transmit, multiplex, de-multiplex, and manipulate video and
other data in digital format to deliver television and other video programming to
appropriate video devices for distribution of television programming for viewing on
television sets and computer monitors; digital set-top boxes; DVD players; home theater
systems consisting of amplifiers, audio speakers, subwoofers, projectors, audio and video
recorders and video screens; light emitting diode (LED) displays; monitors [computer
hardware]; optical disc players; television receivers; three dimensional (3D) eye glasses.
【09】ラウドスピーカー・チューナーからなるオーディオコンポーネントシステム，サウンドミ
キサー，イコライザ，オーディオレコーダー及びラジオ，テレビジョン番組及び他のビデオ
番組をテレビジョンセット及びコンピュータモニターでの閲覧用テレビジョン番組の配信用
の適したビデオ装置に送信するデジタルフォーマットのビデオデータ及び他のデータを受
信・移送・符号化・復号化・解読・暗号化・送信・多重化・分離及び修正するコンピュータソ
フトウエア，デジタル式セットトップボックス，ＤＶＤプレーヤー，増幅器・オーディオスピー
【06】Metal reinforcements; metal reinforcements for lighting fixtures; building materials of
metal; building materials of aluminum; shaped sections of metal (cut metal parts for
building); extruded metal sections for building (metal reinforcements for building); tension
links; frames of metal for windows, doors, walls, ceilings; transportable buildings of metal;
frames of metal (for building); angle irons; lintels of metal; ceilings of metal; joists of
metal; metal stands (transportable metal structures for trade fairs, shows and
professional exhibitions); metal tubes for building; rails and fish plates for building
housing; rivets of metal; wire cloth; anvils of metal.
【11】Heating apparatus and installations; lampshades; heat accumulators; heat
regenerators; water conduit installations for heating; lighting apparatus and installations;
light diffusers; protective devices for lighting for use as component parts of the goods
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出願人／権利者
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09

58

ＭＩＮＩ Ａｎａｌｏｇ

マド
プロ:
通常

2012/8/31 2012-359271 ＰＨＯＥＮＩＸ ＣＯＮＴＡＣＴ

09,42

59

Ｂｒ

マド
プロ:
通常

2012/8/30 2012-359399 Ｂｒｏｍｉｕｍ Ｉｎｃ．

11
60

ｎｉＥＣＯ

マド
プロ:
通常

2012/8/28 2012-359711 ＮＩＥＣＯ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

09

61

Ｖ８Ｃｏｎｔｒｏｌ

マド
プロ:
通常

ｍｏｎｏｃｈｒｏｍｅ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/31 2012-359774 ＰＨＥＮＩＸ ＣＯＮＴＡＣＴ

12,25,28
62

指定商品・役務
【09】Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity, frequency meters, galvanic cells, measuring
apparatus, electric relays, switches, electric switching devices, circuit breakers,
particularly for isolating amplifiers and their power sources, passive isolator modules,
temperature indicators, analog frequency converters, coefficient unit indicators, double
threshold value switches, electric apparatus for switching, switch isolation amplifiers,
multiplexers, coefficient unit position converters, transmitters, frequency converters,
signal duplicators, particularly for galvanic isolation and processing, amplifying, duplicating
or filtering analog signals (non-digital signals), and/or for recording temperature or
frequency.
【09】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，周波数計，ガル
ヴァーニ電池，測定装置，継電器，開閉器，電気スイッチ装置，遮断器、特に増幅器及び
それらの電源の隔離用のもの，受動的な分離器モジュール，温度計，アナログ周波変換
器，係数ユニットメーター，二重閾値のバルブスイッチ，開閉用電気式機器，スイッチ分離
【09】Computer software, namely, computer software for security, detection and removal
of computer viruses and threats; computer software for managing and filtering electronic
communications; computer software for protecting and securing computer networks and
applications; computer software for encrypting and authenticating data; computer
software for virtualization.
【42】Providing online non-downloadable software for security, detection and removal of
computer viruses and threats, for managing and filtering electronic communications, for
protecting and securing computer networks and applications, for encrypting and
authenticating data, and for virtualization.
【09】コンピュータソフトウエア、すなわちセキュリティー用コンピュータソフトウエア，コン
ピュータウイルス及び脅威の検出及び除去，電子式通信の管理用及びフィルタリング用
のコンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体，コンピュータネットワーク及びコン
ピュータアプリケーションの保護用及び安全確保用のコンピュータ用プログラムを記憶させ
た記録媒体，データの暗号化用及び認証用のコンピュータ用プログラムを記憶させた記録
媒体，視覚化用コンピュータソフトウエア
【42】コンピュータウイルス及び脅威のセキュリティ用・検出用及び除去用・電子通信の管
理用及びフィルタリング用・コンピュータネットワーク及びアプリケーションの保護用及び安
【11】Commercial automatic ovens and automatic food heaters.
【11】商業用の自動式オーブン及び自動式食品用ヒーター

