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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.09～2012.09.15.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
12,28,35,39,42,45

1

赤帽

防護

2012/9/10 2012-072893

全国赤帽軽自動車運送協同組合連
合会

12,28,35,39,42,45

2

§あかぼう

防護

2012/9/10 2012-072894

※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。

全国赤帽軽自動車運送協同組合連
合会

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

指定商品・役務
【12】カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，荷役用索道，陸上の乗物用の動
力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，落下傘，乗物用盗難警報器，車
椅子，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），船舶並びにその
部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附
属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び
附属品，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，タイヤ又はチューブの修繕用ゴ
ムはり付け片，乳母車
【28】スキーワックス，遊園地用機械器具，愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用
具，将棋用具，歌がるた，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲーム，チェス用
具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マージャン用具，遊戯用器具，
ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具
【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
【12】カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，荷役用索道，陸上の乗物用の動
力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，落下傘，乗物用盗難警報器，車
椅子，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），船舶並びにその
部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附
属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び
附属品，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，タイヤ又はチューブの修繕用ゴ
ムはり付け片，乳母車
【28】スキーワックス，遊園地用機械器具，愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用
具，将棋用具，歌がるた，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲーム，チェス用
具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マージャン用具，遊戯用器具，
ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具
【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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.09～2012.09.15.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
12,28,35,39,42,45

全国赤帽軽自動車運送協同組合連
合会

3

§Ａｋａｂｏｕ

防護

2012/9/10 2012-072895

4

ＳＭＡＲＴ ＩＮＳＥＣＴ

通常:
標準

2012/9/10 2012-073086 トヨタ自動車株式会社

5

ＫＥＥＮ ＬＯＯＫ

通常:
標準

2012/9/10 2012-073087 トヨタ自動車株式会社

12
12
03,05,09,11,12,14,1
6,18,20,21,24,25,27,
32

6

パズル＆ドラゴンズ＼ＰＵＺＺＬＥ
通常
＆ ＤＲＡＧＯＮＳ

2012/9/10 2012-073118

※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。

ガンホー・オンライン・エンターテイメ
ント株式会社

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

指定商品・役務
【12】カーダンパー，カープッシャー，カープラー，牽引車，荷役用索道，陸上の乗物用の動
力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，落下傘，乗物用盗難警報器，車
椅子，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。），船舶並びにその
部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附
属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び
附属品，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，タイヤ又はチューブの修繕用ゴ
ムはり付け片，乳母車
【28】スキーワックス，遊園地用機械器具，愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用
具，将棋用具，歌がるた，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲーム，チェス用
具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マージャン用具，遊戯用器具，
ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具
【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
【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，電気自動車
【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
【03】靴クリーム，靴墨，子供向けシャンプー，その他のせっけん類，歯磨き，子供向けヘ
アーリンス，その他の化粧品，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），燻蒸剤（農薬に当たるものに限る。），殺菌剤（農
薬に当たるものに限る。），殺そ剤（農薬に当たるものに限る。），殺虫剤（農薬に当たるも
のに限る。），除草剤，防虫剤（農薬に当たるものに限る。），防腐剤（農薬に当たるものに
限る。），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，乳幼児用粉乳，サプリメント，乳幼児用飲料，乳幼児
用食品
【09】火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，防犯ブザー，写真機械器具，映画機械
器具，光学機械器具，測定機械器具，電気通信機械器具，マスコット人形付き携帯電話
用ストラップ，携帯チャームを付したゴム製の携帯電話機用ストラップ，その他の携帯電話
機用ストラップ，スマートフォン用カバー，スピーカー，携帯電話機のイヤホンジャック用防
塵具，電気通信機械器具及び電子応用機械器具用タッチペン，ヘッドホン，デジタルフォト
フレーム，眼鏡
【11】電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類（美容用又は衛生用のものを除く。），電
子レンジ，電気ポット，美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類，アイスボックス，氷冷蔵
庫，あんか，懐炉，懐炉灰，湯たんぽ
【12】乗物用盗難警報器，自動車並びにその部品及び附属品，子供用自転車，二輪自動
車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤ
カー，乳母車
【14】貴金属，宝玉及びその模造品，金属製キーホルダー，その他のキーホルダー，宝石
箱，身飾品（「カフスボタン」を除く。），カフスボタン，時計
【16】ティッシュペーパー，ウェットティッシュ，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプ
キン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，写真立て，印刷したくじ（「おもちゃ」を除く。）
【18】愛玩動物用被服類 かばん類 袋物 携帯用化粧道具入れ 傘
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.09～2012.09.15.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
09,12

7

§ｎｍ

通常

2012/9/10 2012-073148

オートモーティブ・パフォーマンス・シ
ステムズ・インコーポレイテッド

12
8

ＲＯＡＤＩＡＮ

通常

指定商品・役務
【09】乗物用コンピューター及びその部品，乗物のエンジン制御用の集積回路，乗物のエ
ンジンの電子制御装置，速度計，流速計，燃料計，ターボチャージャー及び過給機の出力
測定用の測定機械器具，電圧計ゲージ，乗物用電子制御装置，電子応用機械器具，測
定機械器具，電気磁気測定器，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機
【12】乗物の部品，自動車の車輪，自動車のブレーキライン，自動車のシャシータイバー，
自動車のエンジンブッシング，自動車用緩衝ばね，自動車のサスペンションアーム，自動
車のサスペンションリンク，自動車のスタビライザー，自動車のトランスミッションシフター，
陸上の乗物用のブレーキシリンダー修理キット，乗物用のエアロダイナミックボディーパネ
ル，乗物用の手動ブレーキのハンドル，乗物用のシフトノブ，自動車の部品及び附属品，
動力伝導装置・緩衝器・ばね・その他の陸上の乗物用の機械要素
【12】自動車タイヤ用インナーチューブ，自動車用タイヤ，自動車用ソリッドタイヤ，自動車
タイヤ用フラップ

2012/9/10 2012-073178 ネクセン タイヤ コーポレーション

06,07,09,10,11,12,3 【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，金属製貯蔵槽類
6,37,42

9

ＩＨＩ＼Ｒｅａｌｉｚｅ ｙｏｕｒ ｄｒｅａｍｓ 通常

2012/9/11 2012-073304 株式会社ＩＨＩ

※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/

【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，化学機械器具，
医薬品製造機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，農業用機械器具，
プラスチック加工機械器具，半導体製造装置，半導体製造用ロボット，ガラス基板搬送用
ロボット，ゴム製品製造機械器具，動力機械器具（陸上用の乗物用のものを除く。）及び動
力機械器具の部品，風水力機械器具，機械式駐車装置，消毒・殺虫・防臭用散布機（農
業用のものを除く。），機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），廃棄物圧縮装置，廃棄物
破砕装置，廃棄物処理装置，交流発電機，直流発電機，水門自動開閉機及びその作動
機
【09】レーダーを用いた踏切障害物監視装置，レーダーを用いた鉄道のホームにおける線
路上の落下物の監視装置，電気通信機械器具，オゾン発生器，配電用又は制御用の機
械器具，電池，電子応用機械器具及びその部品，ロケット
【10】医療用殺菌装置
【11】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。），業務用ごみ焼却炉，冷凍機械器具，産
業用排ガス清浄装置，業務用空気清浄器，乗物用殺菌装置その他の業務用殺菌装置，
汚水浄化槽
【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
【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買
の代理又は媒介，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
【37】プレス機械の修理又は保守，圧延機械の修理又は保守，金属加工機械器具の修理
又は保守，プラントの建設工事，圧延機械の取付け工事，工業用炉の取付け工事，パル
プ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の取付け工事，真空熱処理炉の取付け工事，
コンプレッサの取付け工事，橋梁の耐震補強工事，プレス機械の稼働状況の遠隔監視，
動力機械器具の生産ライン状況の遠隔監視 工業用炉の修理又は保守 真空熱処理炉
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.09～2012.09.15.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

06,07,09,10,11,12,3 【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，金属製貯蔵槽類
6,37,42

10

Ｒｅａｌｉｚｅ ｙｏｕｒ ｄｒｅａｍｓ

通常

2012/9/11 2012-073305 株式会社ＩＨＩ

35

11

￠ＲＯＰＥ ＭＡＤＥＭＯＩＳＥＬＬＥ
通常
＼ロペマドモアゼル

2012/9/11 2012-073364 株式会社ジュン

35,37
12

エコひろば

通常:
標準

2012/9/11 2012-073408 株式会社ＮＧＰ

※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/

【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，化学機械器具，
医薬品製造機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，農業用機械器具，
プラスチック加工機械器具，半導体製造装置，半導体製造用ロボット，ガラス基板搬送用
ロボット，ゴム製品製造機械器具，動力機械器具（陸上用の乗物用のものを除く。）及び動
力機械器具の部品，風水力機械器具，機械式駐車装置，消毒・殺虫・防臭用散布機（農
業用のものを除く。），機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），廃棄物圧縮装置，廃棄物
破砕装置，廃棄物処理装置，交流発電機，直流発電機，水門自動開閉機及びその作動
機
【09】レーダーを用いた踏切障害物監視装置，レーダーを用いた鉄道のホームにおける線
路上の落下物の監視装置，電気通信機械器具，オゾン発生器，配電用又は制御用の機
械器具，電池，電子応用機械器具及びその部品，ロケット
【10】医療用殺菌装置
【11】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。），業務用ごみ焼却炉，冷凍機械器具，産
業用排ガス清浄装置，業務用空気清浄器，乗物用殺菌装置その他の業務用殺菌装置，
汚水浄化槽
【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
【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買
の代理又は媒介，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
【37】プレス機械の修理又は保守，圧延機械の修理又は保守，金属加工機械器具の修理
又は保守，プラントの建設工事，圧延機械の取付け工事，工業用炉の取付け工事，パル
プ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の取付け工事，真空熱処理炉の取付け工事，
コンプレッサの取付け工事，橋梁の耐震補強工事，プレス機械の稼働状況の遠隔監視，
動力機械器具の生産ライン状況の遠隔監視 工業用炉の修理又は保守 真空熱処理炉
【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，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 家具の小売又は卸
【35】文書又は磁気テープのファイリング，見積書又は請求書の作成に関する事務の代
行，コンピュータデータベースへの情報編集，自動車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，自動車中古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
【37】自動車の修理又は整備，自動車の修理又は整備に関する情報の提供，自動車の修
理の媒介，自動車の修理又は整備に関する見積，自動車の部品又は付属品の修理又は
整備，自動車の部品又は付属品の修理又は整備に関する情報の提供，自動車の部品又
は付属品の修理の媒介，二輪自動車の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備に関

7／25

今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.09～2012.09.15.xls
No.

