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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

商標（見本）

1

2

商標

種別

ＤＲＥＡＭＴＡＬＥ＼ＫＵＢＥＡＲ∞
通常
Ｋ∞Ｂ

ＤＲＥＡＭＴＡＬＥ＼ＫＵＢＥＡＲ∞
通常
Ｋ∞Ｂ

出願日

2012/9/3

2012/9/3

出願番号

出願人／権利者

区分

【12】落下傘，乗物用盗難警報器，車いす，船舶並びにその部品及び附属品（「エアクッ
ション艇」を除く。），自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれ
らの部品及び附属品，乳母車，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー

35

【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，キャラクター商品の販売に関する企画，キャラク
ター商品の製造事業の企画，キャラクター商品の販売に関する情報の提供，コンピュータ
による会員の顧客管理，統計的情報の提供，インターネットウエブサイトにおけるショッピ
ングモールを介した商品の広告，インターネットウエブサイトにおけるショッピングモールを
介した商品の売買契約の媒介，インターネットウエブサイトにおけるショッピングモールを
介した商品の販売に関する情報の提供，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商
品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被
服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココ
アの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供 自転車の小売又は卸売の業務において行
【12】船舶並びにその部品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動
車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，電動四輪車並びにその部品及び附属品，車
いす，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，陸上の
乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。）

2012-070989 株式会社サンリオ

2012-071009 株式会社サンリオ

12
3

ＳＵＺＵＫＩ ＧＲＥＥＮ＼Ｔｅｃｈｎｏｌ
通常
ｏｇｙ

2012/9/3

2012-071060 スズキ株式会社

4

スズキグリーン テクノロジー

通常:
標準

2012/9/3

2012-071061 スズキ株式会社

12

35
5

ＧｏｏＡＵＣＴＩＯＮ

分割:
標準

2012/9/3

2012-071088 株式会社プロトコーポレーション

35

6

Ｇｏｏ鑑定

分割:
標準

2012/9/3

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

指定商品・役務

12

2012-071092 株式会社プロトコーポレーション

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

【12】船舶並びにその部品及び附属品，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。）
【35】広告，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査及びその結果についての情報
の提供，商品の販売に関する情報の提供，商品の売買契約媒介又は取次ぎ，事業に関
する情報の提供，商品の価格・販売店に関する情報の提供，中古品買取業者への中古
品売却希望者に関する情報の提供，中古品売却希望者への中古品買取業者に関する情
報の提供，競売の企画・運営又は開催，競売の企画・運営又は開催に関する情報の提
供，事務処理の代理又は代行，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
【35】広告，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，市場調査又は分析
の結果についての情報の提供，自動車その他の商品の販売に関する情報の提供，自動
車その他の商品の価格・販売店に関する情報の提供，自動車その他の商品の売買契約
媒介又は取次ぎ，中古品買取業者への中古品売却希望者に関する情報の提供，中古品
売却希望者への中古品買取業者に関する情報の提供，消費者の評価情報の整理及びこ
れらに関する情報の提供，競売の企画・運営又は開催，競売の企画・運営又は開催に関
する情報の提供，事務処理の代理又は代行，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・自転車並び
にそれら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
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No.

商標（見本）

7

8

商標

§ＵＳＡＭＩ

§ＥＳＴ

種別

通常

通常

出願日

2012/9/3

2012/9/3

出願番号

出願人／権利者

区分

【35】燃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，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

35,37,42

【35】事業化に関する市場調査，企業化又は新規事業に関する調査・分析・診断・指導，工
場経営に関する診断及び指導，生産性向上に関する経営上の指導及び助言，生産設備
の改修・改善に関する経営上の助言及び指導，事業に関する診断・指導及び助言，経営
の診断又は経営に関する助言，経営の管理，市場調査又は分析，商品の販売に関する
情報の提供，事業の運営及び管理，ホテルの事業の管理，他人の事業のために行う物品
の調達及びサービスの手配，他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配
に関する指導及び助言，商品の通信販売の取次ぎ，商品の販売促進活動又は役務の提
供の促進活動のための企画・運営又は実行の代理，一般会社事務・受付・秘書・経理事
務・事務用機器の操作・データ入力，一般事務処理の代行，文書又は磁気テープのファイ
リング，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，電
子計算機によるファイルの管理，電子計算機による情報検索事務の代行，コンピュータ
データベースへの情報構築及び情報編集，電話の取次ぎの代行，建築物における来訪
者の受付及び案内，電子計算機用プログラム及びその他の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，広告業，トレーディングスタンプ
の発行，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，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，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，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
【01】はんだ付用フラックス，その他の化学品，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，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，試験紙，人工甘味料，工業用粉類，原料プラスチック，パル
プ
【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
【06】鉄及び鋼，溶接用金属，ろう付用金属，その他の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，金網，金属製包装用容器，金属製のネームプレート
及び標札，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製郵便受け，金属製帽子掛けかぎ，金属
製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製のタオル用ディスペンサー，金属製建具，金庫，金
属製靴ぬぐいマット，金属製立て看板，金属製の可搬式家庭用温室，金属製の墓標及び
墓碑用銘板，つえ用金属製石突き，拍車，アイゼン，カラビナ，ハーケン，金属製彫刻
【07】溶接装置，金属用ろう付装置，金属加工用のバリ取り機械，冷間鍛造機，旅客機エ
ンジン用電子ビーム溶接装置，鋳造機並びにその部品及び附属品，鍛造機並びにその部
品及び附属品，プレス機並びにその部品及び附属品，金型，金型用冷却パイプ，その他
の金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，ディスタックフィーダ，その他の荷
役機械器具，漁業用機械器具，油水分離機，その他の化学機械器具，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

2012-071109 株式会社宇佐美鉱油

2012-071214

千代田システムテクノロジーズ株式
会社

01,04,06,07,09,11,1
4,16,37,39,40,42

9

§▲進▼和

通常

2012/9/3

※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

2012-071330 株式会社進和

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

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
07,09,11,12

10

北芝電機株式会社

通常

2012/9/4

2012-071442 北芝電機株式会社

02,05,06,07,10,11,1
2,15,16,19,20,21,24,
28,29,31

東武鉄道株式会社
東武タワースカイツリー株式会社

11

東京スカイツリー

通常:
標準

2012/9/4

2012-071447

12

ＤＲＩＶＥＧＵＡＲＤ

通常:
標準

2012/9/4

2012-071451 株式会社ブリヂストン

12

指定商品・役務
【07】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，電機ブラシ，廃棄物圧縮装置，
廃棄物破砕装置，農業用機械器具，包装用機械器具
【09】配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定器，電線
及びケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，磁心，抵抗線，電
極
【11】電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装
置，蒸留装置，熱交換器，工業用炉，原子炉，ボイラー（動力機械部品・機関用のものを
除く。），暖冷房装置，ごみ焼却炉
【12】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
【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
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・
装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
【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，防虫紙，乳幼児用粉乳，サプリメント，乳幼児用飲
料，乳幼児用食品
【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，キー，コッタ，ワイヤロープ，金網，金属製包
装用容器，金属製建具，金庫，アイゼン，カラビナ，ハーケン
【07】ミシン，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，電気洗濯機，食器
洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気掃除機，電気ミキサー，電機ブラシ
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，哺乳用具，魔法哺乳器，綿棒，指サック，避妊用具，睡眠用
耳栓，防音用耳栓，業務用美容マッサージ器，医療用機械器具，家庭用電気マッサージ
器，耳かき
【11】電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，アイスボックス，氷冷蔵庫，あんどん，
ちょうちん，あんか，懐炉，懐炉灰，湯たんぽ，化学物質を充てんした保温保冷具，洗浄機
能付き便座，洗面所用消毒剤ディスペンサー，便器，和式便器用椅子
【12】車椅子，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・
自転車並びにその部品及び附属品，乳母車
【15】調律機，楽器，演奏補助品，音さ
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，プラスチック製包装用袋，家庭用食品
包装フイルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，荷札，書画
【19】道路標識（金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。），航路標識（金属製又
は発光式のものを除く。） 石製郵便受け 建具（金属製のものを除く。） 灯ろう 墓標及
【12】自動車用タイヤ