2012/8/27 2012-359855 ＡＵＤＩ ＡＧ

※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】Electric and electronic apparatus, instruments and equipment for electrical
connection; electric apparatus and instruments for signaling, measuring, counting,
recording, monitoring, checking (supervision), switching devices; electric data processing,
transmission, storage and output devices; electric controlling apparatus; electronic
installations for monitoring electrical connections and automated industrial installations;
computers; computer hardware; electric relays; remote control apparatus; electric
equipment for remote control of industrial processes.
【09】電気接続用の電気式及び電子式の機器・器具及び装置，信号用・測定用・計数用・
記録用・監視用・点検（監督）用の電気式機器，スイッチ開閉装置，電気式のデータの処
理用・送信用・保存用及び出力用の装置，電気制御機，電気接続及び自動式工業設備の
監視用の電子設備，コンピュータ，コンピュータハードウエア，継電器，遠隔制御装置，工
【12】Vehicles and their constructive parts; apparatus for locomotion by land, air or water.
【25】Clothing, footwear, headgear.
【28】Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes;
decorations for Christmas trees.
【12】乗物及びその組み立て部品，陸上，空中，又は水上の移動用の装置
【25】被服，履物及び運動用特殊靴，帽子
【28】ゲーム用品及びおもちゃ，体操用具及び運動用具であって他の類に属しないもの，ク
リスマスツリー用装飾品
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No.

63

64

商標（見本）

商標

種別

マド
ＷＯＲＫ ＨＡＲＤ ＧＡＭＥ ＨＡ プロ:
通常:
ＲＤ
標準

６５∞ＵＮＩＣ

マド
プロ:
通常

Ｔｈｅ Ｐｕｌｌ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【09】Computer devices, namely, electronic game controllers.
【09】コンピュータ装置、すなわち電子ゲーム制御装置

09,42

【09】Apparatus and instruments for recording, transmitting, processing, storing and
exchanging data, sound or images, programs for computers and microprocessors,
computer data encryption and decryption programs, computer data encryption and
decryption circuits, electronic devices for connecting computers and communication
networks, communication interface cards, communication interface modules, data
converters, electronic components, chips, integrated circuits, microcircuits, printed
circuits, semiconductors, processors, microprocessors, micro-controllers, readers,
computer software, software stacks, electronic tags, chip cards, smart cards, electronic
payment cards, access control cards, identification cards, electric and electronic locks,
SIM cards, electronic circuits, computer interfaces, control apparatus for smart cards;
control apparatus for radio-frequency identification, apparatus, instruments and
equipment for communication by extra short-range radio and/or by close field, apparatus,
【09】Speakers, headphones, headphones for portable electronic apparatus and mobile
phones being headsets, namely a combination of headphone and microphone with
possible additional functions to control the sound; portable audio speakers, protective
carrying sleeves for portable electronic apparatus and mobile phones.
【09】スピーカー，ヘッドホーン，携帯用電子式機器用及び移動電話用のヘッドホン（ヘッド
セットであるもの）、すなわち音響を制御する付加機能を付けられるヘッドホンとマイクロホ
ンを組み合わせたもの，携帯用音声スピーカー，携帯用電子式機器用及び移動電話用の
持ち運び用保護スリーブ
【09】Audio component systems consisting of loud speakers, tuners, sound mixers,
equalizers, audio recorders and radios; computer software to receive, transport, encode,
decode, decrypt, encrypt, transmit, multiplex, de-multiplex, and manipulate video and
other data in digital format to deliver television and other video programming to
appropriate video devices for distribution of television programming for viewing on
television sets and computer monitors; digital set-top boxes; DVD players; home theater
systems consisting of amplifiers, audio speakers, subwoofers, projectors, audio and video
recorders and video screens; light emitting diode (LED) displays; monitors [computer
hardware]; optical disc players; television receivers; three dimensional (3D) eye glasses.
【09】ラウドスピーカーからなるオーディオコンポーネントシステム，チューナー，サウンドミ
キサー，イコライザ，オーディオレコーダー及びラジオ，テレビジョンセット及びコンピュータ
モニターで閲覧するためのテレビジョン番組配信用のテレビジョン番組及び他のビデオ番
組を適したビデオ装置へ送達するデジタル形式のビデオデータ及び他のデータの受信用・
符号化用・復号化用・解読用・暗号化用・中継用・多重化用・逆多重化用及び修正用のコ
ンピュータソフトウエア，デジタル式セットトップボックス，ＤＶＤプレーヤー，増幅器からなる
【11】Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes.
【40】Treatment of materials.
【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
【40】材料処理