13

14

商標（見本）

商標

種別

§クルマ直しの、新しい選択。
∞ＮＧＰの＼リサイクル部品∞
通常
人と地球の＼ハッピーカーライ
フ∞エコひろば∞検索

ｏｒａｎｇｅ

通常

Ｔ＆Ｆ

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【35】自動車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，自
動車中古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
【37】自動車の修理又は整備，自動車の修理又は整備に関する情報の提供，自動車の修
理の媒介，自動車の修理又は整備に関する見積，自動車の部品又は付属品の修理又は
整備，自動車の部品又は付属品の修理又は整備に関する情報の提供，自動車の部品又
は付属品の修理の媒介，二輪自動車の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備に関
する情報の提供

09,38,42

【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
【07】ピストンリング・シリンダーライナー・バルブシート・シリンダー・シリンダーヘッド・その
他の内燃機関用部品，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。）
【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，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。），自動車並び
にその部品及び附属品
【14】貴金属，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，身飾品，バングル，クラスプ，
チャーム，クラウン，ティアラ，ミニチュアクラウン，ミニチュアティアラ，宝飾品，時計，キー
ホルダー，宝石箱，記念カップ，記念たて，貴金属製靴飾り
【16】文房具類，ラベル（布製でないもの），家庭用又は事務用の接着テープ，紙製包装用
容器，印刷物，ポスター，プラスチック製包装用袋，紙類，事務用又は家庭用ののり及び
接着剤，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，家庭用
食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャ
コ，紙製のぼり，紙製旗，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，
紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（「おもちゃ」を除く。），書画，写真，写真立て
【35】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，宝
玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，その
他の商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，広告業，
経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提
供，ホテルの事業の管理，文書又は磁気テープのファイリング，一般事務代行，輸出入に
関する事務の代理又は代行，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，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書
類の複製，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

2012/9/11 2012-073409 株式会社ＮＧＰ

2012/9/11 2012-073454

オレンジ ブランド サービシーズ リ
ミテッド

07,12
15

2012/9/11 2012-073471 ＴＰＲ株式会社
14,16,35

16

ＶＡＮ ＫＬＡＲＥＮ

通常

2012/9/11 2012-073679 ルイタイ ダイアモンズ リミテッド

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

指定商品・役務

35,37

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
14,16,35

17

図形商標

通常

2012/9/11 2012-073680 ルイタイ ダイアモンズ リミテッド

03,05,35,42,44

18

Ｎａｎｏ Ｌｉｆｅ Ｓｔｙｌｅ

通常:
標準

2012/9/12 2012-073818 株式会社ナノスタイル

09,11,12
19

20

21

§ＴＫ

千里眼

§ＪＬＴ

通常

分割

通常

2012/9/12 2012-073847 敦煌商事株式会社

09

【09】半導体集積回路，ＣＰＵを含む半導体集積回路，半導体集積回路チップ，ＣＰＵを含
む半導体集積回路チップ，集積回路モジュール，マイクロコンピュータ，サーバコンピュー
タに使用するコンピュータソフトウェア，組み込みシステムに使用するコンピュータソフト
ウェア，モバイルコンピュータ及びその附属品

12

【12】自動車用タイヤ，二輪自動車用タイヤ

2012/9/12 2012-073860 ガイアホールディングス株式会社

2012/9/12 2012-073894 住友ゴム工業株式会社

※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。

指定商品・役務
【14】貴金属，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，身飾品，バングル，クラスプ，
チャーム，クラウン，ティアラ，ミニチュアクラウン，ミニチュアティアラ，宝飾品，時計，キー
ホルダー，宝石箱，記念カップ，記念たて，貴金属製靴飾り
【16】文房具類，ラベル（布製でないもの），家庭用又は事務用の接着テープ，紙製包装用
容器，印刷物，ポスター，プラスチック製包装用袋，紙類，事務用又は家庭用ののり及び
接着剤，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，家庭用
食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャ
コ，紙製のぼり，紙製旗，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，
紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（「おもちゃ」を除く。），書画，写真，写真立て
【35】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，宝
玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，その
他の商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，広告業，
経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提
供，ホテルの事業の管理，文書又は磁気テープのファイリング，一般事務代行，輸出入に
関する事務の代理又は代行，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，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書
類の複製，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
【03】せっけん類，化粧品
【05】痩身用薬剤・栄養補助食品，サプリメント，食餌療法用食品・飲料・薬剤
【35】被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，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，宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供
【42】医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究
【44】美容，理容，あん摩・マッサージ及び指圧，医療情報の提供，健康診断，栄養の指導
【09】電池
【11】電球類及び照明用器具
【12】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

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）2012.09.09～2012.09.15.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35,36,37,39,42

22

図形商標

通常

2012/9/12 2012-073907 電気化学工業株式会社

03,05,16,28,30,32,3
3,35

23

ファーカンダー＼ふぁーかん
だー

通常

2012/9/12 2012-073918 株式会社木楽舎

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

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

指定商品・役務
【35】輸出入に関する事務の代理又は代行，化学品・塩酸・硫酸・燐酸・酢酸・アンモニア
水・か性カリ・か性ソーダ・炭酸カリ・炭酸カルシウム・アルゴン・塩素・窒素・過酸化水素・
酸化亜鉛・カルシウムカーバイト・エチレン・トリクロロエチレン・アントラキノン・ベンジルア
ルコール・メタノール・酢酸エチル・酢酸ブチル・エチレングリコール・ベンゼン・トルエン・キ
シレン・アクリル酸・アクリル酸エステル・澱粉・界面活性剤・消泡剤・紙用消泡剤・紙用脱
墨剤・紙用耐水化剤・帯電防止剤（家庭用ものを除く。）・分散剤・腐蝕防止剤・化学剤・還
元剤・酸化剤・セメント急結剤・セメント混合剤・耐火剤・耐水剤・剥離剤・発熱用コムパウン
ド・防カビ剤・溶剤・老化防止剤・プラスチック材料用安定剤・融剤・発光ダイオード用蛍光
体・照明用蛍光体・太陽電池用シリコンウエハ洗浄剤・エッチング剤・金属エッチング剤・キ
レート剤・のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。）・プラスチック接着剤・非鉄
金属・ルテチウム・イットリウム・ガリウム・ストロンチウム・ユーロピウム。ランタン・リチウ
ム・粘着付与剤・植物成長調整剤類・土壌改良剤・肥料・化学肥料・塩化カリ肥料・石灰窒
素・非金属鉱物・カオリン・蛍石・耐火物用非金属鉱物・シリカ・フォトレジスト・現像液・半導
体用剥離液・金属シリコン・フェロシリコン・原料プラスチック・シリコーン樹脂・エポキシ樹
脂・フェノール樹脂・アクリル樹脂・ポリウレタン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹
脂・ポリ塩化ビニル樹脂・ポリ酢酸ビニル樹脂・ポリスチレン樹脂・ポリ塩化ビニリデン樹
脂・フッ素樹脂・エチレンビニルアルコール樹脂・アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂・
液晶ポリマー樹脂・ポリマーアロイ・合成樹脂コンパウンド・パルプの小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，染料・顔料・塗料・遮熱塗料・蛍光染料・防
錆剤・防錆グリース・複写機用インキの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，錆除去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，固形潤滑剤・潤滑剤・潤滑油・潤滑グリー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 防腐剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客
【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，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
【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
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，あて名印刷
機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ステープラ，事務用封かん
機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断
機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，装飾塗工用ブラシ，紙製包装
用容器，プラスチック製包装用袋，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラス
チック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，衛生手ふき，紙製タオ
ル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（「おもちゃ」を
除く。），紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【28】スキーワックス，遊園地用機械器具，愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用
具，将棋用具，歌がるた，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲーム，チェス用
具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マージャン用具，遊戯用器具，
ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆虫採集用具
【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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.09～2012.09.15.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35,36,42

24

ＰｅｔｉｔＧｉｆｔ（プチギフト）

通常:
標準

2012/9/12 2012-073936 株式会社ＭＤパートナーズ

35

25

あんしん決済サービス

通常:
標準

2012/9/12 2012-073943 セイノ－ホ－ルディングス株式会社

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

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

指定商品・役務
【35】トレーディングスタンプ・クーポン券・商品引換券・割引付特典カードの発行及び清
算，商品の販売促進・役務の提供促進の企画及び実行の代理，広告業，広告用具の貸
与，コンピューターを用いた事務処理の代行，コンピュータデータベースへの入力処理・情
報構築・情報編集，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，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，自動車の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，葬祭用具
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 手動利器・手動工具
【35】クッション・座布団・まくら・マットレス・衣服綿・ハンモック・布団袋・布団綿・かや・敷
布・布団・布団カバー・布団側・まくらカバー・毛布の小売又は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，介護用衣服・事務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，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，布製身の回り品・うちわ・扇子・ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止
め・身飾品（「カフスボタン」を除く。）・衣服用き章（貴金属製のものを除く。）・衣服用バック
ル・衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。）・衣服用ブローチ・帯留・ボンネットピン（貴金
属製のものを除く。）・ワッペン・腕章・頭飾品・カフスボタン・ボタン類・つけづめ・つけまつ
毛・ひげそり用具入れ・ペディキュアセット・まつ毛カール器・マニキュアセツト・耳かき・携
帯用化粧道具入れ・懐中鏡・鏡袋・化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）・つけあごひげ・
つけ口ひげ・ヘアカーラー（電気式のものを除く。）・傘・つえ用金属製石突き・ステッキ・つ
え・つえ金具・つえの柄の小売又は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，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・ミートパイの小売又は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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.09～2012.09.15.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