09,16,35,36,37,38,3 【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
9,40,41,42,43,44,45 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

13

イオンフィナンシャルサービス＼ 通常:
イオン
標準

2012/9/4

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

2012-071452 イオン株式会社

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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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
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，あて名印刷
機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ステープラ，事務用封かん
機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断
機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，装飾塗工用ブラシ，紙製包装
用容器 プラスチック製包装用袋 家庭用食品包装フィルム 紙製ごみ収集用袋 プラス
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.
14

商標（見本）

商標
バイクコンドーム

種別

出願日

通常:
標準

2012/9/4

出願番号

出願人／権利者

2012-071611 株式会社光輝

区分
12

指定商品・役務
【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，自動車並びに自動二輪車及び自転車用ヘルメット及び付随する車体カバー

04,05,12,14,16,20,2 【04】ろうそく
【05】サプリメント
1,26,28,30,31,43

15

Ｃｏｆｆｅｅ Ｃｕｌｔｕｒｅ Ｆａｃｔｏｒｙ

通常:
標準

2012/9/4

2012-071701 日本たばこ産業株式会社

03,08,09,11,12,14,1
6,18,20,21,24,25,26,
27,28,30,32,33,35,4
1,42

16

Ｖ

通常

2012/9/5

2012-071809 株式会社横浜ＤｅＮＡベイスターズ

06,09

17

§Ａ

通常

2012/9/5

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

2012-071908 株式会社アンセイ

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

【12】自動車の部品及び付属品，二輪自動車・自転車並びにその付属品
【14】宝玉及びその模造品，キーホルダー，宝石箱，身飾り品（「カフスボタン」を除く。），貴
金属製靴飾り，時計
【16】文房具類，写真，写真立て
【20】木製若しくは合成樹脂製の人工観葉植物置物，クッション，座布団，まくら，マットレ
ス，うちわ，扇子，家具，木製の包装用容器（「コルク製及び木製栓・木製ふた」を除く。），
竹製の包装用容器，プラスチック製の包装用容器（「プラスチック製栓及びふた」を除く。）
【21】ペットボトル携帯用ホルダー，化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。），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，植木鉢，家庭
園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ
【26】テープ，リボン，造花（「造花の花輪」を除く。），頭飾品，ボタン類
【28】おもちゃ，人形，クリスマスツリー用装飾品，囲碁用具，将棋用具，歌がるた，さいこ
ろ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，
ドミノ用具，トランプ，花札，マージャン用具，運動用具
【30】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
【31】種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽
【43】飲食物の提供
【03】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，人工軽石，
つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
【08】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，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
【09】携帯電話用ストラップ及び鎖，携帯電話用クリーナー付きストラップ，携帯電話用ハン
ズフリー装置，携帯電話用ホルダー，電子応用機械器具及びその部品，電子計算機用マ
ウス，電子計算機用マウスパット，眼鏡，眼鏡用ストラップ及び鎖，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，野球用ヘルメット及びその他の運動用保護ヘルメット，レコード，インターネットを
利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル，インターネットを利用して受信し
及び保存することができる画像ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子
出版物
【11】電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，アイスボックス，氷冷蔵庫，家庭用浄
水器，あんどん，ちょうちん，ガスランプ，石油ランプ，ほや，あんか，懐炉，懐炉用灰，湯
たんぽ
【12】車椅子，船舶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，乳母車
【14】貴金属，宝石及びその原石並びに宝玉の模造品，図柄を印刷したプラスチックプ
レート又は小型のマスコット人形・ミニヘルメット・ミニバット・ミニサインボールなどのプラス
チック製装飾物を付けたチェーン等の金属製連結部材を金属製リングに遊嵌したキーホ
ルダー 首に下げて使用するマスコット付きキーホルダー 静電防止器付きキーホル
【06】サイドドアラッチ，フードラッチ，テールゲートラッチ，トランクリッドラッチ，シート用ラッ
チ，その他の乗物用ラッチ，乗物用ストライカー，パワーショベル用ラッチ，ブルドーザー用
ラッチ，その他の土木機械器具用ラッチ，クレーン車用ラッチ，その他の荷役機械器具用
ラッチ，鉄道車両用ラッチ，乗物用金属製錠，フューエルフィラーオープナーハンドル，フー
ドオープナーハンドル，リッドオープナーハンドル，その他の金属製金具
【09】電気式サイドドアラッチ，電気式フードラッチ，電気式テールゲートラッチ，電気式トラ
ンクリッドラッチ，電気式シート用ラッチ，その他の乗物用電気式ラッチ，乗物用電気式ラッ
チ用ストライカー，パワーショベル用電気式ラッチ，ブルドーザー用電気式ラッチ，その他
の土木機械器具用電気式ラッチ，クレーン車用電気式ラッチ，その他の荷役機械器具用
電気式ラッチ，鉄道車両用電気式ラッチ，電気式錠，電子式錠，電気式フェーエルフィラー
オープナーハンドル，電気式フードオープナーハンドル，電気式リッドオープナーハンド
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
06,09

18

ＡＮＳＥＩ

通常

2012/9/5

2012-071909 株式会社アンセイ

09,12,38,39,42,45

19

Ｈａ：ｍｏ

通常

2012/9/5

2012-071923 トヨタ自動車株式会社

20

ＲＯＰＩＴ

通常:
標準

2012/9/5

2012-071937 株式会社日立製作所

12

12,37
21

§ｎＴｐ＼Ｃａｒｍｏｓｔ

通常

2012/9/5

2012-071977 名古屋トヨペット株式会社

10,12,20

22

Ｍｕ－Ｌｅｎ

通常

2012/9/5

2012-071990 株式会社デルタツーリング

23

ＡＬＦＡ ＳＴＡＴＩＯＮ

通常:
標準

2012/9/6

2012-072158 株式会社インフォエリア

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

指定商品・役務
【06】サイドドアラッチ，フードラッチ，テールゲートラッチ，トランクリッドラッチ，シート用ラッ
チ，その他の乗物用ラッチ，乗物用ストライカー，パワーショベル用ラッチ，ブルドーザー用
ラッチ，その他の土木機械器具用ラッチ，クレーン車用ラッチ，その他の荷役機械器具用
ラッチ，鉄道車両用ラッチ，乗物用金属製錠，フューエルフィラーオープナーハンドル，フー
ドオープナーハンドル，リッドオープナーハンドル，その他の金属製金具
【09】電気式サイドドアラッチ，電気式フードラッチ，電気式テールゲートラッチ，電気式トラ
ンクリッドラッチ，電気式シート用ラッチ，その他の乗物用電気式ラッチ，乗物用電気式ラッ
チ用ストライカー，パワーショベル用電気式ラッチ，ブルドーザー用電気式ラッチ，その他
の土木機械器具用電気式ラッチ，クレーン車用電気式ラッチ，その他の荷役機械器具用
電気式ラッチ，鉄道車両用電気式ラッチ，電気式錠，電子式錠，電気式フェーエルフィラー
オープナーハンドル，電気式フードオープナーハンドル，電気式リッドオープナーハンド
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具（「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロト
ロン・産業用Ｘ線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機
械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知
機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。），電子管，半導体素子，電子回路
（「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。），電子計算機用プログラム，
通信ネットワークを通じてダウンロード可能なコンピュータプログラム，測定機械器具，電
気磁気測定器，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
【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
【38】電気通信（「放送」を除く。），電子掲示板，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
【39】道路情報の提供，車両による輸送，自動車の運転の代行，自動車の貸与，駐車場の
提供，駐車場の管理，企画旅行の実施，旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関す
るものを除く。）の代理・媒介又は取次ぎ
【42】電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供，通信ネットワークを利用したア
プリケーションソフトウェアの提供，気象情報の提供，電子計算機のプログラムの設計・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，計測器の貸与，地質の調査，建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関
する試験又は研究，電気に関する試験又は研究，土木に関する試験又は研究
【45】占い 身の上相談 地図情報の提供 全地球測位システム（ＧＰＳ）を用いて移動体
【12】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，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。），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，パーソナルモビリティ，人が搭乗できる自律走行可能な小型自動
【12】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，自動車並びにその部
品及び附属品
【37】自転車の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，自動車の修理又は整備