2012/8/28 2012-359865 Ｗｉｋｉｐａｄ， Ｉｎｃ．

2012/8/28 2012-359905 ＩＮＳＩＤＥ ＳＥＣＵＲＥ

09
65

Ｋｏｎｉｎｋｌｉｊｋｅ Ｐｈｉｌｉｐｓ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ
2012/8/31 2012-359951 Ｎ．Ｖ．
Ｏ Ｎｅｉｌｌ Ｂｒａｎｄ Ｓ．a．ｒ．ｌ．
09

マド
プロ:
通常

66

2012/8/31 2012-360022

ＳＡＭＳＵＮＧ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ Ｃ
Ｏ．， ＬＴＤ．

11,40
67

§ＱｌｅａｎＡｉｒ＼ＳＣＡＮＤＩＮＡＶＩ
Ａ

マド
プロ:
通常

指定商品・役務

09

2012/8/30 2012-360136 ＱｌｅａｎＡｉｒ Ｈｏｌｄｉｎｇ ＡＢ

※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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商標
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09,42,44

68

ＣｒｙｓｔａｌＤｉｒｅｃｔ

マド
プロ:
通常:
標準

ＴＨＥ ＳＨＯＣＫ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/28 2012-360138

Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ Ｂｉｏｌｏｇｙ
Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ

09
69

Ｏ Ｎｅｉｌｌ Ｂｒａｎｄ Ｓ．a．ｒ．ｌ．
2012/8/31 2012-360145 Ｋｏｎｉｎｋｌｉｊｋｅ Ｐｈｉｌｉｐｓ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ
Ｎ．Ｖ
06,07,11,12

70

Ｈｙ‐Ｌｏｋ

マド
プロ:
通常

2012/8/29 2012-360398 ＨＹ－ＬＯＫ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

07,09,12,37,42

71

ＰＯＣＬＡＩＮ ＨＹＤＲＡＵＬＩＣＳ

マド
プロ:
通常:
標準

ｍｉｃｒｏＳｃａｎ３

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/29 2012-360408 ＰＯＣＬＡＩＮ ＨＹＤＲＡＵＬＩＣＳ