26

セイノー

通常:
標準

2012/9/12 2012-073945 セイノ－ホ－ルディングス株式会社

27

ラクッカル

通常:
標準

2012/9/13 2012-074124 株式会社エンドウ商事

28

ＧＲＥＬＥ

通常:
標準

2012/9/13 2012-074228 トピー実業株式会社

29

ＲＥＢＯＲＮ

通常:
標準

2012/9/13 2012-074229 トピー実業株式会社

12
12

12

12
30

ＤＩＯＮＥ＼ディオネ

通常

2012/9/13 2012-074230 トピー実業株式会社

10,12

31

キーパス＼ｋｅｅｐａｃｅ

通常

2012/9/13 2012-074248 株式会社幸和製作所

32

ｃｏｍｂａｔｔｅｎｔｅ

通常:
標準

2012/9/13 2012-074285 鼎御工業股▲ふん▼有限公司

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。

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

指定商品・役務
【35】クッション・座布団・まくら・マットレス・衣服綿・ハンモック・布団袋・布団綿・かや・敷
布・布団・布団カバー・布団側・まくらカバー・毛布の小売又は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，介護用衣服・事務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，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，布製身の回り品・うちわ・扇子・ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止
め・身飾品（「カフスボタン」を除く。）・衣服用き章（貴金属製のものを除く。）・衣服用バック
ル・衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。）・衣服用ブローチ・帯留・ボンネットピン（貴金
属製のものを除く。）・ワッペン・腕章・頭飾品・カフスボタン・ボタン類・つけづめ・つけまつ
毛・ひげそり用具入れ・ペディキュアセット・まつ毛カール器・マニキュアセツト・耳かき・携
帯用化粧道具入れ・懐中鏡・鏡袋・化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）・つけあごひげ・
つけ口ひげ・ヘアカーラー（電気式のものを除く。）・傘・つえ用金属製石突き・ステッキ・つ
え・つえ金具・つえの柄の小売又は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（但し、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を除く。），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，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・ミートパイの小売又は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
【12】車椅子，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，電動式三輪車
【12】自動車用アルミニウムホイール，その他の自動車並びにその部品及び附属品，二輪
自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，カーダンパー，カープッシャー，カープ
ラー，牽引車，荷役用索道，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，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片
【12】自動車用アルミニウムホイール，その他の自動車並びにその部品及び附属品，二輪
自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，カーダンパー，カープッシャー，カープ
ラー，牽引車，荷役用索道，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，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片
【12】自動車用アルミニウムホイール，その他の自動車並びにその部品及び附属品，二輪
自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，カーダンパー，カープッシャー，カープ
ラー，牽引車，荷役用索道，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，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片

【10】介護用又は医療用の電動歩行補助具，介護用又は医療用の電動歩行補助器，医療
用機械器具，医療用手袋，しびん，病人用差込み便器，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
【12】老人用の電動歩行補助車，その他の電動歩行補助車並びにその部品及び附属品，
歩行補助車並びにその部品及び附属品，老人用の買い物用電動手押し車，その他の電
動手押し車並びにその部品及び附属品，手押し車並びにその部品及び附属品，キャリー
カート，ショッピングカート，リヤカー，人力車，そり，荷車，馬車，乳母車，車椅子並びにそ
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・電動三輪車並びにそれらの部品及び附属品
【12】自動車並びにその部品及び附属品，自動車用バックミラー，自動車用ドアミラー，自
動車用燃料タンク用キャップ，自動車用オイルタンク用キャップ，自動車用オイルタンク用
プラグ，自動車用サイドバンパー，ボンネット，自動車用フロントグリル，自動車用バン
パー，自動車の車体，自動車用扉，自動車用泥よけ
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.09～2012.09.15.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

§ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ＼ＦＲＥＳＨ

優先

2012/9/13 2012-074498

エボリューション フレッシュ イン
コーポレイテッド

12
34

ｉ‐ＳＰＥＥＤ＼アイスピード

通常

2012/9/14 2012-074530 株式会社ジャパーナ

35

Ｃｉｔｙ Ｂｒａｋｅ Ａｓｓｉｓｔ

通常:
標準

2012/9/14 2012-074565 本田技研工業株式会社

09,12

12,16
36

ＱＵＡＲＴＥＲ ＳＰＯＲＴＳ＼
クォータースポーツ

通常

2012/9/14 2012-074616 スズキ株式会社

35

37

千歳アウトレットモール・レラ

分割

2012/9/14 2012-074707 千歳マネージメント有限会社

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

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

指定商品・役務
【35】ビジネスアドミニストレーションサービス，ビジネスマネジメントサービス，レストラン・カ
フェ・コーヒー店及び軽食堂の設立及び／またはオペレーションにおける専門的な支援の
提供，その他のフランチャイズサービス，コーヒー・茶・ココア・フルーツジュースを含むア
ルコール分を含まない飲料・ベジタブルジュース・水・包装された食品・調理された食品・栄
養サプリメント・ダイエットサプリメント・電気器具・非電気器具・家庭用品・台所用品・腕時
計・ストップウォッチ・書籍・ミュージカルレコーディング・ブランクブックス・書籍・トートバッ
グ・パース・ブリーフケース・ブックバッグ・バリース・傘・布から作られる全ての商品・プラス
チックから作られる全ての商品・レザーから作られる全ての商品・レザー製のキーフォブ・
被服・ヘッドウエア・キャップ・ハット・ゲーム及びパズルの分野の小売サービス，コーヒー・
茶・ココア・フルーツジュースを含むアルコール分を含まない飲料・ベジタブルジュース・
水・包装された食品・調理された食品・栄養サプリメント・ダイエットサプリメント・電気器具・
非電気器具・家庭用品・台所用品・腕時計・ストップウォッチ・書籍・ミュージカルレコーディ
ング・ブランクブックス・書籍・トートバッグ・パース・ブリーフケース・ブックバッグ・バリース・
傘・布から作られる全ての商品・プラスチックから作られる全ての商品・レザーから作られ
る全ての商品・レザー製のキーフォブ・被服・ヘッドウエア・キャップ・ハット・ゲーム及びパ
ズルの分野の卸売ディストリビューターシップサービス・卸売店サービス・卸売オーダー
サービス及びその他の卸売サービス，コーヒー・茶・ココア・フルーツジュースを含むアル
コール分を含まない飲料・ベジタブルジュース・水・包装された食品・調理された食品・栄養
サプリメント・ダイエットサプリメント・電気器具・非電気器具・家庭用品・台所用品・腕時計・
ストップウォッチ・書籍・ミュージカルレコーディング・ブランクブックス・書籍・トートバッグ・
パース・ブリーフケース・ブックバッグ・バリース・傘・布から作られる全ての商品・プラス
チックから作られる全ての商品・レザーから作られる全ての商品・レザー製のキーフォブ・
被服・ヘッドウエア・キャップ・ハット・ゲーム及びパズルの分野におけるメールオーダー
【12】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。），船舶並びにその部品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動
車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤ
カー，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片

【09】自動車用モニター，乗物用衝突防止又は衝撃防止用レーザーレーダー，コンピュー
ターユーティリティープログラム，乗物用ブレーキ・エンジン等の電子制御装置，乗物用赤
外線センサー，乗物用衝突防止又は衝撃防止用車間距離測定装置
【12】自動車，陸上用の乗物用の機械要素，乗物用接近警報装置
【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。）
【16】カーステッカー

【35】不動産開発事業の管理，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，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，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，加工食料品の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，畳類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，農耕用品の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，印刷物の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，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，たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供 建築材料の小売又は卸売の業務において行わ

13／25

今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.09～2012.09.15.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35,39,43,44

38

ｄマーケット

通常:
標準

2012/9/14 2012-074801 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

35,39,43,44

39

ｄｍａｒｋｅｔ

通常:
標準

2012/9/14 2012-074802 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

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

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

指定商品・役務
【35】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の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，畳類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及
び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及
び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧
品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，印刷物の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，運動具の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，楽器及びレコードの小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供 写真機械器具及び写真材料の小売又は
【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，畳類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及
び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及
び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧
品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，印刷物の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，運動具の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，楽器及びレコードの小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供 写真機械器具及び写真材料の小売又は
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.09～2012.09.15.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35,39,43,44

40

ｄ

通常

2012/9/14 2012-074842 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

41

ＭＡＲＣＨＡＬ

通常:
標準

2012/9/14 2012-074876 株式会社パステルロード

42

ＥｙｅＳｔｙｌｅ

通常:
標準

2012/9/11 2012-077110 株式会社イービジョン

43

44

45

乙鈴

ＳＴＲＡＴＯＢＵＳ

ＢＥＶＥＬ

通常

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常:
標準

12

35

指定商品・役務
【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，畳類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，葬祭用具の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及
び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及
び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧
品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，印刷物の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，運動具の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，楽器及びレコードの小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供 写真機械器具及び写真材料の小売又は
【12】自動車，自動車の部品及び附属品，二輪自動車，二輪自動車の部品及び附属品，
自動車用バックミラー，自動車用サイドミラー，自動車用方向指示器，自動車用テールラ
ンプ，二輪自動車用サイドミラー，二輪自動車用方向指示器，二輪自動車用テールラン
プ，二輪自動車用エンジンカバー
【35】小売店又はインターネットによるコンタクトレンズ，眼鏡，被服，家具，日用品，電気器
具，通信機械器具，宝飾品の販売