35,36

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【10】脈波・心拍・呼吸を検出して人の肉体的・精神的状態を分析する医療用診断装置，脈
波測定器，脈拍数測定器，心拍数測定器，呼吸数測定器，医療用機械器具，業務用美容
マッサージ器，家庭用電気マッサージ器
【12】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，車椅子，
脈波・心拍・呼吸を検出して運転者の肉体的・精神的状態をリアルタイムに解析・判定し運
転者の居眠りを警告・表示する着座シートに内蔵されたセンサー・コンピュータ及び小型モ
ニタからなる車載用装置，乗員の脈波・心拍・呼吸を検出してそのデータを記憶・表示する
着座シートに内蔵されたセンサー・コンピュータ及び小型モニタからなる車載用装置，航空
機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属品，自動車並びにそ
の部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品
【20】美容院用椅子，理髪用椅子，クッション，座布団，まくら，マットレス，スリーピングバッ
【35】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】中古自動車の評価，中古自動車の評価またはこれに関する情報の提供

8／19

今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.
24

商標（見本）

商標
ＲＯＰＩＴＳ

種別
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
12

2012/9/6

2012-072271 株式会社日立製作所
09,12,17,18,20,22,2
4,27

25

ＡＣＴＩＶＥＧＵＡＲＤ

優先

2012/9/6

2012-072283

アレルギー・テクノロジーズ・リミテッ
ド・ライアビリティ・カンパニー

12
26

ＬＥＤ Ｔｒａｎｓ Ｅｍｂｌｅｍ＼ＬＥＤ
通常
トランスエンブレム

2012/9/7

2012-072474 株式会社ジュナック

07,11,12

27

ＵＤ＼ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ＼ＤＥＳＩＧ
通常
Ｎ

2012/9/7

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

2012-072562 ヤンマー株式会社

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

指定商品・役務
【12】陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，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。），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，パーソナルモビリティ，人が搭乗できる自律走行可能な小型自動
【09】電気スイッチプレート用カバー，電気のコンセント用カバー，配電用又は制御用の機
械器具，回転変流機，調相機
【12】荷台
【17】床用の粘着テープ，カーペットの継ぎ目を接合するための粘着テープ
【18】旅行かばん，トランク
【20】寝具類（リネン製品を除く。），マットレス，スプリングマットレス，ボックススプリング，
マットレスの土台，布団，まくら，装飾用クッション，クッション，座布団，ソファ，ソファベッ
ド，長椅子，二人掛け用のソファ，椅子類，椅子用座布団，椅子兼用ベッド，まくらやシート
ライナーや椅子カバーの機能を有する椅子用マット，チェアマットレス，家具，鏡，額縁，ミ
ラーフレーム，ベッド用のヘッドボード，ベッドサイドテーブル，テーブル，鏡台
【22】汚れた衣類を一時保管する袋，ランドリーバッグ，洗濯する物を一時保管する袋
【24】マットレスカバー，マットレスパッド，ベッドパッド，クッションカバー，シートカバー，ベッ
ドシーツ，まくらカバー，テーブル掛け，シーツ，ベッドスカート，ベッドカバー，ベッドス
ロー，ベッド用毛布，毛布，輸送の際に使用される椅子カバー，カーテン，どん帳，飾り
カーテン，カーテンライナー，タオル，織物製壁掛け，布地，織物，メリヤス生地，フェルト
及び不織布，布製身の回り品，敷布，布団カバー，布団側，織物製トイレットシートカ
バー，織物製椅子カバー
【27】カーペット，ラグ，カーペットの裏地，カーペットの下敷き，カーペットパッド，織物製の
【12】ＬＥＤ又はＬＥＤランプを用いた自動車並びにその部品及び附属品，ＬＥＤ又はＬＥＤラ
ンプを用いた二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，ＬＥＤ又はＬＥＤランプ
を用いた鉄道車両並びにその部品及び附属品，ＬＥＤ又はＬＥＤランプを用いた船舶並び
にその部品及び附属品，ＬＥＤ又はＬＥＤランプを用いた車いす，ＬＥＤ又はＬＥＤランプを用
いた航空機並びにその部品及び附属品

【07】鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，除雪機，漁業用機械器具，養殖生簀
洗浄機，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，芝刈機，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
【11】乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，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，太陽熱利用温水器
【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付属品（「エアクッション艇」を除く。），エアクッション艇，自
動車並びにその部品及び附属品，トラクター
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.02～2012.09.08.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

28

ＥＹＥＲＥＳＨ

通常:
標準

2012/9/7

2012-072626 株式会社リメディア

09,38,42

29

ＯＲＡＮＧＥ

通常:
標準

2012/9/7

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

2012-072869

オレンジ ブランド サービシーズ リ
ミテッド

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

指定商品・役務
【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，立体
鏡，立体鏡用装置
【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
【09】電気通信用及び電子通信用機械器具，通信用及び電気通信用機械器具，データの
処理・ロギング・保存・伝送・検索又は受信用の電気及び電子機械器具，音声・画像・情報
又は符号化されたデータの記録・伝送・増幅又は再生用の機械器具，カメラ，写真機械器
具，画像処理機械器具，バーコードスキャナー及びリーダー，テレビジョン機械器具及びラ
ジオ機械器具，電気通信・ラジオ放送及びテレビジョン放送の送信機及び受信機，放送又
は伝送される番組及びプログラムへのアクセス用装置，ホログラム，コンピュータ，コン
ピュータ用周辺機器，電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路，コンピュータプロ
グラム，コンピュータソフトウェア，磁気データ記憶媒体であるディスク・テープ及びワイ
ヤー，プリント回路基板，未記録及び記録済みの磁気カード，データカード，メモリーカー
ド，スマートカード，マイクロプロセッサ内蔵カード，ＩＣカード，電子識別カード，テレフォン
カード，テレフォンクレジットカード，クレジットカード，デビットカード，電話機用に設計され
た電子ゲーム用カード，ＣＤ－ＲＯＭ，磁気・デジタル及び光データ記憶媒体，磁気・デジタ
ル及び光データ記録及び記憶媒体（未記録及び記録済みのもの），ＵＳＢフラッシュドライ
ブ，インターネットから提供されるコンピュータソフトウェア，ダウンロード可能な携帯電話
用着信音，コンピュータ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る電子
出版物（ダウンロード可能なもの），データベース・ローカルエリアネットワーク及びインター
ネットへの接続を可能にするコンピュータソフトウェア及び電気通信用装置（モデムを含
む。），テレビ会議・ビデオ会議及びテレビ電話サービスを可能にするコンピュータソフト
ウェア，データの検索及び修復を可能にするコンピュータソフトウェア，データベース・電気
通信サービス・コンピュータネットワーク及び電子掲示板へのアクセス用コンピュータソフト
ウェア，コンピュータゲーム用ソフトウェア，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，ダウンロード可能な音楽ファイルの再生用装置，携帯型メディ
アプレーヤー オンラインで又はコンピュータデータベース・インターネット又はインターネッ
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.02～2012.09.08.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

