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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

商標（見本）

商標

1

ＲＥＳＯＮＡＮＣＥ

2

ＮＩＳＳＡＮ ＮＰ３００

3

種別
通常:
標準

通常:
標準
ＹＡＮＡＳＥ ＰＲＥＭＩＵＭ ＣＯＬ 通常:
ＬＥＣＴＩＯＮ
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
12

2012/9/17 2012-075047 日産自動車株式会社
2012/9/17 2012-075048 日産自動車株式会社
2012/9/18 2012-075055 株式会社ヤナセ

12
35

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。），軸，軸受，軸継ぎ手，ベアリング，動
力伝導装置，緩衝器，ばね，制動装置，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（そ
の部品を除く。），自動車並びにその部品及び附属品，電気自動車並びにその部品及び
附属品，燃料電池自動車並びにその部品及び附属品
【12】陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），軸，軸受，軸継ぎ手，ベアリング，動
力伝導装置，緩衝器，ばね，制動装置，自動車並びにその部品及び附属品，電気自動車
並びにその部品及び附属品，燃料電池自動車並びにその部品及び附属品
【35】自動車及び中古自動車（これらの部品を含む）の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供

06,09,12,14,16,18,2 【06】南京錠，鍵
0,21,25,28,35,36,38, 【09】携帯電話機，携帯電話機用ケース及び電話機用ケース，ダウンロード可能な携帯電
話用の着信音，コンピュータブログラム用記録済み磁気カード，スマートカード（ＩＣカー
39,41,43
ド），テレホンカード，ＳＩＭカード，ＬＡＮカード，フラッシュメモリーカード，光カード，デビット

4

捷星

優先:
標準

2012/9/18 2012-075065 カンタス・エアウェイズ・リミテッド

12
5

クロムギアパッケージ＼Ｃｈｒｏｍ
通常
ｅ Ｇｅａｒ ｐａｃｋａｇｅ

2012/9/18 2012-075067 日産自動車株式会社

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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カード，クレジットカード，デビットカード及びクレジットカード用の未記録の磁気カード，そ
の他のカード，情報を記録させた磁気テープ・磁気カード・磁気シート・磁気ディスク・光
ディスク・電子回路，音声又は画像の記録・再生・送信装置，レコーディングディスク，電気
通信機械器具，電話機械器具，電子応用機械器具及びその部品，コンピュータハードウェ
ア，コンピュータソフトウェア，コンピュータ・携帯電話・携帯用通信装置用のソフトウェアア
プリケーション，電子出版物，電光掲示板及び電子ポストカードを含むマルチメディア
フォーマット，アダプター，配電用又は制御用の機械器具
【12】船舶並びにその部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並
びにその部品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並
びにそれらの部品及び附属品，陸上の乗り物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の
乗り物用の機械要素
【14】時計，クロノメーター，キーホルダー，貴金属，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造
品，身飾品
【16】紙類，紙製ごみ収集袋，型紙，紙製のぼり，紙製旗，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，印刷したくじ（「おもちゃ」を除く。），印刷物，出版物，雑
誌，定期刊行物，ガイドブック，カタログ，書籍，アルバム，プログラム，カレンダー，日記
帳，デカル，ポスター，辞書，パンフレット，ブロシュア，冊子，パスポートホルダー，はが
き，ぬり絵本，ステッカー，写真，文房具類，荷札，ギフトバウチャー，飛行機模型（装飾
品），指導・教育用材料（器械・装置を除く。），マニュアル，紙製包装容器，プラスチック製
包装用材料，筆記用具
【18】旅行かばん 旅行かばん用肩掛けひも 革ひも 皮革 皮革製包装用容器 動物用
【12】陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），軸，軸受，軸継ぎ手，ベアリング，動
力伝導装置，緩衝器，ばね，制動装置，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（そ
の部品を除く。），自動車並びにその部品及び附属品，電気自動車並びにその部品及び
附属品，燃料電池自動車並びにその部品及び附属品
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.16～2012.09.22.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