12

【12】警音器

12

【12】Apparatus for locomotion by air namely stratospheric vehicles, space vessels,
airships, rockets for space vehicles and satellites.
【12】空中の移動用装置（、？）すなわち成層圏用乗物，宇宙船，飛行船，宇宙船用及び衛
星用のロケット

09

【09】Eyeglass frames; sunglasses.
【09】眼鏡用枠，サングラス

2012/9/13 2012-078492 佐藤 純子

2012/9/13 2012-359184

ＴＨＡＬＥＳ ＡＬＥＮＩＡ ＳＰＡＣＥ ＦＲ
ＡＮＣＥ

2012/9/14 2012-359327 Ｉｎｃｉｔｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ， Ｉｎｃ．

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

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

46

47

48

商標（見本）

商標

Ｆｒｅｓｈ

ｉｌｌｕｍｉｎ

種別
マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常

ＢＯＵＮＣＥ－ＷＡＬＬ

マド
プロ:
通常:
標準

ＬＩＦＥＣＡＭ ＤＩＲＥＣＴＯＲ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【22】Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins, sacks and bags (not included in other
classes).
【22】ロープ，ひも，網，テント，オーニング，ターポリン、雨覆い，袋（他の類に属するものを
除く。）

22

【22】Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins, sacks and bags (not included in other
classes).
【22】ロープ，ひも，網，テント，オーニング，ターポリン、雨覆い，袋（他の類に属するものを
除く。）

09

【09】Accessories for photographic and cinematographic apparatus, namely mounting
devices designed to be attached to cinematographic and photographic apparatus, in
particular holding arms, for attachments, in particular light reflectors, flash and
illumination apparatus and lamps, and light diffusers; Lighting apparatus and apparatus for
influencing light, being accessories for photographic and cinematographic apparatus, in
particular light reflectors, light diffusers, flash and illumination apparatus, including the
aforesaid equipment and apparatus together with mounting devices for connecting to
photographic or cinematographic apparatus.
【09】写真用及び映画用機器の付属品、すなわち写真用及び映画用機器に取り付けるた
めに設計された取り付け装置，特に付属品用の保持用アーム，特に光反射板・フラッシュ
及び照明用機器及びランプ及び照明用散光器，写真用及び映画用機器用の付属品とし
ての照明用機器及び照明に影響を与えるための機器，特に光反射板・照明用散光器・フ
【09】Computer hardware, namely, computer peripherals; webcams.
【09】コンピュータハードウエア、すなわちコンピュータ周辺機器，ウェブカム（インターネット
に接続して利用するビデオカメラ）

2012/9/10 2012-359330 ＤＥＣＡＴＨＬＯＮ

2012/9/10 2012-359331 ＤＥＣＡＴＨＬＯＮ

2012/9/10 2012-359375 Ｇｅｌｌｅｒ，Ｗｏｌｆｇａｎｇ－Ｐｅｔｅｒ

09
49

50

51

ｓｋｙｖｉｅｗ

Ｂｏｄｉｎｏ

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常

指定商品・役務

22

2012/9/14 2012-359545 Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

22

【22】Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins, sacks and bags (not included in other
classes).
【22】ロープ，ひも，網，テント，オーニング，ターポリン、雨覆い，袋（他の類に属するものを
除く。）

03,09,14,16,18

【03】Perfumery, perfumes, eau de Cologne, essential oils, soaps, cosmetic skin
preparations, creams, lotions, deodorants.
【09】Optical goods; spectacles, sunglasses, cases, containers, chains and cords for
spectacles and sunglasses, frames for spectacles and sunglasses, magnifying glasses.
【14】Cuff links, tie clips, rings, bracelets, earrings, necklaces, brooches; watches,
chronometers, clocks, watch bands, watch straps, boxes and cases of precious metal for
jewelry and timepieces.
【16】Printed matter (printing products), writing instruments, bags for writing instruments;
gift boxes containing writing instruments; ink and refills, stationery; writing cases,
personal organizers, desk sets, pens, pencils; pen and pencil holders; paperweights,
newspapers, inkwells and inkstands; pouches for passports, checkbook holders, pouches
for checkbooks; pen and pencil cases; document cases and holders, albums; nibs; money
clips.

2012/9/10 2012-359676 ＤＥＣＡＴＨＬＯＮ

2012/9/13 2012-359748 Ｇｉａｍｐｉｅｒｏ Ｂｏｄｉｎｏ 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/
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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
03,09,14,16,18

52

Ｇｉａｍｐｉｅｒｏ Ｂｏｄｉｎｏ

マド
プロ:
通常

2012/9/13 2012-359749 Ｇｉａｍｐｉｅｒｏ Ｂｏｄｉｎｏ ＡＧ

09

53

ＧＡＴＥＷＡＹ ＥＸＰＥＲＩＥＮＣＥ

マド
プロ:
通常:
標準

ＡＸＩＣＯＭ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/14 2012-359767 Ｉｎｔｅｒｓｔａｔｅ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ， Ｉｎｃ．

09,17
54

2012/9/13 2012-359803

Ｔｙｃｏ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｇ
ｍｂＨ

09,16,35,41

55

Ｓｔｒａｔｅｇｙｚｅｒ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/14 2012-359826

Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｍｏｄｅｌ Ｆｏｕｎｄｒｙ Ｇｍ
ｂＨ

06,08,21

56

ＣＲＩＳＴＥＬ＼ＦＲＡＮＣＥ

マド
プロ:
通常

2012/9/13 2012-359828 ＣＲＩＳＴＥＬ

※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
【03】Perfumery, perfumes, eau de Cologne, essential oils, soaps, cosmetic skin
preparations, creams, lotions, deodorants.
【09】Optical goods; spectacles, sunglasses, cases, containers, chains and cords for
spectacles and sunglasses, frames for spectacles and sunglasses, magnifying glasses.
【14】Cuff links, tie clips, rings, bracelets, earrings, necklaces, brooches; watches,
chronometers, clocks, watch bands, watch straps, boxes and cases of precious metal for
jewelry and timepieces.
【16】Printed matter (printing products), writing instruments, bags for writing instruments;
gift boxes containing writing instruments; ink and refills, stationery; writing cases,
personal organizers, desk sets, pens, pencils; pen and pencil holders; paperweights,
newspapers, inkwells and inkstands; pouches for passports, checkbook holders, pouches
for checkbooks; pen and pencil cases; document cases and holders, albums; nibs; money
clips.
【09】Digital media, namely, downloadable audio files featuring music and content for aiding
expanded awareness and self-discovery, stress management, fear control, positive
thinking, communication with others, improving performance and profound relaxation;
prerecorded compact discs featuring instructions and materials for aiding expanded
awareness and self-discovery, stress management, fear control, positive thinking,
communication with others, improving performance, and profound relaxation.
【09】デジタル式媒体、すなわち拡張した意識及び自己の発見・ストレス管理・恐怖のコント
ロール・前向きな思考・他者との交流・業績の向上及び心からのリラックスを支援する音楽
及びコンテンツを特徴とするダウンロードできるオーディオファイル，拡張した意識及び自
己の発見・ストレス管理・恐怖のコントロール・前向きな思考・他者との交流・業績の向上
及び心からのリラックスを支援する指導及び教材を特徴とする記録済みのコンパクトディ
【09】Electric switches and relays.
【17】Hollow core insulators; insulators and insulating materials (electricity), namely fiber
reinforced tubing for insulating purposes, silicon sheds for insulators, flanges made of
metal and/or fiber reinforced epoxy resins for insulating purposes, insulating switching
rods.
【09】電気用スイッチ及び継電器
【17】中空コア絶縁装置，電気の絶縁装置及び絶縁材料、すなわち絶縁用の繊維で強化
されたチューブ，絶縁装置用のシリコン製シェッド，絶縁用の金属製及び／又は繊維で強
化された ポキシ樹脂製のフランジ
絶縁用の開閉ロ
ド
【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;
compact disks, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers;
software; fire-extinguishing apparatus.
【16】Paper, cardboard and goods made from these materials, included in this class;
printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives (glues) for
stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional or teaching material (except apparatus); plastic
【06】Baskets of stainless steel.
【08】Hand-operated hand tools and implements, non-electric cutlery, forks and spoons
other than for fishing and for medicines.
【21】Utensils and containers for the kitchen and table (not of precious metal) and
especially saucepans, frying pans, saute pans, fish kettles, egg poachers, strainers with
handles and with bases, non-electric pressure cookers and steam cookers, hot pots,
cooking pots, stew pans, non-electric deep fryers, non-electric coffee pots, non-electric
kettles, milk jugs, dishes, table mats, serving trays, bread baskets and plates, kitchen
paper dispensers, drainers, ladles, removable handles for kitchen utensils and containers,
storage racks (bars) for pans, lids, handles and any other kitchen utensils, tableware not
of precious metal, glass (containers) and glassware for the table, kitchen and home, nonelectric utensils and containers for the kitchen and home.
【06】ステンレス鋼製のかご
【08】手動式の手持工具及び器具，非電気式の刃物類，フォーク及びスプーン（釣り用及
び医療用のものを除く）
【21】台所用及び食卓用の器具及び容器（貴金属製のものを除く）及び特にシチューなべ，
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.09～2012.09.15.xls
No.