30

放課後シンデレラ

通常:
標準

2012/9/7

2012-072870 株式会社ティー・アンド・エイチ

09,14,18,25,35

31

ニクソン

通常:
標準

2012/9/3

2012-074977 ニクソントウキョウジャパン株式会社

01,03,12
32

ヴァンテック＼ＶＡＮＴＥＣＨ

通常

2012/9/3

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

2012-074981 有限会社ヴァンテック

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

指定商品・役務
【03】つけまつ毛，つけまつ毛用接着剤，アイライナー，マスカラ，家庭用帯電防止剤，家
庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，かつら装着
用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，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
【09】カラーコンタクトレンズ，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－ＲＯＭ，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－ＲＯ
Ｍ，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
【09】普通眼鏡，サングラス，日射防止用まびさし，眼鏡用防眩バイザー及び防眩眼鏡，
ゴーグル，水泳・スキー及びスノーボード用ゴーグル，その他のゴーグル，眼鏡，眼鏡・サ
ングラス・ゴーグル用ケース，眼鏡・サングラス・ゴーグル用ストラップ，眼鏡・サングラス・
ゴーグル用鎖及びひも，眼鏡・サングラス・ゴーグルの部品及び付属品，カメラ，磁気デー
タ記憶媒体，磁気テープ（未記録のもの），未記録のカセット式磁気テープ，未記録の時期
ディスク・光ディスク・フロッピーディスク，デジタルデータ記憶装置，オーディオテープ，ＭＰ
３プレーヤー，録画済みビデオフィルム，その他の記録済み映画用フィルム，携帯電話，
テレビ電話・携帯電話・その他の携帯用通信機械器具，その他の通信装置，携帯電話機
の部品及び付属品，携帯用通信機械器具及び電気通信機械器具及び付属品，耳栓，加
工ガラス（建築用のものを除く。），アーク溶接機，金属溶断機，電気溶接装置，オゾン発
生器，電解槽，検卵気，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，手動計算機，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，ビリングマシン，郵便切手のはり付け
チェック装置，自動販売機，ガソリンステーション用装置，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，電動
式扉自動開閉装置，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，電池，電気磁気測定器，電線及び
ケーブル，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，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，ロケット，消防車，自動車用シ
ガーライター，事故防護用手袋，防じんマスク，防毒マスク，溶接マスク，防火被服，計算
尺 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 録画済みビデオディスク
【01】自動車に用いるつや出し効果を有する塗装表面保護用コーティング剤，クラッキング
触媒
【03】つや出し剤
【12】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）2012.09.02～2012.09.08.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

34

35

36

37

38

39

スマートサーベイ＼ＳｍａｒｔＳｕｒｖ
通常
ｅｙ

ＴＳＵＲＵＮＯ ＴＥＣＨＮＩＣＡＬ Ｓ
通常
ＥＲＶＩＣＥ

§ＴＴＳＲａｃｉｎｇ

ＹｅｓＷａｌｋｅｒ．ｃｏｍ

ＳＴＡＴＥ ＯＦ ＤＥＣＡＹ

ＤｙｎａｍｉｃＳｕｒｒｏｕｎｄ

Ｍａｒｓｈａｌｌ

通常

通常

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常

2012/9/5

2012/9/4

2012/9/4

2012/9/7

2012/9/6

2012/9/5

2012/9/5

※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

【35】紙類，書籍，電子書籍，コンピューター及びコンピュータープログラム用マニュアル
書，カタログ，その他の印刷物，写真，文房具類，タイプライター，ホームページ，スマート
フォンアプリ，ＣＤ，ＤＶＤ，衣服，荷札，タオル類，活字，玩具，携帯用液晶画面ゲーム玩
具用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，映写フィルム，スライドフィル
ム用マウント，インターネットを利用して受信・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，ダウンロード可能な音楽，ダウンロード可能な電子出
版物，ダウンロード可能な画像，インターネットによる商品の媒介，インターネットその他の
通信ネットワークを利用した商品の販売に関する情報の提供，雑誌・新聞に掲載された広
告に関する情報の提供，その他の広告に関する情報の提供，その他の広告，トレーディン
グスタンプの発行，移動体電話に関する通信，テレックスによる通信，電子計算機端末に
よる通信，電報による通信，電話による通信，ファクシミリによる通信，無線呼出し，テレビ
ジョン放送，有線テレビジョン放送，ラジオ放送，報道をするものに対するニュースの供
【12】自動車部品，二輪自動車部品，自転車部品

12

【12】自動車部品，二輪自動車部品，自転車部品

35

【35】化粧品，スキンケア商品，衣服，肌着，スポーツウェア，履物，バック，帽子などのか
ぶり物，宝石製品，時計，貴金属，装飾品，インテリア製品，家庭用品，電化製品，浴用及
び寝具製品，書籍，雑誌，贈り物，土産，ファッションアクセサリーを主としたオンライン注
文業務。化粧品，スキンケア商品，衣服，肌着，スポーツウェア，履物，バック，帽子など
のかぶり物，宝石製品，時計，貴金属，装飾品，インテリア製品，家庭用品，電化製品，浴
用及び寝具製品，書籍，雑誌，贈り物，土産，ファッションアクセサリーを主としたオンライ
ン小売業務。

09,41

【09】Computer game software.
【41】Entertainment services, namely, providing an on-line computer game.
【09】コンピュータゲーム用ソフトウエア
【41】娯楽の提供、すなわちオンラインによるコンピュータゲームの提供

09

【09】Apparatus and instruments for recording, processing, transmitting and reproducing of
sound.
【09】音響の記録用・処理用・送信用及び再生用の機器

11

【11】Refrigerators; freezers; parts and fittings for the aforesaid goods.
【11】冷蔵庫，フリーザー，上記の商品の部品及び付属品

2012-075389 株式会社リビジェン

2012-075410 株式会社ツルノテクニカルサービス

2012-075411 株式会社ツルノテクニカルサービス

2012-076227 イエススタイル・ドットコム・リミテッド

2012-358975 Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

2012-359068

Ｋｏｎｉｎｋｌｉｊｋｅ Ｐｈｉｌｉｐｓ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ
Ｎ．Ｖ．

2012-359508 Ｍａｒｓｈａｌｌ Ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ｐｌｃ

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.02～2012.09.08.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
12,42