09
72

2012/8/28 2012-360593 Ｓｉｃｋ ＡＧ

※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】Scientific materials, apparatus und instruments, and parts thereof, included in this
class, for structural analysis and characterization of macromolecular and nanostructured
biological systems based on x-ray or neutron beams.
【42】Scientific and technological services and research for structural analysis and
characterization of macromolecular and nanostructured biological systems based on xray or neutron beams.
【44】Medical services for structural analysis and characterization of macromolecular and
nanostructured biological systems based on on x-ray or neutron beams.
【09】Ｘ線又は中性子ビームに基づく高分子及びナノ構造の生物学的システムの構造分析
用及び特徴付け用の科学的材料・機器ｕｎｄ（及び？）器具並びにその部品（本類に属する
もの）
【42】Ｘ線又は中性子ビームに基づく高分子及びナノ構造の生物学的システムの構造分析
用及び特徴付け用の科学的及び技術的役務の提供及び研究
【44】Ｘ線又は中性子ビームに基づく高分子及びナノ構造の生物学的システムの構造分析
【09】Speakers, headphones, headphones for portable electronic apparatus and mobile
phones being headsets, namely a combination of headphone and microphone with
possible additional functions to control the sound; portable audio speakers, protective
carrying sleeves for portable electronic apparatus and mobile phones.
【09】スピーカー，ヘッドホーン，ヘッドセットとしての携帯電子式機器用及び携帯電話機用
のヘッドホーン、すなわち音声を制御するための追加可能な機能付きのヘッドホーン及び
マイクロホーンの組み合わせ，携帯用音声スピーカー，携帯電子式機器用及び携帯電話
機用の保護用持ち運び用スリーブ
【06】Valves of metal other than parts of machines; valves of metal other than for
machines; water-pipe valves of metal; steel pipes; chimney pots of metal; fittings of
metal for coffins; drain pipes of metal; branching pipes of metal; water-pipes of metal;
cable joints of metal [non-electric]; junctions of metal for pipes; rotating junctions of
metal for pipes; metal hose fittings; metal pipe fittings; flanges of metal [collars]; flanges
of metal other than for machines.
【07】Valves [parts of machines]; valves other than for land vehicles [parts of machines];
valves other than for vehicles [parts of machines]; pressure valves [parts of machines];
clack valves [parts of machines]; valves for semiconductor manufacturing apparatus;
tube cutting machine; tube deburring machine; tube bending machine; tube fitting preassembly machine; air pipe module for ship engine; air pipe module for engines other than
for vehicles; air manifolds for construction equipment engines; air manifolds for ship
【07】Hydraulic systems (apparatus) and facilities (machines); hydraulic components,
especially hydraulic motors, hydraulic turbines, hydraulic jacks (machines), hydraulic
pumps (machines), regulation, control, safety and brake valves for hydraulic systems;
hydrostatic transmission systems (apparatus) .
【09】Electronic apparatus, namely electronic computers and units for controlling
hydrostatic transmission and hydraulic systems; on-board management software for
hydrostatic transmission and hydraulic systems; software for parameterization of onboard management software for hydrostatic transmission and hydraulic systems.
【12】Hydrostatic transmissions for vehicles and apparatus for locomotion by land;
hydraulic controls for hydrostatic transmissions for vehicles and apparatus for
locomotion by land; hydraulic components for vehicles and apparatus for locomotion by
land, especially hydraulic motors, hydraulic pumps, hydraulic valves, hydraulic jacks;
hydraulic circuits for vehicles and apparatus for locomotion by land; hydraulic steering
【09】Opto-electronic sensors; optical scanners (not including document scanners); laser
scanners; safety laser scanners.
【09】光電子センサー，光学式スキャナー（文書用スキャナーを除く。），レーザースキャ
ナー，安全なレーザースキャナー
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73

74

商標（見本）

商標

ｎａｎｏＳｃａｎ３

ＡΩ

種別
マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【09】Opto-electronic sensors; optical scanners (not including document scanners); laser
scanners; safety laser scanners.
【09】光電子センサー，光学式スキャナー（文書用スキャナーを除く。），レーザースキャ
ナー，安全なレーザースキャナー