07,09,12,20,24,25,3 【07】金属加工機械器具，プラスチック加工機械器具，動力機械器具（陸上の乗物用のも
のを除く。）及び動力機械器具の部品，機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），廃棄物
5,41

6

§Ｋｊｉｍａ∞Ｏ

通常

2012/9/18 2012-075105 小島プレス工業株式会社

7

ＮＳＣ－２０１５

通常:
標準

2012/9/18 2012-075148 日産自動車株式会社

12
35

8

エクセレントチョイス＼ＥＸＣＥＬＬ
通常
ＥＮＴ ＣＨＯＩＣＥ

2012/9/18 2012-075162 シャディ株式会社

※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/

圧縮装置，廃棄物破砕装置
【09】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，電子出版物
【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，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，乳母車
【20】カーテン金具，金属代用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょ
う・ボルト・リベット及びキャスター（金属製のものを除く。），座金及びワッシャー（金属製・
ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。），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。），旗ざお，工具箱（金属製のものを除く。）
【24】フェルト及び不織布，オイルクロス，ゴム引防水布，ビニルクロス，ラバークロス，レ
ザークロス，ろ過布，布製身の回り品，ふきん，のぼり及び旗（紙製のものを除く。）
【25】作業服，その他の洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳
着，水泳帽，アイマスク，エプロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，
スカーフ，足袋，足袋カバー，手袋，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポー
ター，マフラー，耳覆い，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物
【35】広告業，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供
【41】技芸・スポーツ又は知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提
供，図書及び記録の供覧，図書の貸与，書籍の製作，興行の企画・運営又は開催（映画・
演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行
【12】陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），軸，軸受，軸継ぎ手，ベアリング，動
力伝導装置，緩衝器，ばね，制動装置，自動車並びにその部品及び附属品，電気自動車
並びにその部品及び附属品，燃料電池自動車並びにその部品及び附属品
【35】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，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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.16～2012.09.22.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
16,35

9

グルメボーベル＼ＧＯＵＲＭＥＴ
通常
ＢＥＡＵＢＥＬＬＥ

2012/9/18 2012-075163 シャディ株式会社

35

10

ファイン＼ＦＩＮＥ

通常

2012/9/18 2012-075164 シャディ株式会社

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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指定商品・役務
【16】カタログ，その他の印刷物
【35】衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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
【35】衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35

11

アーバン＼ＵＲＢＡＮ

通常

2012/9/18 2012-075165 シャディ株式会社

35

12

シャイン＼ＳＨＩＮＥ

通常

2012/9/18 2012-075166 シャディ株式会社

※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】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，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
【35】衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.16～2012.09.22.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

13

ベルベット＼ＶＥＬＶＥＴ

通常

2012/9/18 2012-075167 シャディ株式会社

35

14

ノーブル＼ＮＯＢＬＥ

通常

2012/9/18 2012-075168 シャディ株式会社

※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】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，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
【35】衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.16～2012.09.22.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

15

テンダー＼ＴＥＮＤＥＲ

通常

2012/9/18 2012-075169 シャディ株式会社

35

16

恵み

通常

2012/9/18 2012-075170 シャディ株式会社

※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】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，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
【35】衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.16～2012.09.22.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

17

実り

通常

2012/9/18 2012-075171 シャディ株式会社

35

18

彩り

通常

2012/9/18 2012-075172 シャディ株式会社

※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】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，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
【35】衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.16～2012.09.22.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

19

豊か

通常

2012/9/18 2012-075173 シャディ株式会社

35

20

潤い

通常

2012/9/18 2012-075174 シャディ株式会社

※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】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，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
【35】衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.16～2012.09.22.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