40

ＫＡＰＰＥＬ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/6

ＭＡＮ Ｄｉｅｓｅｌ ＆ Ｔｕｒｂｏ， Ｆｉｌｉａｌ
2012-359746 ａｆ ＭＡＮ Ｄｉｅｓｅｌ ＆ Ｔｕｒｂｏ ＳＥ，
Ｔｙｓｋｌａｎｄ

09,10
41

ＭｙＳｔａｒ

マド
プロ:
通常

ＡＰＰＬＥ ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＯＲ

マド
プロ:
通常:
標準

ＰＨＡＮＴＯＭ

マド
プロ:
通常:
標準

Ｉ／ＯＸ

マド
プロ:
通常:
標準

Ｉ／Ｏ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/5

2012-359768 ＳＡＮＯＦＩ

09
42

43

44

45

2012/9/7

2012/9/7

2012/9/5

2012/9/5

※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】Marine propellers; propellers for ships; screw-propellers; propeller shafts for ships;
propeller feathering units.
【42】Development of software programs for the adaption of ship propellers; design of ship
propellers; engineering consulting services concerning software for the adaption of ship
propellers; engineering consulting services in the field of design of ship propellers.
【12】船用プロペラ，船舶用推進器，スクリュー（推進器），船舶用プロペラ軸，プロペラ用
フェザリングユニット
【42】船舶用推進器の適合用ソフトウエアプログラムの開発，船舶用推進器の設計，船舶
用推進器の適合用ソフトウエアに関連するエンジニアリングに関する助言，船舶用推進器
の設計の分野におけるエンジニアリングに関する助言
【09】Software for recording blood test results from a blood sugar level reader, for
diabetics.
【10】Medical apparatus, namely blood sugar reader and parts thereof, namely strips,
testing solution, lancets.
【09】糖尿病患者のための血糖値読み取り装置から血液検査の結果を記録するソフトウエ
ア
【10】医療用機械、すなわち血糖値読み取り装置及びその部品、すなわちストリップ，試験
用液，ランセット
【09】Computer software used to configure multiple digital electronic devices.
【09】複数のデジタル電子式装置の構成用のコンピュータソフトウエア

2012-359913 Ａｐｐｌｅ Ｉｎｃ．

09

【09】Batteries, battery chargers, battery packs and lithium iron phosphate batteries.
【09】蓄電池，バッテリーチャージャー，バッテリーパック及びリン酸鉄リチウム蓄電池

09

【09】Sports goggles and replacement lenses therefor; straps for sports goggles; visors for
use with sports goggles; eye protection devices for use in active outdoor sports.
【09】スポーツゴーグル及びその交換レンズ，スポーツゴーグル用ひも，スポーツゴーグル
用バイザー，活発な屋外スポーツ用の目の保護装置

09

【09】Sports goggles and replacement lenses therefor; straps for sports goggles; visors for
use with sports goggles; eye protection devices for use in active outdoor sports.
【09】スポーツゴーグル及びその交換レンズ，スポーツゴーグル用ひも，スポーツゴーグル
用バイザー，活発な屋外スポーツ用の目の保護装置

2012-359916 Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｐｏｗｅｒ Ｇｒｏｕｐ， Ｉｎｃ．

2012-360020 Ｓｍｉｔｈ Ｓｐｏｒｔ Ｏｐｔｉｃｓ， Ｉｎｃ．

2012-360021 Ｓｍｉｔｈ Ｓｐｏｒｔ Ｏｐｔｉｃｓ， Ｉｎｃ．

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.02～2012.09.08.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
09,25,28

46

§ＴＫ８ ｔａｋＥ ｉｔ ｈｉｇｈ

マド
プロ:
通常

2012/9/5

2012-360025

ＢＥＡＵＴＥ Ｅｒｉｃ
ＱＵＥＹＲＯＵＸ Ｊｅａｎ－Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅ

09,25,28

マド
プロ:
通常

47

2012/9/5

2012-360026

ＢＥＡＵＴＥ Ｅｒｉｃ
ＱＵＥＹＲＯＵＸ Ｊｅａｎ－Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅ

09,35,38,42

48

ＳｐｉｎｅｔｉＸ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/4

2012-360062 ＳｐｉｎｅｔｉＸ Ｓ．Ａ．

03,05,17,22,23,24,3
1

49

§ＯＲＧＡＮＩＣ＼ＢＡＭ＼ＢＯｏ

マド
プロ:
通常

2012/9/5

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

2012-360063

Ｏｒｇａｎｉｃ Ｂａｍｂｏｏ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ Ａ
Ｇ

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

指定商品・役務
【09】Clothing for protection against accidents; protective helmets for sports; gloves for
protection against accidents; goggles for sports.
【25】Clothing; footwear; headgear; gloves (clothing); caps (headwear); bandanas
(neckerchiefs); headbands (clothing); belts (clothing); socks; clothing for sports; footwear
for sports; non-slipping devices for footwear.
【28】Gymnastic and sporting apparatus; machines for physical exercises; apparatus for
jumping (sporting and gymnastic apparatus); apparatus for jumping, particularly jumping
sticks (sporting and gymnastic apparatus); gloves (accessories for games); protective
paddings (parts of sports suits); elbow guards (sports articles); knee guards (sports
articles); shin guards (sports articles); wrist guards (sports articles).
【09】事故防護用被服，運動用保護ヘルメット，事故防護用手袋（「運動用具」に属するも
のを除く。），運動用ゴーグル
【25】被服，履物及び運動用特殊靴，帽子，手袋（被服），帽子，バンダナ，ヘッドバンド，ベ
ルト，ソックス，運動用衣服，運動用履物，靴用滑り止め具
【28】体操用及び運動用の器具，運動用機械器具，跳躍用装置（運動用及び体操用機
器），跳躍用装置、特に跳躍用スティック（運動用具及び体操用具），グローブ（ゲーム用
の附属品），保護用パッド（運動用被服の部品），ひじ当て（運動用具），ひざ当て（運動用
【09】Clothing for protection against accidents; protective helmets for sports; gloves for
protection against accidents; goggles for sports.
【25】Clothing; footwear; headgear; gloves (clothing); caps (headwear); bandanas
(neckerchiefs); headbands (clothing); belts (clothing); socks; clothing for sports; footwear
for sports; non-slipping devices for footwear.
【28】Gymnastic and sporting apparatus; machines for physical exercises; apparatus for
jumping (sporting and gymnastic apparatus); apparatus for jumping, particularly jumping
sticks (sporting and gymnastic apparatus); gloves (accessories for games); protective
paddings (parts of sports suits); elbow guards (sports articles); knee guards (sports
articles); shin guards (sports articles); wrist guards (sports articles).
【09】事故防護用被服，運動用保護ヘルメット，事故防護用手袋（「運動用具」に属するも
のを除く。），運動用ゴーグル
【25】被服，履物及び運動用特殊靴，帽子，手袋（被服），帽子，バンダナ，ヘッドバンド，ベ
ルト，ソックス，運動用衣服，運動用履物，靴用滑り止め具
【28】体操用及び運動用の器具，運動用機械器具，跳躍用装置（運動用及び体操用機
器），跳躍用装置、特に跳躍用スティック（運動用具及び体操用具），グローブ（ゲーム用
の附属品），保護用パッド（運動用被服の部品），ひじ当て（運動用具），ひざ当て（運動用
【09】Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus.
【35】Advertising; business management; business administration; office functions.
【38】Telecommunications.
【42】Scientific and technological services and related research and design services;
industrial analysis and research services; design and development of computers and
software.
【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
【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
degreasing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
【05】Pharmaceuticals and veterinary products; sanitary products for medical purposes;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings;
material for dental fillings and dental impressions; disinfectants; pesticides; fungicides,
herbicides.
【17】Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials
and not included in other classes; plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal.
【22】Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags (not included in
other classes); padding and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.
【23】Yarns and threads for textile use.
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No.