09,16

【09】Prerecorded non-musical audio tapes; prerecorded non-musical video tapes;
exposed cinematographic film; exposed films; animated cartoons.
【16】Books; booklets; periodicals; pamphlets; calendars; catalogs; newspapers; magazines;
tickets; posters.
【09】記録済みの音楽以外のオーディオテープ，記録済みの音楽以外のビデオテープ，露
光済み映画用フィルム，露光済みフィルム，アニメーションを内容とする記録済み媒体及
び動画ファイル
【16】書籍，小冊子，定期刊行物，パンフレット，カレンダー，カタログ，新聞，雑誌，チケッ
ト
ポスタ
【11】Lighting
apparatus, lamps for lighting.
【20】Furniture and in particular armchairs, stalls, sofas, divan, beds, beds, mattresses,
wardrobes, complementary furniture, mirrors, pictures frames, small tables, chairs, tables,
console tables, furniture for bedrooms, for living rooms, for entrances, for studios, for
sitting rooms, for kitchens; furniture of metal or wood for offices; filing cabinets,
containers.
【27】Carpets, door mats, mats, linoleum and other floor coverings, non-textile wall
coverings.
【11】照明器具，照明用ランプ
【20】家具、特に肘掛椅子，スツール，ソファー，寝いす，ベッド，ベッド，マットレス，洋服だ
んす，補助用家具，鏡，額縁，小型の食卓，いす，食卓，コンソールテーブル（壁に取り付
けた卓），寝室用・リビングルーム用・玄関用・スタジオ用・居間用・台所用の家具，事務所
【09】Computers; laptop computers; notebook computers; handheld computers; personal
digital assistants; computer displays; computer monitors; computer hardware; computer
soundcards; computer peripherals; computer and video game controllers; computer mice;
computer keyboards; computer keypads; computer graphics tablets; computer pens;
computer joysticks; computer trackballs; motion sensors for computer and video games;
apparatus for recording, transmission or reproduction of data, sound or images; audio
equipment and apparatus; earphones; headphones; microphones; headsets; loudspeakers;
electrical cable apparatus for the aforementioned goods; batteries and power supplies for
the aforementioned goods; parts and spare parts of the aforementioned goods as far as
included in this class; computer software and computer software drivers for the
aforementioned goods; computer and video game software; computer mice mats; bags,
pouches, cases and covers adapted for holding and storing the aforementioned goods.
【09】コンピュータ，ノートブック型コンピュータ，ノートブック型コンピュータ，手持ち式のコン
【09】On-line electronic publications and magazines (downloadable), electronic
publications and magazines provided on prerecorded media.
【41】Providing on-line electronic publications and magazines (non-downloadable).
【09】オンラインの電子出版物及び雑誌（ダウンロード可能なもの），記録済み媒体で提供
される電子出版物及び雑誌
【41】オンラインでの電子出版物及び雑誌の提供（ダウンロードできないもの）

2012/8/28 2012-360594 Ｓｉｃｋ ＡＧ

2012/8/29 2012-360703 ＬＥＥ， Ｍａｎ Ｈｅｅ

11,20,27

75

ＧＵＦＲＡＭ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/31 2012-360813 ＧＵＦＲＡＭ Ｓ．Ｒ．Ｌ．

09

76

ＳＬＡＳＨ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/29 2012-360833

ＲＡＺＥＲ （ＡＳＩＡ－ＰＡＣＩＦＩＣ） ＰＴ
Ｅ ＬＴＤ

09,41
77

ｉＤＲＵＭ

マド
プロ:
通常

2012/8/31 2012-360862

Ｒｏａｄｒｏｃｋ Ｍｕｓｉｃ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
Ｌｉｍｉｔｅｄ

09,11
78

ＰＵＬＳＥ ＴＡＬＫ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/30 2012-360974

※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

Ｈｅｒｂｅｒｔ Ｗａｌｄｍａｎｎ ＧｍｂＨ ＆
Ｃｏ． ＫＧ

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【09】Transmitters, receivers, remote switches; accessories and parts of the
aforementioned goods, included in this class.
【11】Lights and lamps, particularly for lighting purposes, accessories and parts of the
aforementioned goods included in this class.
【09】送信装置，受信機，遠隔スイッチ，前述の商品の付属品及び部品（本類に属するも
の。）
【11】照明及びランプ、特に照明用のもの，前述の商品の付属品及び部品（本類に属する
もの。）
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07,09,11

79

ｉＲＯＢ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/28 2012-361008

Ａｌｅｘａｎｄｅｒ Ｂｉｎｚｅｌ Ｓｃｈｗｅｉｓｓｔｅｃ
ｈｎｉｋ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

09,19,20
80

81

82

ｂ

ＦｉｒｅＫａｂ

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常

ｉＦＥＥＤ

マド
プロ:
通常:
標準

ｄｅＴｅｃ４

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/28 2012-361437 ｂｕｇａｔｔｉ ＧｍｂＨ