21

薫り

通常

2012/9/18 2012-075175 シャディ株式会社

35

22

輝き

通常

2012/9/18 2012-075176 シャディ株式会社

23

ＴＪＡ

通常:
標準

2012/9/18 2012-075281 井関農機株式会社

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

07,12

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

指定商品・役務
【35】衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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
【35】衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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
【07】農業用機械器具，芝刈機
【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）2012.09.16～2012.09.22.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

24

Ａｆｔｅｒｎｏｏｎ Ｔｅａ＼Ｔｈｅ Ｇｅｎｅ
通常
ｒａｌ Ｓｔｏｒｅ

2012/9/18 2012-075342 株式会社サザビーリーグ

12,35

25

§Ｓｏｐｒｅｔｔ

通常

2012/9/18 2012-075462 ▲スウ▼皓貿易股▲分▼有限公司

01,09,16,20,42

26

ＮＳ

通常

2012/9/19 2012-075612 日本消防検定協会

12
27

ＨＡＬＯＸ＼ハロックス

通常

2012/9/19 2012-075614 日立化成株式会社

※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】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，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，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，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，録画済みビデオディスク及びビ
デオテー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，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 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
【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，自動車並び
にその部品及び附属品，二輪自動車並びにその部品及び附属品，自転車並びにその部
品及び附属品
【35】船遊び・釣り及び水上スポーツに関する商品及びサービスを主としたオンラインによ
る小売，自動車・ボート・ボート用附属品・ボート用プロペラ・ボート用羽根車・自転車・船舶
用家具を主とした小売及びオンラインによる小売，自動車・ボート・ボート用附属品・ボート
用プロペラ・ボート用羽根車・自転車・船舶用家具の分野における販売，利用者がオンライ
ンによる案内広告を経由して販売用の品物を掲載できるウェブサイトの提供，広告業，オ
ンラインによる広告及び販売促進，他人のための商品の輸出に関する事務の代理又は代
【01】乾式化学粉末消火剤，消火液，その他の化学品
【09】火災用避難梯子，救命用緩降機，その他の救命用具，スプレー式消火器具，自動車
用消火器，その他の消火器，消火器の部品及び附属品，消火栓，消火ホース，消火ホー
ス格納箱，消火器設置用金属ケース・金属製台，消火器用カバー，消火ホース用ノズル，
スプリンクラー消火装置及びその部品並びに附属品，自動消火装置のシステムを構成す
る制御盤・タンク・バルブ・泡ヘッド・スプリンクラーヘッド，消火設備用一斉開放弁，消火設
備用ミストノズル，消火設備用流水検知装置，消火布，監視機能付き火災報知器，その他
の火災報知器，ガス漏れ報知器，炎感知器，煙感知器，防犯警報受信機，音響警報装
置，ビル防災監視制御機械器具，消火装置の機能試験用機械器具，ガス及び流体用の
圧力計，高圧電源装置，非常用電源装置，小型汎用電源装置，電源アダプタ，電源自動
制御装置，発信器と表示装置とからなる無線呼出装置，無線デジタル信号発信機，デー
タ中継用電気通信機械，無線中継機，テレビジョン送受信機，デジタル音声・映像受信装
置，電気通信機械器具の接続器，消防車
【16】消防用機械器具に関する試験・検査・評価又は研究を内容とする印刷物，その他の
印刷物，紙製包装用容器，紙類
【20】プラスチック製包装用容器
【42】消防用機械器具に関する試験・検査・評価又は研究，その他の機械器具に関する試
【12】船舶並びにその部品及び附属品，船舶並びにその部品及び附属品（「エアクッション
艇」を除く。），ウォータージェット推進器及びその部品，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，パンタグラフ及びその部品，鉄道車両用コン
プレッサー及びその部品，自動車並びにその部品及び附属品，自動車用シガーライター
及びその部品，陸上の乗物用の機械要素，軸，軸受，軸継ぎ手，ベアリング，セラミックス
軸受，動力伝導装置，緩衝器，ばね，制動装置，陸上の乗物用の動力機械（その部品を
除く。），自動車用のセラミックエンジン
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