50

51

商標（見本）

商標

Ｉ／ＯＳ

ＷＩＮＤＯＷＳ

種別
マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

2012/9/5

2012/9/5

出願番号

出願人／権利者

区分

【09】Sports goggles and replacement lenses therefor; straps for sports goggles; visors for
use with sports goggles; eye protection devices for use in active outdoor sports.
【09】スポーツ用ゴーグル及びその交換用レンズ，スポーツ用ゴーグル用ストラップ，ス
ポーツ用ゴーグル用バイザー，活動的な屋外スポーツ用の目の保護用装置

09,38

【09】Wireless communications devices, namely, mobile phones, cellular telephones,
personal digital assistants, and hand-held computers; computer software for wireless
telecommunications for use with wireless devices; computer operating system software
for wireless communication devices.
【38】Telecommunications services, namely, offering personal communications services via
wireless networks.
【09】無線通信装置、すなわち携帯電話機，セルラー式電話機，携帯情報端末，手持ち式
コンピュータ，無線装置用の無線電気通信用のコンピュータソフトウエア，無線通信装置
用のコンピュータオペレーティングシステム用ソフトウエア
【38】電気通信、すなわち無線ネットワーク経由での個人のための通信の提供
【12】Marine propellers; propellers for ships; screw-propellers; propeller shafts for ships;
propeller feathering units.
【42】Development of software programs for the adaption of ship propellers; design of ship
propellers; engineering consulting services concerning software for the adaption of ship
propellers; engineering consulting services in the field of design of ship propellers.
【12】船用プロペラ，船舶用推進器，スクリュー（推進器），船舶用のプロペラシャフト，プロ
ペラのフェザリング用ユニット
【42】船舶用プロペラの適用用のソフトウエアプログラムの開発，船舶用プロペラの設計，
船舶用プロペラの適用用のソフトウエアに関するエンジニアリングに関する助言，船舶用
プロペラの設計の分野におけるエンジニアリングに関する助言
【12】Automobiles.
【12】自動車

2012-360129 Ｓｍｉｔｈ Ｓｐｏｒｔ Ｏｐｔｉｃｓ， Ｉｎｃ．

2012-360130 Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

12,42

52

ＭＡＮＫＡＰＰＥＬ

マド
プロ:
通常:
標準

ＣＬＯＵＤ

マド
プロ:
通常:
標準

ＤＡＷＮ

マド
プロ:
通常:
標準

Ａｌｌｐｌａｎ Ｅｘｃｈａｎｇｅ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/6

ＭＡＮ Ｄｉｅｓｅｌ ＆ Ｔｕｒｂｏ， Ｆｉｌｉａｌ
2012-360133 ａｆ ＭＡＮ Ｄｉｅｓｅｌ ＆ Ｔｕｒｂｏ ＳＥ，
Ｔｙｓｋｌａｎｄ

12
53

54

55

2012/9/6

2012/9/6

2012/9/5

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

2012-360173

2012-360174

指定商品・役務

09

Ｂａｙｅｒｉｓｃｈｅ Ｍｏｔｏｒｅｎ Ｗｅｒｋｅ Ａ
ｋｔｉｅｎｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ

12

【12】Automobiles.
【12】自動車

09

【09】Data-processing equipment and computers; computer software.
【09】データ処理装置及びコンピュータ，コンピュータソフトウエア

Ｂａｙｅｒｉｓｃｈｅ Ｍｏｔｏｒｅｎ Ｗｅｒｋｅ Ａ
ｋｔｉｅｎｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ

2012-360187 Ｎｅｍｅｔｓｃｈｅｋ ＡＧ
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
09,16,42

56

ＰＵＲＥＳＹＳＴＥＭＳ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/7

2012-360196

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｍａｃｈｉｎ
ｅｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

01,07,09,42

57

ＣｕＭａｘ

マド
プロ:
通常:
標準

ＦＳＲＰ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/5

2012-360401

Ｍａｓｃｈｉｎｅｎｆａｂｒｉｋ ＫＡＳＰＡＲ ＷＡ
ＬＴＥＲ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

12
58

59

60

61

ＢＳＲＰ

ＢＭＲＰ

ＢＭＬＰＰ

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/5

2012/9/5

2012/9/5

2012/9/5

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

2012-360513 ＤＳＥＣ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

指定商品・役務
【09】Computers; computer hardware, namely computers, computer peripheral devices and
computer programs; computer programs for controlling computer operations and
executing computer systems, software and computer networks; computer programs
(software) used for connecting assorted computer networks and systems; storage
devices and servers for data; computer operating system software; computer programs
(software) for linking computers and for enabling computerization via a global
communication network; computer programs (software) used for the development of
computer programs; computer program and application architecture; computer programs
(software) for managing computer hardware, software and existing processes within an
information technology environment; computer hardware and computer programs, namely
families of computer systems, namely pre-integrated and optimized computer processors,
storage servers; computer network equipment (computers) and computer peripherals,
【01】Industrial chemicals; industrial chemicals for pre-copper plating, for copper plating
and for decopperizing; galvanizing baths; galvanizing preparations.
【07】Apparatus for galvanic plating of printing cylinders, particularly for gravure cylinders;
apparatus for galvanic devarnishing of printing cylinders; mechanical apparatus for
etching of surfaces of printing cylinders; mechanical apparatus for cleaning of printing
cylinders; mechanical apparatus for surface-treatment of printing cylinders; sputteretching-machine; galvanizing apparatus; apparatus for copper plating and decopperizing
of printing cylinders, particularly of gravure cylinders.
【09】Measuring apparatus; measuring apparatus for defining the surface roughness, the
surface hardness or the layer thickness on a printing cylinder; measuring apparatus for
defining the dimension of a printing cylinder; parts, particularly spare parts of
aforementioned apparatus, as far as comprised in class 9.
【42】Research and development in view of chemical processes for plating, devarnishing,
【12】Vessels (except air cushion vehicles); barges; barges mounted with plant; oil tankers
(ships); ships for carrying LNG; water vehicles; vessels and parts thereof.
【12】船舶（エアクッション艇を除く。），はしけ，プラントに固定されたはしけ，オイルタンカー
（船舶），液化天然ガス用船舶，船舶，船舶及びその部品

12

【12】Vessels (except air cushion vehicles); barges; barges mounted with plant; oil tankers
(ships); ships for carrying LNG; water vehicles; vessels and parts thereof.
【12】船舶（エアクッション艇を除く。），はしけ，プラントに固定されたはしけ，オイルタンカー
（船舶），液化天然ガス用船舶，船舶，船舶及びその部品

12

【12】Vessels (except air cushion vehicles); barges; barges mounted with plant; oil tankers
(ships); ships for carrying LNG; water vehicles; vessels and parts thereof.
【12】船舶（エアクッション艇を除く。），はしけ，プラントに固定されたはしけ，オイルタンカー
（船舶），液化天然ガス用船舶，船舶，船舶及びその部品

12

【12】Vessels (except air cushion vehicles); barges; barges mounted with plant; oil tankers
(ships); ships for carrying LNG; water vehicles; vessels and parts thereof.
【12】船舶（エアクッション艇を除く。），はしけ，プラントに固定されたはしけ，オイルタンカー
（船舶），液化天然ガス用船舶，船舶，船舶及びその部品

2012-360514 ＤＳＥＣ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

2012-360515 ＤＳＥＣ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

2012-360516 ＤＳＥＣ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.02～2012.09.08.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
09,36,45