2012/8/28 2012-361458

2012/8/28 2012-361487

09

【09】Fire alarms, cables, coaxial cables, fiber optic cables, electric conductors, insulated
copper wire, electricity conduits, identification sheaths for electric wires, indentification
threads for electric wires, sockets, plugs, telephone wires.
【09】火災報知器，ケーブル，同軸ケーブル，光ファイバーケーブル，電線及びケーブル，
絶縁被覆銅線，電線管，電線識別用保護外被，電線用識別糸，ソケット，プラグ，電話線

07,09,11

【07】Electric welding machines; electric welding and cutting apparatus, in particular
electric welding and cutting torches, parts and fittings for the aforesaid goods, in
particular gas nozzles, contact tips, connectors for electric welding and cutting
apparatus, connection hoses in the form of hose packets; welding electrode holders,
welding electrodes; welding wire feeding installations being parts for electric welding
apparatus; soldering devices for robots; welding wire feeding installations for electric
welding machines and apparatus; suction machines and suction apparatus for electric
welding machines and for electric welding and cutting torches; gas-powered welding
apparatus and soldering blow pipes, gas operated; power sources for electric welding
apparatus and machines.
【09】Electric controls for welding apparatus and installations; computer hardware and
computer software for controlling welding apparatus and installations and parts therefor.
【09】Opto-electronic sensors, optical scanners (not including document scanners), laser
scanners, safety laser scanners, light grids, safety light grids, light curtains, safety light
curtains, light barriers, safety light barriers, multi-beam safety light barriers, cameras,
safety cameras.
【09】光電子センサー，光学式スキャナー（文書用スキャナーを除く。），レーザースキャ
ナー，安全用レーザースキャナー，ライトグリッド，安全用ライトグリッド，ライトカーテン，安
全用ライトカーテン，ライトバリア，安全ライトバリア，マルチビーム式安全ライトバリア，カメ
ラ，安全用カメラ
【35】Business support services; business management services; business administration;
marketing; advertising.
【38】Telecommunications services; message storage, retrieval and transmission
(telecommunications); providing telecommunications connections to a global computer
network including voice over Internet protocol (VOIP); switching network services
(telecommunications); telecommunications information and advisory services;
telecommunications consultancy; telecommunications routing and junction services;
telecommunications security (providing secure connections and access including to
computers and the global computer network); provision of telecommunication information;
call centre services (electronic call diversion and messaging).
【42】Information technology (IT) services (computer hardware, software and peripherals
design and technical consultancy); design and development of computer hardware and
software; computer disaster recovery services including disaster recovery services for
data communications systems; computer support services and provision of computer

２Ｍ ＫＡＢＬＯ ＳＡＮＡＹＩ ＶＥ ＴＩＣ
ＡＲＥＴ ＡＮＯＮＩＭ ＳＩＲＫＥＴＩ

Ａｌｅｘａｎｄｅｒ Ｂｉｎｚｅｌ Ｓｃｈｗｅｉｓｓｔｅｃ
ｈｎｉｋ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

09
83

2012/8/28 2012-361721 Ｓｉｃｋ ＡＧ

35,38,42

84

ＩＰＳＣＡＰＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/27 2012-361725 ＩＰｓｃａｐｅ Ｐｔｙ Ｌｔｄ

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

指定商品・役務
【07】Electric welding machines; electric welding and cutting apparatus, in particular
electric welding and cutting torches, parts and fittings for the aforesaid goods, in
particular gas nozzles, contact tips, connectors for electric welding and cutting
apparatus, connection hoses in the form of hose packets; welding electrode holders,
welding electrodes; welding wire feeding installations being parts for electric welding
apparatus; soldering devices for robots; welding wire feeding installations for electric
welding machines and apparatus; suction machines and suction apparatus for electric
welding machines and for electric welding and cutting torches; gas-powered welding
apparatus and soldering blow pipes, gas operated; power sources for electric welding
apparatus and machines.
【09】Electric controls for welding apparatus and installations; computer hardware and
computer software for controlling welding apparatus and installations and parts therefor.
【09】Cases for mobile phones, cases for laptops and notebooks.
【19】Duckboards not of metal.
【20】Mattresses.
【09】携帯電話機用ケース，ノートブック型コンピュータ用のケース
【19】建築用踏板
【20】マットレス