09,11,14,16,35,37,3 【09】太陽電池，太陽電池による発電装置，太陽電池を利用した充電器
【11】太陽電池を利用した照明器具，太陽熱利用温水器並びにその部品及び附属品
9,41,42,44,45

28

ココチモ

通常:
標準

2012/9/19 2012-075741 株式会社ユ－キャン

09,11,14,16,35,37,3
9,41,42,44,45

29

ＣＯＣＯＣＩＭＯ

通常:
標準

2012/9/19 2012-075742 株式会社ユ－キャン

30

コミュニティシェルター

通常:
標準

2012/9/19 2012-075772 株式会社ニシエフ

12,41

※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/

【14】宝玉及びその模造品
【16】印刷物
【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，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
【09】太陽電池，太陽電池による発電装置，太陽電池を利用した充電器
【11】太陽電池を利用した照明器具，太陽熱利用温水器並びにその部品及び附属品
【14】宝玉及びその模造品
【16】印刷物
【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，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
【12】船舶並びにその部品及び附属品，可搬式緊急避難用シェルター，緊急避難用シェル
ター
【41】防災に関するセミナー・研修会の企画・運営又は開催，防災に関するビデオの企画
又は制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），防災に関する知識の教授，防災の啓
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.16～2012.09.22.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
35,43,45

31

Ｌｅ Ｃｈｅｚ Ｃｒｉｔ＼ル・シェ・クリ 通常

2012/9/20 2012-075928 株式会社エスクリ

06,19

32

ソーラーハイブリッド＼ＳＯＬＡＲ
通常
ＨＹＢＲＩＤ

2012/9/20 2012-075956 株式会社ユニソン

12
33

図形商標

通常

2012/9/20 2012-075994

住友ナコ マテリアル ハンドリング
株式会社

11,12
34

Ｍｉｎ Ｈｓｉａｎｇ

通常

2012/9/20 2012-076039 ▲敏▼翔股▲分▼有限公司

※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】広告業，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調
査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成
又は監査若しくは証明，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関する事務の代理又は
代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又は磁気テープのファイ
リング，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイプライター・テレックス
又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用
具の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，新聞記
事情報の提供，自動販売機の貸与，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を
一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物
及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀
類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供 二輪自動車の小売又は卸売の業務にお
【06】主に太陽光電源を利用する照明器具を備えた金属製門柱，その他の建築用又は構
築用の金属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属製金具，金網，金属製のネー
ムプレート及び標札，金属製郵便受け，金属製の可搬式家庭用温室
【19】建築用又は構築用の非金属鉱物，陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物，主に
太陽光電源を利用する照明器具を備えた門柱（金属製のものを除く。），リノリューム製建
築専用材料，プラスチック製建築専用材料，合成建築専用材料，アスファルト及びアスファ
ルト製の建築用又は構築用の専用材料，ゴム製の建築用又は構築用の専用材料，しっく
い，石灰製の建築用又は構築用の専用材料，石こう製の建築用又は構築用の専用材
料，繊維製の落石防止網，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），セメント及びその
【12】自動車並びにその部品及び附属品

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【11】白熱電球，乗物用照明器具，航空機用照明装置，照明用器具及び装置，自動車用
ライト，乗物用ライト，自動車用ヘッドライト，自動車用の方向指示器用ランプ，自動車用防
眩装置（照明用器具に付属するものに限る。），乗物用防眩装置（照明用器具に付属する
ものに限る。），乗物の方向指示器用電球
【12】自動車，風防ガラス用ワイパー，ヘッドライト用ワイパー，バックミラー，自動車・二輪
自動車・自転車用方向指示器，自動車用ショックアブソーバー，乗物用防眩装置，乗物用
後進警報器，陸上の乗物用の動力伝導装置，自動車用バンパー，車輪軸部用バンド，陸
上の乗物用クラッチ
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