62

Ｓｏｃｉａｌ Ｔｒａｄｉｎｇ Ｉｎｄｅｘ

マド
プロ:
通常:
標準

ＢＬＳＲＰ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/3

2012-360634 ｅＴｏｒｏ Ｇｒｏｕｐ Ｌｔｄ．

12
63

2012/9/5

2012-360671 ＤＳＥＣ Ｃｏ．， ＬＴＤ

07,12,19,20,28

64

マド
ＧＲＯＷＮ ＬＩＧＨＴ・ＭＡＤＥ Ｓ
プロ:
ＴＲＯＮＧ
通常

2012/9/4

2012-360701 Ａｉｒｅｘ ＡＧ

07,12,19,20,28

65

ＢＡＮＯＶＡ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/4

2012-360702 Ａｉｒｅｘ ＡＧ

09,28,41

66

ＣＬＡＳＨ ＯＦ ＣＬＡＮＳ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/5

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

2012-360961 Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ Ｏｙ

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

指定商品・役務
【09】A feature of computer software, namely, an electronic financial platform that enables
automatic selection and automated copying of referenced trading accounts in an
integrated mobile phones, PDAs, and Internet based environment; all included in this
class.
【36】On-line interactive financial services and other related on-line services through
technological means; provision of interactive social trading network services via the
Internet and mobile devices; all included in this class.
【45】Internet-based social networking services; social networking services allowing users
to communicate, share and view information, and automatically copy of referenced
trading accounts in integrated mobile phones, PDA, and Internet based environment;
social networking services allowing users to conduct multiple types of financial
transactions in integrated mobile phones, PDAs, and Internet based environment; all
included in this class.
【09】コンピュータソフトウエアの性能、すなわち統合移動電話・携帯情報端末及びインター
【12】Vessels {except air cushion vehicles}; barges; barges mounted with plants; oil
tankers (ships); ships for carrying LNG; water vehicles; vessels and parts thereof.
【12】船舶（エアクッション艇を除く），はしけ，プラントに取り付けられたはしけ，オイルタン
カー（船舶），ＬＮＧを運ぶための船舶，船舶，船舶及びその部品

【07】Electric generators and parts of electric generators; drive mechanisms for electric
generators and parts of such mechanisms; turbines, other than for land vehicles;
hydraulic and wind turbines; wind and hydraulic wheels or parts of wind and hydraulic
wheels; wind and hydraulic blades or parts of wind and hydraulic blades; rotor blades and
rods or parts of rotor blades and rods; protective covers for rotor hubs; fan blades or
parts of fan blades for motors; propeller blades and rods or parts of propellers blades and
rods; housings for machines and motors; protective covers for machines and motors;
housings for machines and motors of reinforced materials, namely multi-layered materials
or alloys of materials made with metals, plastic and/or wood.
【12】Bodyworks, parts of vehicle bodyworks or parts for assembly or construction for
road vehicles, railway vehicles, for water vehicles, boats and airplanes; bodyworks, parts
of bodyworks or parts for assembly or construction, namely plates, multi-layer plates,
【07】Electric generators and parts of electric generators; drive mechanisms for electric
generators and parts of such mechanisms; turbines, other than for land vehicles;
hydraulic and wind turbines; wind and hydraulic wheels or parts of wind and hydraulic
wheels; wind and hydraulic blades or parts of wind and hydraulic blades; rotor blades and
rods or parts of rotor blades and rods; protective covers for rotor hubs; fan blades or
parts of fan blades for motors; propeller blades and rods or parts of propellers blades and
rods; housings for machines and motors; protective covers for machines and motors;
housings for machines and motors of reinforced materials, namely multi-layered materials
or alloys of materials made with metals, plastic and/or wood.
【12】Bodyworks, parts of vehicle bodyworks or parts for assembly or construction for
road vehicles, railway vehicles, for water vehicles, boats and airplanes; bodyworks, parts
of bodyworks or parts for assembly or construction, namely plates, multi-layer plates,
【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.
【28】Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes;
decorations for Christmas trees.
【41】Entertainment services, namely, providing online computer games provided via
network between communications networks and computers; providing on-line computer
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.02～2012.09.08.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
11

67

ＸＡＮＬＩＴＥ

マド
プロ:
通常:
標準

ＡＧＲＩＭＡＸＦＯＲＴＩＳ

マド
プロ:
通常:
標準

ＭＵＬＴＩＭＡＸ

マド
プロ:
通常:
標準

ＲＩＤＥＭＡＸ

マド
プロ:
通常:
標準

ＥＡＲＴＨＭＡＸ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/6

2012-361343 ＹＡＮＴＥＣ

12
68

69

70

71

72

73

ＡＧＲＩＭＡＸＦＯＲＣＥ

ＡＧＲＩＭＡＸＴＥＲＩＳ

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/5

2012/9/5

2012/9/5

2012/9/5

2012/9/4

2012/9/4

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

2012-361393

2012-361394

2012-361395

2012-361396

2012-361398

2012-361399

ＢＡＬＫＲＩＳＨＮＡ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ Ｌ
ＩＭＩＴＥＤ

指定商品・役務
【11】Street lamps; gas lamps; burners for lamps; safety lamps; lamps for indoor and
outdoor lighting; aquarium lights; lamps and sockets for electric lights; electric lights for
Christmas trees; flashlights; lamp reflectors; lamp globes and mantles; lamp chimneys and
glasses; light bulbs; electric light bulbs; halogen light bulbs; electric fluorescent tubes;
lanterns for indoor and outdoor lighting; luminous spotlights; electric night lights; portable
lighting apparatus; solar luminous decorative strings; lighting apparatus and installations.
【11】街灯，ガス灯，ランプ用バーナー，安全灯，屋内照明用及び野外照明用ランプ，水槽
用ライト，電気式ランプ用のランプ及びソケット，クリスマスツリー用電気式ランプ，懐中電
灯，ランプ用反射器，ランプ用電球及びガスマントル，ランプのほや及びガラス，白熱電
球，白熱電球，ハロゲン白熱電球，蛍光灯，室内照明用及び屋外照明用のカンテラ，発光
式スポットライト，夜間用電気式ライト，携帯用照明器具，ソーラー式の発光する装飾スト
【12】Tires for automobiles, tires for land vehicles, tires for farm vehicles, tires, solid, for
vehicle wheels with inner tubes, inner tubes for pneumatic tires [tyres], protective strips
for rubber inner tubes.
【12】自動車用のタイヤ，陸上の乗物用のタイヤ，農業車両用タイヤ，チューブ付きの乗物
の車輪用ソリッドタイヤ，空気タイヤ用チューブ，ゴムチューブ用保護ストリップ

12

【12】Tires for automobiles, tires for land vehicles, tires for farm vehicles, tires, solid, for
vehicle wheels with inner tubes, inner tubes for pneumatic tires [tyres], protective strips
for rubber inner tubes.
【12】自動車用のタイヤ，陸上の乗物用のタイヤ，農業車両用タイヤ，チューブ付きの乗物
の車輪用ソリッドタイヤ，空気タイヤ用チューブ，ゴムチューブ用保護ストリップ

12

【12】Tires for automobiles, tires for land vehicles, tires for farm vehicles, tires, solid, for
vehicle wheels with inner tubes, inner tubes for pneumatic tires [tyres], protective strips
for rubber inner tubes.
【12】自動車用のタイヤ，陸上の乗物用のタイヤ，農業車両用タイヤ，チューブ付きの乗物
の車輪用ソリッドタイヤ，空気タイヤ用チューブ，ゴムチューブ用保護ストリップ

12

【12】Tires for automobiles, tires for land vehicles, tires for farm vehicles, tires, solid, for
vehicle wheels with inner tubes, inner tubes for pneumatic tires [tyres], protective strips
for rubber inner tubes.
【12】自動車用のタイヤ，陸上の乗物用のタイヤ，農業車両用タイヤ，チューブ付きの乗物
の車輪用ソリッドタイヤ，空気タイヤ用チューブ，ゴムチューブ用保護ストリップ