57

58

59

商標（見本）

商標

種別

Ｓｏｕｎｄａｂｉｌｉｔｙ

マド
プロ:
通常:
標準

ＰＨＯＬＩＣＡＴ

マド
プロ:
通常:
標準

ＩＭＣ‐ＨＡＬＬ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

2012/9/10 2012-359886

出願人／権利者

区分

【09】Electrical signaling, measuring, counting, recording, monitoring, open and closed loop
control and switching devices; electrical data input, processing, transmission, storage and
output devices; data processing programs.
【10】Medical hearing aids and parts therefor.
【09】信号用・測定用・計数用・記録用・監視用・開閉ループ制御用及び開閉用の電気装
置，データの入力・処理・送信・保存及び出力用の電気装置，データ処理用プログラム
【10】医療用補聴器及びその部品

01,09

【01】Chemical products for cathodes, batteries, electric batteries and storage batteries.
【09】Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity; batteries for lighting, anode batteries, electric
batteries, electric cells, electric relays, cathodes.
【01】陰極用・電池用・電槽用及び蓄電池用の化学品
【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，点灯用電池，陽極
電池，蓄電池，電池，継電器，陰極

09

【09】Sensors and measuring devices with integrated magnetic field concentrators;
sensors and measuring devices with integrated magnetic field concentrators and
magnetic field sensors; sensors and measuring devices with integrated magnetic field
concentrators and Hall effect components; sensors and measuring devices for magnetic
fields, current, positions, angles, rotation positions; displacement sensors; angle sensors;
angular encoders; rotation sensors; rotary stepping switches; contactless potentiometers;
contactless switches; proximity sensors.
【09】統合型磁場集約装置が付いたセンサー及び測定装置，統合型磁場集約装置及び磁
場センサーが付いたセンサー及び測定装置，統合型磁場集約装置及びホール効果構成
要素が付いたセンサー及び測定装置，磁場・電流・位置・角度・回転位置用のセンサー及
び測定装置，変位センサー，角度センサー，角度用エンコーダー，回転センサー，回転式
【09】Computers; tablet computers; laptop computers; mobile computers; reader for ebooks and other electronic publications; computer peripherals; wireless computer
peripherals; mobile communications modules for use with tablet computers; headphones;
audio speakers; computer keyboards; computer mouse; webcams; digital pens; power
cords; battery chargers; electrical cables and cord sets; electronic docking stations;
computer docking stations; adapters for use with computers and computer peripherals;
USB hardware devices; carrying cases and holders for electronic equipment, namely,
tablet computers, laptop computers, mobile computers, computer peripherals, readers for
e-books and other electronic publications, and computer accessories.
【09】コンピュータ，タブレット型コンピュータ，ノートブック型コンピュータ，持ち運びできるコ
ンピュータ，電子書籍及び他の電子出版物の読み取り装置，コンピュータ周辺機器，無線
コンピュータ周辺装置，タブレット型コンピュータ用の移動通信用モジュール，ヘッドホー
ン，オーディオスピーカー，コンピュータ用キーボード，コンピュータのマウス，ウェブカム
（インターネットに接続して利用するビデオカメラ），デジタルペン，電源コード，バッテリー
チャージャー，電気ケーブル及び電気コードのセット，電子式ドッキングステーション，コン
ピュータ用ドッキングステーション，コンピュータ用及びコンピュータ周辺装置用のアダプ
【09】Computers, computer hardware, namely magnetic tape units (data processing
equipment), magnetic tapes, printed circuits, integrated circuits, computer keyboards,
compact disks (audio-video), optical disks, couplers (data processing equipment), floppy
disks, magnetic data media, video screens, scanners, printers for use with computers,
interfaces (data processing equipment), readers (data processing equipment), software
(recorded programs), microprocessors, modems, monitors (hardware), computers,
computer memories, computer peripheral devices, recorded computer programs and
software, adapters for computers, computer components, data processing equipment,
semiconductors, machine-usable electronic data media, magnetic disks, hard disk units,
magnetic tape recorders, calculating machines, cash registers, facsimile machines, video
recorders, videotapes, cells and batteries, computer chips, integrated circuit boards,
computer accessories, namely communications servers, cases for transporting

Ｓｉｅｍｅｎｓ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ
Ｐｔｅ． Ｌｔｄ．

2012/9/11 2012-359900 ＢｅＬｉｆｅ， ｓｏｃｉeｔe ａｎｏｎｙｍｅ

2012/9/12 2012-359961 Ｍｅｌｅｘｉｓ Ｔｅｓｓｅｎｄｅｒｌｏ ＮＶ

09

60

ＶＡＰＯＲＭＧ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/14 2012-359981 Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

09,37,42

61

ＰＵＲＥＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/13 2012-360146

※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

09,10

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｍａｃｈｉｎ
ｅｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
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No.

62

63

64

65

66

商標（見本）

商標

種別

ＧＥＰＰ

マド
プロ:
通常:
標準

Ａ．Ｌ．ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ

マド
プロ:
通常:
標準

Ａ．Ｌ．ＦＩＬＴＥＲ

マド
プロ:
通常:
標準

Ａ．Ｌ．ＧＲＯＵＰ

マド
プロ:
通常:
標準

ＢＯ４

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【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

07,11,12

【07】Filters; all included in this class.
【11】Filters; all included in this class.
【12】Filters; all included in this class.
【07】ろ過器（すべて本類に属するものである。）
【11】フィルター（全て本類に属するものである。）
【12】フィルター（すべて本類に属するものである。）

07,11,12

【07】Filters; all included in this class.
【11】Filters; all included in this class.
【12】Filters; all included in this class.
【07】ろ過器（すべて本類に属するものである。）
【11】フィルター（全て本類に属するものである。）
【12】フィルター（すべて本類に属するものである。）

07,11,12

【07】Filters; all included in class 7.
【11】Filters; all included in class 11.
【12】Filters; all included in class 12.
【07】ろ過器（全て第７類に属するものである。）
【11】フィルター（全て第１１類に属するものである。）
【12】フィルター（全て第１２類に属するものである。）

07,12,37

【07】Machines and machine tools; motors and engines (other than for land vehicles);
machine coupling and transmission components (other than for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated; incubators for eggs; automatic distribution
machines.
【12】Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water.
【37】Construction; repair; installation services.
【07】機械及び工作機械，原動機（陸上の乗物用のものを除く。），機械継手及び伝導構成
部品（陸上の乗物用のものを除く。），農業用器具（手動式のものを除く。），ふ卵器，自動
分配システム
【09】Computer software distributed online or recorded and downloadable, computer
programs and recorded software distributed online or recorded and downloadable; prerecorded, electronic publications, including those sold and distributed online; electronic
newsletters; instructional materials in electronic form supplied online, accessories, parts
and fittings for all of the aforesaid goods in this class.
【38】Provision of access to computer databases; leasing access time to a computer
database.
【42】Computer services, namely hosting and maintaining an on-line web site for others to
collaboratively develop software; hosting an on-line community web site featuring a
distributed control system for the collaborative development of software; consulting
services in the field of design and development of computer software; software
application service provider; computer software design; installation, modification and
【12】Land vehicles, in particular trucks, and their integral parts, not including tyres and
not including motorcycles and their parts; transmissions and engines for vehicles, not
including motorcycles.
【12】陸上の乗物，特にトラック及びそれらの一体部品（タイヤ及びオートバイ及びそれらの
部品を除く），乗物用の伝導装置及びエンジン（オートバイを除く）

2012/9/13 2012-360468 ＤＳＥＣ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

2012/9/9

2012/9/9

2012/9/9

2012-360486 Ａ．Ｌ． ＦＩＬＴＥＲ ＣＯ． ＬＩＭＩＴＥＤ

2012-360487 Ａ．Ｌ． ＦＩＬＴＥＲ ＣＯ． ＬＩＭＩＴＥＤ

2012-360488 Ａ．Ｌ． ＦＩＬＴＥＲ ＣＯ． ＬＩＭＩＴＥＤ

2012/9/12 2012-360539 ｅｌｍｏｖｅ ＡＧ

09,38,42

67

マド
ＳｏｕｒｃｅＴｒｅｅ＼ｂｙ ＡＴＬＡＳＳＩ
プロ:
ＡＮ
通常

68

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/11 2012-360598 ＡＴＬＡＳＳＩＡＮ ＰＴＹ ＬＴＤ

12
Ｉ－ＴＯＲＱＵＥ

2012/9/12 2012-360736 Ｖｏｌｖｏ Ｔｒｕｃｋ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

※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
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No.

69

70

商標（見本）

商標

ＨＹＰＥＲＧＥＬ

§ＲａｉｎＳａｆｅ

種別
マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常

出願日

出願番号

2012/9/10 2012-360807

2012/9/11 2012-360843

出願人／権利者

区分

【09】Contact lenses; non-ionic hydrogel contact lenses; containers for contact lenses;
optical measuring apparatus and instruments; eye pieces; optical lenses; spectacles;
eyeglasses.
【09】コンタクトレンズ，ハイドロゲルコンタクトレンズ（イオン性のものを除く。），コンタクトレ
ンズ用容器，光学測定用機器，接眼レンズ，光学レンズ，眼鏡，眼鏡

11,32,37

【11】Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes; water treatment apparatus for water
purification; rainwater treatment and purification apparatus; rainwater supply apparatus.
【32】Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit
beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages; bottled
water.
【37】Building construction; repair; installation services; maintenance services of water
treatment apparatus for water purification; maintenance services of rain water
purification apparatus.
【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，浄水用水処理装置，雨水の処理用及び浄化用機器，雨水供給機器
【32】ビール，ミネラルウォーター，炭酸水及びその他のアルコールを含有しない飲料，果
実飲料，シロップその他の飲料製造用調製品，容器入り飲料水
【09】Bags for cameras and photographic equipment; batteries; battery chargers; battery
packs; carrying cases for cell phones; cases for mobile phones; leather protective covers
specially adapted for personal electronic devices; power adapters; specialty holster for
carrying cellular phones, pagers, and/or personal digital assistants; straps for mobile
phones.
【09】カメラ用及び写真機械器具用バッグ，蓄電池，バッテリーチャージャー，バッテリー
パック，セル方式の携帯電話用携帯ケース，携帯電話機用ケース，個人用電子式装置専
用の革製の保護用カバー，電源アダプター，セルラー式電話機・ポケットベル及び／又は
携帯情報端末の持ち運び用の特殊なホルスタ
携帯電話機用ストラ
プ
【08】Hand
tools and implements (hand-operated); cutlery;
side arms; razors.