01,02,03,04,05,06,0 【01】化学品，漂白剤（洗濯用のものを除く。），試験紙，写真材料，植物成長調整剤類，人
7,08,09,10,11,12,14, 工甘味料，肥料，工業用粉類，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。）
15,16,17,18,19,20,2 【02】塗料，印刷インキ，絵の具
【03】せっけん類，つけづめ，つけまつ毛，化粧品，歯磨き，研磨紙，研磨布，研磨用砂，
1,22,23,24,25,26,27, 人造軽石，つや出し紙，つや出し布，家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染
28,29,30,31,32,33,3 み抜きベンジン，洗濯用柔軟剤，除菌効果を有する洗濯用漂白剤その他の洗濯用漂白
4,35,36,37,39,40,41, 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，靴クリーム，靴墨，つや出し剤，香料
42,43,44,45

35

ロハコ＼ＬＯＨＡＣＯ

通常

2012/9/20 2012-076177 アスクル株式会社

12,20,28
36

§ＢＡＳＩＣ

通常

2012/9/20 2012-076198 アイデス株式会社

12,20,28
37

ｉＢａｓｉｃ＼アイベーシック

通常

2012/9/20 2012-076199 アイデス株式会社

※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/

【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，燃料，ろうそく
【05】愛玩動物用薬剤，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），歯科用材
料，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，防虫紙，薬剤，
サプリメント，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，乳幼児用粉乳
【06】愛玩動物用鎖，金庫，金属製のきゃたつ及びはしご，金属製工具箱，金属製建造物
組立てセット，はんだ，かな床，はちの巣，つえ用金属製石突き，金属製の墓標及び墓碑
用銘板，金属製金具，金属製建具，金属製養鶏用かご，建築用又は構築用の金属製専
用材料，アイゼン，カラビナ，ハーケン，拍車，金属製立て看板，金属製のネームプレート
及び標札，金属製郵便受け，金属製帽子掛けかぎ，金属製家庭用水槽，金属製のタオル
用ディスペンサー
【07】金属加工機械器具及びその部品・附属品，電気溶接機・ガス溶接機及びその部品・
附属品，土木機械器具及びその部品・附属品，荷役機械器具及びその部品・附属品，集
塵機・油水分離機・その他の化学機械器具，ポンプ・圧縮機・その他の風水力機械器具，
機械要素（陸上の乗物用のものを除く。），金属製貯蔵・輸送用コンテナ，塗装機械器具，
農業用機械器具，食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気掃除機，電気洗濯機，電気ミ
キサー 電機ブラシ 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
【12】乳母車，折り畳み式乳母車，自転車並びにその部品及び附属品，自転車用フレー
ム，自転車に装着して用いる幼児補助座席，電動式乗物，車椅子
【20】ベビーサークル，家具，椅子類，幼児用ハイチェアー，幼児用ロッキングチェア，幼児
用テーブル，おもちゃ箱，幼児用安全ゲート，ベンチ，幼児用歩行器，揺りかご
【28】幼児用三輪車，乗用玩具，おもちゃ，おもちゃの乗物，幼児用手押し車（おもちゃ），
人形用家（おもちゃ），電動おもちゃ，幼児用玩具，プレイジム（おもちゃ），ハウスおもちゃ，
乳幼児用室内遊具，ホッピング，すべり台，ぶらんこ，子供用片足スクーター
【12】乳母車，折り畳み式乳母車，自転車並びにその部品及び附属品，自転車用フレー
ム，自転車に装着して用いる幼児補助座席，電動式乗物，車椅子
【20】ベビーサークル，家具，椅子類，幼児用ハイチェアー，幼児用ロッキングチェア，幼児
用テーブル，おもちゃ箱，幼児用安全ゲート，ベンチ，幼児用歩行器，揺りかご
【28】幼児用三輪車，乗用玩具，おもちゃ，おもちゃの乗物，幼児用手押し車（おもちゃ），
人形用家（おもちゃ），電動おもちゃ，幼児用玩具，プレイジム（おもちゃ），ハウスおもちゃ，
乳幼児用室内遊具，ホッピング，すべり台，ぶらんこ，子供用片足スクーター
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