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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35,36

マド
プロ:
通常

85

2012/8/30 2012-361729 ＲＳＭ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ

指定商品・役務
【35】Accountancy services and advisory and consultancy services in the field of
accountancy.
【36】Financial services and advisory and consultancy services in the field of financial
services.
【35】会計処理及び会計の分野での助言
【36】金融又は財務に関する役務の提供並びに金融又は財務の分野での助言

35,36,37,41,43,44,4 【35】Public relation, namely prevention work, in particular to prevent child abuse and
hunger.
5

86

マド
ＬＹＯＮＥＳＳ＼ＣＨＩＬＤ ＆ ＦＡ
プロ:
ＭＩＬＹ＼ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ
通常

2012/8/27 2012-361745 Ｌｙｏｎｅｓｓ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ＧｍｂＨ

35,38

87

ｗｉｋｉｍａｒｘ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/29 2012-361746 Ｄｒ． Ｒａｌｆ Ｂｏｌｔｅｎ

01,07,09

88

ＡＳＩＧＡ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/29 2012-361761 Ｚｙｄｅｘ Ｐｔｙ Ｌｔｄ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【36】Financial support for the poor.
【37】Construction of education and care centers, orphanages and schools.
【41】Education; training; entertainment; sporting and cultural activities; organization of
competitions; operation of education centers and schools; operation of orphanages for
the education and training of children and juveniles.
【43】Operation of orphanages for the accommodation and boarding of children and
juveniles.
【44】Therapeutic assistance.
【45】Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals,
namely the provision of personal assistance for the poor.
【35】広報活動の企画、すなわち予防的作業、特に児童虐待及び飢餓の予防
【36】貧困者のための金融又は財務に関する支援
【37】教育用及びケア用センター・児童養護施設及び学校の建設
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，訓練の提供，娯楽の提供，スポーツ及び文化活
動，競技会の運営，教育センター及び学校の運営，子供及び年少者の教育用及び訓練用
の児童養護施設の運営
【43】子供及び年少者の宿泊施設用及び下宿用の児童養護施設の運営
【44】治療の援助
【35】Dissemination of advertisements for third parties over the Internet; online
advertising on a computer network; rental of advertising space on the Internet;
management of computer files; compiling, collecting, updating and systemizing texts in
computer databases; collection of texts in computer databases.
【38】Operation of a telecommunication network for communication by providing access to
and forwarding of texts, especially contract texts on the Internet; providing access to
computer databases in computer networks and on the Internet; providing access to
online publications for the editing of and the common work on texts and contract texts;
electronic transmission of texts, especially contract texts through the Internet and other
databases.
【35】インターネット上での広告の配信（第三者のためのこと），コンピュータネットワークに
おけるオンラインによる広告，インターネット上の広告スペースの貸与，コンピュータファイ
ルの管理，コンピュータデータベースでのテキストの編集・収集・更新及び構築化，コン
ピュータデータベースのテキストの編集
【38】テキスト、特にインターネット上の契約テキストへのアクセス及び転送の提供による通
信用電気通信ネットワークの運営，コンピュータネットワーク及びインターネットのコン
【01】Materials for use in additive fabrication machines for making three-dimensional
objects, being, polymers, curable polymers and solvents; chemicals for use in
manufacture; industrial chemicals; photosensitive chemicals.
【07】Computer controlled machines for making three-dimensional objects; additive
fabrication machines; computer controlled machines for use in manufacture; numerically
controlled machines; machines; machine tools.
【09】Computer controlled printers; computer software.
【01】立体的な物品製造用の付加的な製造機に使用する材料（ポリマー・硬化性ポリマー
及び溶媒であるもの），製造用化学品，工業用化学品，感光性化学品
【07】立体的な物品製造用のコンピュータ制御式機械，付加的製造用機械，製造用のコン
ピュータ制御式機械，数値制御式機械，機械，［工作機械］
【09】コンピュータ制御式プリンター，コンピュータソフトウエア