12

【12】Tires for automobiles, tires for land vehicles, tires for farm vehicles, tires, solid, for
vehicle wheels with inner tubes, inner tubes for pneumatic tires [tyres], protective strips
for rubber inner tubes.
【12】自動車用のタイヤ，陸上の乗物用のタイヤ，農業車両用タイヤ，チューブ付きの乗物
の車輪用ソリッドタイヤ，空気タイヤ用チューブ，ゴムチューブ用保護ストリップ

12

【12】Tires for automobiles, tires for land vehicles, tires for farm vehicles, tires, solid, for
vehicle wheels with inner tubes, inner tubes for pneumatic tires [tyres], protective strips
for rubber inner tubes.
【12】自動車用のタイヤ，陸上の乗物用のタイヤ，農業車両用タイヤ，チューブ付きの乗物
の車輪用ソリッドタイヤ，空気タイヤ用チューブ，ゴムチューブ用保護ストリップ

ＢＡＬＫＲＩＳＨＮＡ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ Ｌ
ＩＭＩＴＥＤ

ＢＡＬＫＲＩＳＨＮＡ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ Ｌ
ＩＭＩＴＥＤ

ＢＡＬＫＲＩＳＨＮＡ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ Ｌ
ＩＭＩＴＥＤ

ＢＡＬＫＲＩＳＨＮＡ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ Ｌ
ＩＭＩＴＥＤ

ＢＡＬＫＲＩＳＨＮＡ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ Ｌ
ＩＭＩＴＥＤ
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.02～2012.09.08.xls
No.

74

75

商標（見本）

商標

種別

ＡＧＲＩＭＡＸＥＬＯＳ

マド
プロ:
通常:
標準

ＡＧＲＩＭＡＸ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

2012/9/4

2012/9/5

出願番号

2012-361415

2012-361419

出願人／権利者

区分

【12】Tires for tractors used especially on marshy terrains.
【12】湿地地帯専用トラクター用のタイヤ

12

【12】Tires for all-terrain vehicles and for vehicles used in agriculture and gardening; tires
for vehicles used in construction including, but not limited to, heavy vehicles specially
designed for civil engineering and construction work; tires for trucks, tractors,
excavators, bulldozers, forklifts, reapers and harvesters.
【12】全地形万能車両用並びに農業用及び園芸用の車両用のタイヤ，建設車両用タイヤ
（専ら土木用及び建設作業用に設計された大型車両を含むが、それらに限定されな
い。），トラック用・トラクター用・掘削機用・ブルドーザー用・フォークリフト用・刈り取り機用
及び収穫機用のタイヤ
【07】Rolling mills for metals, parts of rolling mills for metals.
【09】Measuring and testing apparatus and plants build thereof for rolling mills for metals,
in particular profile sensors and controlling apparatus and adjustment apparatus for
rolling mills.
【42】Scientific and technological services; industrial analysis and research services;
design and development of computer software.
【07】金属用圧延機，金属用圧延機の部品
【09】金属用圧延機用の測定用及び試験用機器並びにそれからなるプラント，特に圧延機
用の成材用センサー及び制御機器及び調整用機器
【42】科学的及び技術的な役務の提供，工業上の分析及び調査，コンピュータソフトウエア
【06】Stove pipes, made from metal.
【08】Fireplace tool sets.
【11】Heating apparatus, especially stoves, slow combustion stoves using wood, fireplaces;
pellet stoves; cast iron stoves; grates for open fireplaces and ovens; fireplace inserts;
heating elements; furnace grates; prefabricated chimneys; tile or natural stone stoves;
cooking installations; drying and ventilation apparatus; coal, grill and briquette grates for
fireplaces and cast iron stoves.
【21】Wood and coal buckets.
【06】ストーブの煙突（金属製のもの）
【08】暖炉用工具セット
【11】暖房装置，特にストーブ，木材を使用する緩慢燃焼ストーブ，暖炉，ペレットストーブ，
鋳鉄製ストーブ，覆われていない暖炉用及びオーブン用の火格子棒，暖炉用インサート，
発熱体，炉の火格子棒，組み立て式の煙突，タイル製又は天然石製のストーブ，調理用
設備，乾燥用及び換気用機器，暖炉用及び鋳鉄製ストーブ用の石炭・網焼き器及びブリ
ケット火格子
【12】Vehicles; apparatus for locomotion by land, air, water or rail.
【35】Advertising, business management, business administration, office functions; (all
above services are related to the goods in class 12).
【37】Repair, construction, reconstruction and installation services; (all above services are
related to the goods in class 12)
【39】Transport, packaging and storage of goods; (all above services are related to the
goods in class 12).
【40】Treatment of materials (all above services are related to the goods in class 12).
【42】Industrial research; (all above services are related to the goods in class 12).
【12】乗物，陸上・空中・水上又はレール上の移動用の装置
【35】広告，事業の管理，事業の運営，事務処理（前述の全ての役務は第１２類に属する
商品に関すること）
【37】修理・建築・再構築及び設置工事（前述の全ての役務は第１２類に属する商品に関
すること）
【39】物品の輸送・梱包及び保管（前述の全ての役務は第１２類に属する商品に関するこ
と）

ＢＡＬＫＲＩＳＨＮＡ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ Ｌ
ＩＭＩＴＥＤ

ＢＡＬＫＲＩＳＨＮＡ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ Ｌ
ＩＭＩＴＥＤ

07,09,42

76

ＭＥＥＲｇａｕｇｅ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/6

2012-361441 ＳＭＳ Ｍｅｅｒ ＧｍｂＨ

06,08,11,21

77

ＡＵＳＴＲＯＦＬＡＭＭ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/3

2012-361485 Ｆ． ＨＵＥＭＥＲ ＧＭＢＨ

12,35,37,39,40,42

78

ＩＫＣＯ

マド
プロ:
通常

2012/9/5

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

指定商品・役務

12

2012-361543 ＩＲＡＮ ＫＨＯＤＲＯ ＣＯＭＰＡＮＹ
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.02～2012.09.08.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
09,14,18,25

79

§Ｖ

マド
プロ:
通常

ＳＰＥＣＴＲＯＳＣＯＵＴ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/7

2012-361575 ＬＯＵＩＳ ＶＵＩＴＴＯＮ ＭＡＬＬＥＴＩＥＲ

09
80

2012/9/5

2012-361727

ＳＰＥＣＴＲＯ Ａｎａｌｙｔｉｃａｌ Ｉｎｓｔｒｕｍｅ
ｎｔｓ ＧｍｂＨ

09
81

§ｎ∞ｓ∞ｎ∞ａｎｏ＼ｓｃｏｒｅｄ

マド
プロ:
通常

2012/9/7

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

2012-361753

指定商品・役務
【09】Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments, apparatus for the recording, transmission or reproduction of sound or
images, magnetic recording media, sound recording discs; bags and cases for video
cameras or photographic equipment; compact disks, DVDs and other digital recording
media; calculating machines, data processing equipment, computers and computer
equipment; mouse pads; software; USB flash memories, PDAs, game software, computer
programs, recorded computer programs, computer and mobile phone programs
(downloadable software) and electronic publications downloadable on-line or from the
Internet; spectacles, sunglasses; spectacle frames; spectacle lenses, contact lenses;
spectacle cases or for contact lenses; signaling buoys, positioning buoys; telephones,
portable telephones, smartphones, tablets, PDAs and MP3 players; accessories for
【09】X-ray spectrometer.
【09】Ｘ線分光計
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【09】Valves and safety devices for protection against overpressure or depression,
particularly breakage detectors, vent panels, rupture discs, parts and accessories for
these valves and devices.
【09】過圧又は低圧からの保護用のバルブ及び安全装置、特に破損検出探知器，ベントパ
ネル，破裂用ディスク，これらのバルブ用及び装置用の部品及び付属品