09,10,16,28,32,33,3 【09】アニメーション映写フィルム，録音済み又は録画済みのコンパクトディスク，コンピュー
5,36,37,38,39,41,42, タ用ゲームプログラム，ビデオテープ（未記録のもの），映画用撮影機，映画用フィルム編
集設備，映画用フィルム編集用具，映写用スクリーン，水洗用トレイ（写真用のもの），映
43,44
写装置，スライドフィルム（現像済みのもの），映画用フィルム（露光済みのもの），録音用

38

ＷＡＮＤＡ

通常:
標準

2012/9/20 2012-076204

大連ワンダグループ カンパニーリミ
テッド

09,10,16,28,32,33,3
5,36,37,38,39,41,42,
43,44

39

万▲達▼

通常

2012/9/20 2012-076205

※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。

大連ワンダグループ カンパニーリミ
テッド
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記録媒体，電子出版物（ダウンロード可能），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－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
【09】アニメーション映写フィルム，録音済み又は録画済みのコンパクトディスク，コンピュー
タ用ゲームプログラム，ビデオテープ（未記録のもの），映画用撮影機，映画用フィルム編
集設備，映画用フィルム編集用具，映写用スクリーン，水洗用トレイ（写真用のもの），映
写装置，スライドフィルム（現像済みのもの），映画用フィルム（露光済みのもの），録音用
記録媒体，電子出版物（ダウンロード可能），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－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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

09,10,16,28,32,33,3 【09】アニメーション映写フィルム，録音済み又は録画済みのコンパクトディスク，コンピュー
5,36,37,38,39,41,42, タ用ゲームプログラム，ビデオテープ（未記録のもの），映画用撮影機，映画用フィルム編
集設備，映画用フィルム編集用具，映写用スクリーン，水洗用トレイ（写真用のもの），映
43,44
写装置，スライドフィルム（現像済みのもの），映画用フィルム（露光済みのもの），録音用