ＢＡＵＳＣＨ ＆ ＬＯＭＢ ＩＮＣＯＲＰ
ＯＲＡＴＥＤ

Ｏｚｏｎｅ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ Ｉｒｅｌａｎｄ Ｌｉｍｉ
ｔｅｄ

09
71

§ｉ

マド
プロ:
通常

ＲＯＣＯＯＬ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/14 2012-360901

ＫＫＬ （ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥ
Ｄ

08,09
72

2012/9/12 2012-360904 ＲＯＴＨＥＮＢＥＲＧＥＲ ＡＧ

06

73

ｐｏｓｃｏ

マド
プロ:
通常

2012/9/11 2012-360906 ＰＯＳＣＯ

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

指定商品・役務

09
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【09】Portable test apparatus; hydraulic system testing units; leak test instruments;
apparatus for testing seals; vacuum climatic testing apparatus.
【08】手持ちの工具及び器具（手動式のもの），刃物類，携帯用武器，かみそり
【09】持ち運べる試験機器，油圧式システムの試験用ユニット，漏れ試験用器具，密封の
検査用機器，真空の気候検査用機器

【06】Metal pipes and tubes; common metals and their alloys; unwrought or semi-wrought
common metals; ores of metal; unwrought or semi-wrought iron; unwrought or semiwrought steel; steel wire; steel; steel pipes; steel sheets; alloys of common metal;
unwrought or semi-wrought non-ferrous metals; metallic materials for exclusive use in
building or construction; foundry molds of metal; window frame system unit of metal;
barrels of metal; roofing of metal; signboards of metal; buildings of metal; reinforcing
materials of metal for building; galvanized steel sheets; stainless steels; nickel and its
alloys; magnesium and its alloys; zinc and its alloys; titanium and its alloys.
【06】金属製管及びチューブ，一般の金属及びその合金，未加工又は半加工の金属，金
属鉱石，未加工又は半加工の鉄，未加工又は半加工の鋼，鋼線，鋼，鋼管，鋼製シート，
鉄合金及び非鉄金属の合金，未加工又は半加工の非鉄金属，専ら建築用又は建設用の
金属製材料，金属製鋳型，金属製の窓枠システムユニット，金属製たる，金属製屋根材
料，金属製看板，金属製建築物組立セット，建築用金属製補強材料，亜鉛メッキ鋼板，ス
テンレス鋼，ニッケル及びニッケル合金，マグネシウム及びマグネシウム合金，亜鉛及び
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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
09,18,25

74

Ｋｕｂｏｒａｕｍ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/10 2012-360968

Ｋｕｂｏｒａｕｍ Ｂｅｒｌｉｎ Ｇｒａｚｉｏｔｉｎ Ｅ
ｕｓｅｂｉ Ｐｉｎｃｉｎ ＧｂＲ

24,27
75

Ｆｉｇｈｔｆｌｏｏｒ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/10 2012-361077 Ｂｅｎｅｃｋｅ－Ｋａｌｉｋｏ ＡＧ

12,18,25

76

§ＩＴＡＬＩＡ ＶＥＬＯＣＥ

マド
プロ:
通常

ＲＡＢＡＧＬＩＡ Ｍａｓｓｉｍｉｌｉａｎｏ
2012/9/14 2012-361115 ＣＨＩＡＰＰＯＮＩ Ｍａｓｓｉｍｏ
ＧＲＡＮＤＥ Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ

09

77

マド
プロ:
通常

78

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/13 2012-361116

Ｒｅｄｒｏｋｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＩＰ Ｐｔｙ
Ｌｔｄ

09
ｏｍｎｉＳＨＡＰＥＳ

ｅｙｅｖｉｓ Ｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ ｆuｒ Ｐｒｏｊｅｋｔ
2012/9/14 2012-361141 ｉｏｎｓ－ ｕｎｄ Ｇｒｏssｂｉｌｄｔｅｃｈｎｉｋ
ｍｂＨ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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指定商品・役務
【09】Spectacles, spectacle frames, spectacle cases; spectacle glasses, sunglasses.
【18】Leather and imitations of leather and goods made of these materials, in particular
hand bags; beach bags; shopping bags; trunks and suitcases; travelling bags; beauty
cases; school bags and satchels; purses; wallets; key cases of leather or leather
imitations; umbrellas; parasols; whips, harness and saddlery.
【25】Clothing, namely T-shirts, sweat shirts, shirts, shorts, pants, slacks, overalls, vests,
jackets, coats, rainwear, underwear, sleepwear, robes, swimwear, visors, scarves,
headbands, ties, socks, shoes, boots, sneakers, beach shoes, sandals, gloves, suspenders,
belts; headwear.
【09】眼鏡，眼鏡用枠，眼鏡用容器，眼鏡用レンズ，サングラス
【18】革及び人工皮革並びにこれらの材料からなる商品，特にハンドバッグ，ビーチバッ
グ，買物袋，トランク及びスーツケース，旅行かばん，化粧道具入れ，通学用かばん，財
布，財布，革製又は人工皮革製のキーケース，傘，日傘，むち，引き革及び馬具類
【25】被服、すなわちティーシャツ，スウェットシャツ，ワイシャツ類及びシャツ，ショートパン
ツ及びショーツ，ズボン及びパンツ，スラックス，オーバーオール，ベスト，ジャケット，コー
ト，雨着，下着，寝巻き，ローブ，水泳着，バイザー，スカーフ，ヘッドバンド，ネクタイ，ソッ
クス，靴及び運動用特殊靴，ブーツ，スニーカー，ビーチシューズ，サンダル靴及びサンダ
【24】Tapestry (wall hangings) made of textile material.
【27】Carpets, rugs, mats, linoleum and other floor coverings made of rubber, plastic or
textile material; wall hangings (non-textile).
【24】織物製タペストリー（壁掛け）
【27】ゴム・プラスチック又は織物材料からなるじゅうたん・ラグ・マット・リノリウム及び他の
床用敷物，壁掛け（織物製でないもの）

【12】Bicycles and their spare parts.
【18】Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not
included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.
【25】Clothing, footwear, headgear.
【12】自転車及びその予備部品
【18】革及び人工皮革並びにこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの，獣
皮，トランク及び旅行用バッグ，傘，日傘及びつえ，むち，引き革及び馬具類
【25】被服，履物及び運動用特殊靴，帽子
【09】Headphones and earphones; headsets being headphones or earphones with
microphones for use with cellular or mobile phones; headphone and earphone cushions
and pads; extension cables for headphones and earphones; carrying bags for headphones
and earphones; cases for headphones and earphones; portable audio speakers for use
with cellular or mobile phones, MP3 players and portable audio and video devices; audio
speakers for use with computers; connecting cables, chargers and docks for MP3 players
and portable audio and video devices; computer cables; audio cables.
【09】ヘッドホーン及びイヤホーン，セルラー式電話機用又は移動電話機用のマイクロホン
付きのヘッドホーン及びイヤホーンとしてのヘッドセット，ヘッドホーン用及びイヤホーン用
クッション及びパッド，ヘッドホーン用及びイヤホーン用の延長用のケーブル，ヘッドホン用
及びイヤホン用の持ち運びかばん，ヘッドホン用及びイヤホン用のケース，セルラー式電
話機用又は移動電話機用・ＭＰ３プレーヤー用並びに携帯用のオーディオ用及びビデオ
用の装置用の持ち運べるオーディオスピーカー，コンピュータ用のオーディオスピーカー，
接続用ケーブル，ＭＰ３プレーヤー用及並びに携帯用のオーディオ用及びビデオ用の装
置用の充電器及びドック，コンピュータケーブル，オーディオ用ケーブル
【09】Rear projection screens; split screens and video walls.
【09】背面投影スクリーン，分割画面スクリーン及びビデオウォール
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No.

79

80

商標（見本）

商標

ＩＦＩＬＴＥＲ

§ｓｍａｒｔｌｙｎｋ

種別
マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常

出願日

2012/9/9

出願番号

出願人／権利者

区分

【07】Filters, all included in class 7.
【11】Filters; all included in class 11.
【12】Filters; all included in class 12.
【07】ろ過器，全て第７類に属するもの
【11】フィルター，全て第１１類に属するもの
【12】フィルター，全て第１２類に属するもの

09

【09】Capsule microphones; hand microphones with directional characteristic; headphonemicrophone combinations; headphones for microphones; microphone buttons; microphone
mixers; microphones; microphones for record players; motion control booms for use with
microphones; sound reproducing apparatus with microphone; tripods for microphones;
playback devices for audio tapes; audio amplifiers; integrated audio amplifiers; control
boxes for headphones; headphones for audio apparatus; headphones for microphones;
plug adaptors for headphones; stereophonic apparatus incorporating headphones for
personal use; two-way plugs for headphones.
【09】カプセル式マイクロホン，指向性のあるハンドマイクロホン，ヘッドホーン及びマイクロ
ホン兼用機，マイクロホン用ヘッドホン，マイクロホン用ボタン，マイクロホン用ミキサー，マ
イクロホン，レコードプレーヤー用マイクロホン，マイクロホン用のモーションコントロール用
ブーム，マイクロホン付きの音響再生機器，マイクロホン用三脚，オーディオテープ用再生
装置，オーディオ機器用アンプ，統合式のアンプ，ヘッドホン用制御ボックス，オーディオ機
器用ヘッドホン，マイクロホン用ヘッドホン，ヘッドホン用の差し込み式アダプター，個人用
のヘッドホンと一体化した立体音響機器，ヘッドホン用の双方向プラグ
【09】Electrical transformers; electrical adapters; computer software; electric batteries;
photovoltaic cells; apparatus for measuring the strength of concrete structures; balance
testers; remote control telemetering machines and apparatus; electrical controlling
devices; remote control apparatus; semi-conductors; light emitting diodes; integrated
circuits; electronic circuit boards; luminous or mechanical signaling panels; light emitting
electronic pointers; metallic material testers; physical and chemical laboratory apparatus
and instruments; electrical relays and transformers; anode batteries; fuel cells; operating
system programs.
【09】変圧器（電気用のもの），電気アダプター，コンピュータソフトウエア，蓄電池，光電
池，コンクリート構造物の強度測定用機器，バランス試験装置，遠隔制御式の遠隔測定用
機械及び機器，電気制御装置，遠隔制御装置，半導体，発光ダイオード，集積回路，電子
回路基盤，発光式又は機械式の標識板，光発出方式の電子ポインタ，金属材料試験装
【09】Laboratory centrifuges, centrifuge rotors, centrifuge rotor buckets and inserts; parts
and accessories of all aforementioned goods.
【09】実験室用遠心分離機，遠心分離機ローター，遠心分離機ローター用のバケツ及びイ
ンサート，前述の全ての商品の部品及び付属品

2012-361340 Ａ．Ｌ． ＦＩＬＴＥＲ ＣＯ． ＬＩＭＩＴＥＤ

2012/9/14 2012-361358 Ｍｙ Ｍｙｋ Ｐｔｙ Ｌｔｄ

09

81

ｐｏｓｃｏ

マド
プロ:
通常

2012/9/11 2012-361361 ＰＯＳＣＯ

09
82

ＢＩＯＦＬＥＸ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/13 2012-361449 Ｔｈｅｒｍｏ Ｅｌｅｃｔｒｏｎ ＬＥＤ ＧｍｂＨ

09
83

ＬＹＮＸ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/13 2012-361450 Ｔｈｅｒｍｏ Ｅｌｅｃｔｒｏｎ ＬＥＤ ＧｍｂＨ

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

指定商品・役務

07,11,12

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【09】Laboratory centrifuges; parts and accessories for laboratory centrifuges.
【09】実験室用遠心分離機，実験室用遠心分離機用の部品及び付属品
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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
09,16,18,25,35,41

84

ＥＲＯＳ ＲＡＭＡＺＺＯＴＴＩ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/13 2012-361645 ＲＡＤＩＯＲＡＭＡ Ｓ．Ｒ．Ｌ．

09

85

ＬＩＧＨＴＴ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/14 2012-361660 Ｌｉｇｈｔｔ Ｉｎｃ．

35

86

ＰＯＳＣＯ

マド
プロ:
通常

2012/9/11 2012-361742 ＰＯＳＣＯ

03,09,14,18,25

マド
プロ:
通常

87

2012/9/14 2012-361754 ＲＥＤＥＭＰＴＩＯＮ Ｓ．Ｒ．Ｌ．

07,12
88

§ＳＡｉ

マド
プロ:
通常

2012/9/11 2013-350021

※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。

Ｓ．Ａ．Ｉ． Ｓｏｃｉｅｔa Ａｐｐａｒｅｃｃｈｉａｔ
ｕｒｅ Ｉｄｒａｕｌｉｃｈｅ Ｓ．Ｐ．Ａ．

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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指定商品・役務
【09】Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs,
dvds and other digital recording media; coin-operated mechanisms; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and computers, software; computer
software; fire-extinguishing apparatus.
【16】Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other
classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus);
【09】Downloadable software in the nature of a mobile application for social networking;
downloadable software in the nature of a mobile application for real-time wireless
delivery of data, messages, location data, images, links, text and other data related
thereto; downloadable computer software and mobile software applications to enable the
capture, access, modification, management and transmission of images and associated
content such as location data, text, data and sound, via the Internet and other global
communications networks; computer software used to enhance the graphic, visual, and
data display capabilities of other's software and Internet websites, as well as used to
enhance the social networking and cloud capabilities of others' software and Internet
websites; downloadable software for use in placing online advertisements, for use in
creating advertisements for business promotion purposes, for connecting social network
users with businesses, and for use in market research and market data analytics
【35】Wholesale services for chemical preparations for industrial or scientific purposes,
paints, gaseous fuels, liquid fuels, solid fuels, electrical energy, pharmaceuticals, steel
sheets, steel wire, steels, generators, metalworking machines, engineering machinery,
stone working machines, hand-operated hand tools, electrical transformers, computer
software, light emitting diodes, medical apparatus and instruments, electric lighting
apparatus, industrial furnaces, parts and accessories for automobiles, automobile engines,
office requisites except furniture, papers, books, unprocessed non-metallic minerals for
building or construction purposes, non-metallic materials for building, signboards of
plastic, animal foodstuffs; retail services for chemical preparations for industrial or
scientific purposes, paints, gaseous fuels, liquid fuels, solid fuels, electrical energy,
pharmaceuticals, steel sheets, steel wire, steels, generators, metalworking machines,
【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
【09】Motorcycle helmets; 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;
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus.
【14】Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith,
not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric
【07】Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine
coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; incubators for eggs; automatic vending machines.
【12】Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water.
【07】機械及び工作機械，原動機（陸上の乗物用のものを除く。），機械用の継手及び伝導
装置の構成部品（陸上の乗物用のものを除く。），農業用器具（手動式のものを除く。），ふ
卵器，自動販売機
【12】乗物，陸上，空中，又は水上の移動用の装置
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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
07,09,37,41,42

89

ＵＮＩＴＥＤ ＧＲＩＮＤＩＮＧ

マド
プロ:
通常

2012/9/13 2013-350038 Ｋoｒｂｅｒ Ｓｃｈｌｅｉｆｒｉｎｇ ＧｍｂＨ

24,26,27

90

ＢＯＳＳ ＨＵＧＯ ＢＯＳＳ

マド
プロ:
通常:
標準

ＧＤＰ（ｍｏｎｉｔｏｒ）

マド
プロ:
通常:
標準

ＨＵＧＯ ＢＯＳＳ Ｔｒａｄｅ Ｍａｒｋ Ｍ
2012/9/10 2013-350099 ａｎａｇｅｍｅｎｔ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． Ｋ
Ｇ

09
91

2012/9/12 2013-350161 Ｓｏｒｉｎ Ｇｒｏｕｐ Ｉｔａｌｉａ Ｓ．ｒ．ｌ．

09,37,42

92

ＰＵＲＥＦＬＥＸ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/13 2013-350237

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｍａｃｈｉｎ
ｅｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

09,42

93

ＳＥＯＳ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/11 2013-350265 ＡＳＳＡ ＡＢＬＯＹ 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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指定商品・役務
【07】Machine tools; grinding machines such as external and internal cylindrical grinding
machines; centerless grinding machines; camshaft and non circular grinding machines;
crankshaft grinding machines; flat and profile grinding machines; automatic grinding
machines; superfinishing machines; honing machines; laser machine tools (single and
multi-dimensional); eroding machines; laser machines; tool grinding machines; universal
cylindrical grinding machines; plunge grinding machines; high-speed grinding machines;
external and internal thread grinding machines; notch grinding machines; polygon grinding
machines; roll grinding machines; production grinding machines; parts and accessories for
the above goods, included in this class; grinding machines and laser machine tools
(included in this class), control systems for grinding machines and laser machine tools.
【09】Analysis instruments not for medical purposes; measuring instruments, electrical,
magnetic and optical measuring and test equipment; computer programs for the control
【24】Woven fabrics and textile goods (included in class 24), in particular, handkerchiefs
and towels; bed linen; table linen, not made of paper; bath linen [except clothing];
blankets; bed clothes [bed linen]; covers for cushions; shower curtains made of textile
material or plastic foil; eiderdowns; linings for shoes; household linen; pillowcases;
mattress covers; furniture coverings made of plastic; upholstery fabrics; furniture
coverings made of textiles; travelling rugs; duvets, bed covers; tablecloths; table runners;
table napkins made of cloth; tablecloths [not made of paper]; sheets [bed sheets];
curtains made of textiles or plastic; wall coverings made of textile material; oilcloth.
【26】Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles;
artificial flowers; badges [buttons]; patches [haberdashery]; bands and cords for clothing;
brooches [clothing accessories]; snap fasteners; iron-on patches for mending textiles;
belt clasps; collar stays; zip fasteners; zip fasteners for bags; shoe laces; shoe eyelets;
【09】Software with algorithm for the measurement of perfusion parameters during
extracorporeal circulation operations, used on heart-lung machines in the operating
rooms.
【09】手術室での心肺機械を使用した体外循環作業中のかん流パラメータ測定用のアル
ゴリズムが入ったソフトウエア

【09】Computers, computer hardware, namely magnetic tape units (for computers),
magnetic tapes, printed circuits, integrated circuits, computer keyboards, compact disks
(audio-video), optical disks, couplers (for computers), floppy disks, magnetic data media,
video screens, scanners, printers for use with computers, interfaces (for computers),
readers (for computers), computer software (recorded programs), microprocessors,
modems, monitors (computer hardware), computers, computer memories, computer
peripheral devices, recorded computer programs and software; adapters for computers;
computer components; data processing equipment; semiconductors; electronic data
media that can be processed by machine; magnetic disks; hard disk drives; tape
recorders; calculating machines; cash registers; facsimile machines; video game software;
video recorders; videotapes; all kinds of batteries; computer chips; boards for integrated
circuits; computer accessories, namely communication servers; carrying cases for
【09】Computer software and firmware that facilitates the identification and
authentication of near field communication (NFC) tags; computer software and hardware
for providing authentication and identification data for NFC tags; Integrated circuit chips
for use in smart cards, RFID cards, RFID tags, RFID key fobs, RFID labels, NFC tags,
NFC labels, and NFC equipped devices, namely mobile phones, smart phones and mobile
tablets; computer application software for smart phones, tablet computers and other
hand held communication devices namely, software for authenticating, identifying,
reading, writing, and exchanging of information onto NFC tags; computer software for
integration of information logic and data between NFC tags and NFC capable devices;
computer software for the issuance and management of digital certificates and digital
keys used for authentication or identification of NFC tags; computer software for
encrypting and authenticating data; computer software for encryption; computer software
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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
09,15,42

94

Ｆｉｇｕｒｅ

マド
プロ:
通常

2012/9/11 2013-350266 Ｐｒｏｐｅｌｌｅｒｈｅａｄ Ｓｏｆｔｗａｒｅ ＡＢ

09

95

ＡＲＫＥ’

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/12 2013-350271 Ｖｉｍａｒ Ｓ．ｐ．Ａ．

25,35

96

ＯＯＧＯＯ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/14 2013-350359 Ｆｒｉｂｅｒｇ， Ａｄａｍ

09,16,35,38,41

97

マド
§Ｐｄ∞ＰＨＹＳＩＣＳ ＰＲＯＦＥＳ
プロ:
ＳＩＯＮＡＬ
通常

2012/9/13 2013-350407

※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。

Ｖｏｇｅｌ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｍｅｄｉａ ＧｍｂＨ
＆ Ｃｏ． ＫＧ

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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指定商品・役務
【09】Computer software for composing music and for creating and editing musical
recordings; computer software featuring musical sound recordings; downloadable software
in the form of a mobile application for composing music and for creating and editing
musical recordings; downloadable software via Internet and wireless devices for
composing music and for creating and editing musical recordings.
【15】Musical instruments with functions for recording and reproduction of sound or
images, and for creating music.
【42】Design and development of software for recording and reproduction of sound and
images and for creating music; providing information, advice and consultancy services in
the field of computer software for creating music; creation of software for recording and
reproduction of sound and images and for creating music.
【09】作曲用並びに音楽記録物の作成用及び編集用のコンピュータソフトウエア，音楽記
録物を特徴とするコンピュータソフトウエア，作曲用並びに音楽記録物の作成用及び編集
用のモバイルアプリケーションの形態のダウンロード可能なソフトウエア，作曲用並びに音
楽記録物の作成用及び編集用のインターネット及び無線装置経由でダウンロード可能な
ソフトウエア
【09】Control devices to be used in the electric field, namely: fuses and plugs, switches
one way and two way switches, pushbutton and remote control switches of every kind;
blank modules and cable entries and outlets; electric socket-outlets of every kind and
telephone socket connectors; socket-outlets for signal reception of every kind; TVsocket outlets of every kind; coaxial connectors; optical and acoustic signalling
equipments; protection and detection equipments; gas and co detectors; smoke
detectors; presence detectors for burglar and alarm systems; dimmers for resistive and
inductive loads; electronic time-delay switches; electronic programmable switches;
resistors; thermostats; regulation switches; stereophonic sound system equipments;
electronic access control equipments; infrared control equipments; anti-burglar
equipments and accessories for all the above; software; electronic devices accessories
and spare parts for the same; registered programs and magnetic and optical support for
【25】Clothing, footwear, headgear.
【35】Advertising; business management; business administration; office functions; retail
services and the bringing together for the benefit of others, a variety of goods (excluding
the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase these
goods in respect of: glasses, sunglasses, clothing, footwear, headgear, games and
playthings, gymnastic and sporting articles, decoration for Christmas trees.
【25】被服，履物及び運動用特殊靴，帽子
【35】広告，事業の管理，事業の運営，事務処理，眼鏡，サングラス，被服，履物，帽子，
ゲーム用具及びおもちゃ，体操用具及び運動用具，クリスマスツリー用装飾品に関する小
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供及び他人の便益のためにこれらの
各種商品を揃え（運搬を除く）、顧客が当該商品を見、かつ、購入するために便宜を図るこ
【09】Downloadable electronic printed publications; electronics publications, namely
periodicals and magazines stored on digital storage media in electronic format, compact
discs and DVDs; computer programs and software for computers and mobile terminals;
electronic applications, application software for mobile terminals.
【16】Printed matter; publications, periodicals, periodical publications, magazines and
newspapers.
【35】Advertisement and marketing; organisation and arranging of exhibitions and trade
fairs for industrial, commercial and advertising purposes, including on the internet;
presentation of goods and services on communication media; providing of business and
commercial contacts, via the internet; business information; arranging and conducting of
advertising events; publication of printed matter (including in electronic form), for
advertising purposes; grouping together, updating and maintenance of data in computer
databases.
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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
09,16,41

98

Ｃａｍｂｒｉｇｅ Ｅｎｇｌｉｓｈ

マド
プロ:
通常:
標準

Ｔｈｅ Ｃｈａｎｃｅｌｌｏｒ Ｍａｓｔｅｒｓ ＆ Ｓ
2012/9/10 2013-350408 ｃｈｏｌａｒｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ
Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ

03,09,12,14,16,18,2
1,24,25,28,30,32,35,
36,37,38,39,41,43
マド
プロ:
通常

99

2012/9/11 2013-350539

Ｆeｄeｒａｔｉｏｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｅ ｄｅ Ｆ
ｏｏｔｂａｌｌ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ （ＦＩＦＡ）

35,36

100

ＳＴＡＲＳ

マド
プロ:
通常

ＢＬＰＰ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/13 2013-350540 ＣＡＰＩＴＡＭＡＬＬＳ ＡＳＩＡ ＬＩＭＩＴＥＤ

12
101

102

103

ＬＰＢ

Ｓ Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄａｔｉｏｎ

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/13 2013-350542 ＤＳＥＣ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

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），液化天然ガス運搬用船舶，船舶，船舶及びその部品

09

【09】Amplifiers; camcorders; computer software; computers; digital cameras; digital settop boxes; DVD players; electric battery chargers; hard disk drives; mobile telephones;
monitors [computer hardware]; MP3 players; optical disc players; portable computers;
printers for computers; rechargeable batteries; semiconductors [chips]; smart phones;
television receivers; wireless headsets.
【09】増幅器，ビデオカメラ，コンピュータソフトウエア，コンピュータ，デジタルカメラ，デジタ
ル式セットトップボックス，ＤＶＤプレーヤー，充電器（装置），ハードディスクユニット，移動
電話，コンピュータ用モニター，ＭＰ３プレーヤー，光学式ディスク用プレイヤー，持ち運び
できるコンピュータ，コンピュータ用プリンター，充電式蓄電池，半導体（チップ），スマート
フォン，テレビジョン受像機，ワイヤレスヘッドホン

2012/9/13 2013-350543 ＤＳＥＣ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

2012/9/10 2013-350545

※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】Computer software for the provision of training, education, examination and
assessment including software for operation over computer networks and by remote
computer access; magnetic, optical and other disks, magnetic tape and other media for
electronically recording data or software carrying computer data or computer software
for the provision of training, education, examination and assessment.
【16】Paper, books, booklets, documents, forms, brochures, cards, instructional and
teaching materials included in this class, all relating to the training, testing, examination
and assessment of candidates for educational achievement, and to the provision of
training, testing, examination and assessment services, including computer assisted,
computer mediated services and on-line services and to the provision of distance
learning programmes.
【41】Provision of training, teaching, examination and assessment services including
【03】Cosmetics; soaps; cosmetic preparations for baths; powders for the face and body,
cosmetic bath powders; perfumes; pre-shave and after-shave lotions; shaving creams;
shampoos, conditioners for hair; dentifrices, dental rinses (mouthwashes); dental rinses,
breath fresheners; dental whitening creams; dental whitening products (strips and
pastes); non-medicated tablets for cleaning dentures; deodorants and antiperspirants for
personal use; hand creams, foot cream; Treatment creams, beauty creams; facial
cleansing creams; masks , facial; anti-wrinkle formulas; anti-aging lotions and moisturizing
products; skin care oils; care gels for the skin; facial and body skin cleansers; make-up
removers; sun lotions and creams; cosmetic sprays for the skin; shampoos for babies;
baby oil [toiletries]; baby lotion [toiletries]; body-washing preparations for infants; talcum
powder for infants; wet wipes for infants; baby wipes; cotton sticks for cosmetic use;
【35】Business organization and management of discount services; business promotion
services; consultancy relating to business promotion; consultancy relating to sales
promotions; discount services (retail, wholesale, or sales promotion services);
organisation and administration services in relation to the supply of benefits for customer
loyalty and frequent buyer or frequent flyer schemes; organisation and management of
customer loyalty programmes; organisation and management of incentive and sales
promotion programmes (frequent buyer programmes); organisation and management of
incentive programmes; organising of prize draws for advertising purposes; organising of
prize draws for promotional purposes; preparation of publicity material; sales promotion
(for others); sales promotion services; sales promotion through customer loyalty
programmes (for others); sales promotions by issuing redeemable coupons (for others);
sales promotions through customer loyalty programmes (for others); business research;
【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），液化天然ガス運搬用船舶，船舶，船舶及びその部品
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