40

図形商標

通常

2012/9/20 2012-076206

大連ワンダグループ カンパニーリミ
テッド

06,09,14,16,18,20,2
1,22,25,28

41

ＪＡＧＵＡＲ Ｆ－ＴＹＰＥ

通常:
標準

2012/9/20 2012-076290 ジャガー カーズ リミテッド

12
42

図形商標

通常

2012/9/21 2012-076360 株式会社オーディオテクニカ

※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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記録媒体，電子出版物（ダウンロード可能），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－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
【06】金属製金具，金属製彫刻
【09】自動車の電子制御装置並びにその部品，電気通信機械器具，携帯電話専用ケース
及びカバー，光学式記録媒体，電子応用機械器具及びその部品，写真機械器具，映画機
械器具，光学機械器具，眼鏡，家庭用テレビゲーム機用プログラム，携帯用液晶画面
ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，インターネット
を利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル，インターネットを利用して受信
し、及び保存することができる画像ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，
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
【14】時計，身飾品，キーホルダー，宝飾品
【16】印刷物，文房具類，紙類，写真，写真立て，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブル
ナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，デカ
ルコマニー用転写紙及び転写画，はがき，小切手帳カバー，パスポートカバー及びホル
ダー，プラスチックフィルム製又はシート材製の道路税及び自動車取得税ディスクホル
ダー，マネークリップ，筆記用具整理用の卓上ケース，紙製コースター，紙製食卓マット，
全部又は一部が紙製・プラスチックフィルム製又はシート材製のかばん類・袋及び使い捨
てカバー，カーペット及びシート用使い捨て紙製プロテクター，保護・貯蔵・保存用の全部
又は一部が紙製又はペーパーデリバティブ製のシート材，ポリエチレン製・プラスチック
フィルム製又はシート材製のハンドル及び車輪用使い捨てプロテクター
【18】かばん類，袋物，皮革製包装用容器，携帯用化粧道具入れ，傘，ステッキ，つえ，つ
え金具，つえの柄，皮革
【20】ネームプレート及び標札（金属製のものを除く。），輸送用コンテナ（金属製のものを
除く。），カーテン金具，金属代用のプラスチック製締め金具，くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・
びょう・ボルト・リベット及びキャスター（金属製のものを除く。），座金及びワッシャー（金属
製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。），木製・竹製又はプラスチック製の包
装用容器，陸上の乗物用の非金属製バッジ，エンブレム，陸上の乗物用の非金属製装飾
品，プラスチック製又は木製の室内装飾用飾り板，木製又はプラスチック製看板，手提げ
バスケット 自動車用のファスナー及び固定具を含むプラスチック製ハードウェア
【12】自動車用吸音材，自動車用制振材，自動車用遮音材，自動車用斜光材，自動車用
遮蔽材，自動車用緩衝材，自動車用断熱材，自動車用防護材，自動車用防塵材，自動車
用防水材，自動車用防滴材，自動車用防湿材，自動車用粘着材，自動車用防錆材，自動
車用部品，自動車室内の音響環境を調整するための部材，自動車用車体，自動車用シ
ガーライター，警音器，自動車用扉
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.16～2012.09.22.xls
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44

商標（見本）

商標

ａｕｄｉｏ－ｔｅｃｈｎｉｃａ

ＢＡＬＭＵＮＧ＼バルムンク

種別

通常

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

12

【12】自動車用吸音材，自動車用制振材，自動車用遮音材，自動車用斜光材，自動車用
遮蔽材，自動車用緩衝材，自動車用断熱材，自動車用防護材，自動車用防塵材，自動車
用防水材，自動車用防滴材，自動車用防湿材，自動車用粘着材，自動車用防錆材，自動
車用部品，自動車室内の音響環境を調整するための部材，自動車用車体，自動車用シ
ガーライター，警音器，自動車用扉

12

【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，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

2012/9/21 2012-076361 株式会社オーディオテクニカ

2012/9/21 2012-076364 株式会社ワーク

06,07,09,10,11,12,3 【06】制震機能を有する金属製筋交いその他の建築用又は構築用の金属製専用材料，鉄
及び鋼，金属製管継ぎ手，金属製フランジ
5,36,37,42

45

§ＮＳＫｉ

通常

2012/9/21 2012-076365 住金関西工業株式会社

08,09,18,20,21,22

46

ＡＬＩＴＥ ＤＥＳＩＧＮＳ

通常:
標準

2012/9/21 2012-076434

※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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テッド
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【07】金属加工機械器具並びにその部品及び附属品，荷役機械器具並びにその部品及び
付属品，化学機械器具，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置，動力伝導装置並びにその
部品及び附属品，その他の機械要素，発電機並びにその部品及び附属品
【09】測定機械器具，鉄道用信号機
【10】医療用器械器具
【11】原子炉並びにその部品及び附属品，工業用炉並びにその部品及び附属品，浄水装
置
【12】鉄道車両並びにその部品及び付属品
【35】派遣による工場における製品組立・検査の代行，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，自動車リース事業の運営および管理，二輪自動車
リース事業の運営および管理，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
【36】損害保険契約の締結の代理
【37】鉄道車両を保守修理するための設備の設置工事，溶接ロボットを用いた建築用又は
構築用の金属製専用材料製造設備の設置工事，マテリアルハンドロボットを用いた時計
部品メッキ設備の設置工事，その他の建設工事，建築工事に関する助言，建設工事の施
工管理（派遣によるものを含む），建築設備の運転・点検・整備，医療用機械器具の修理・
保守及び改造，金属工作機械器具の修理・保守及び改造，製鉄設備の修理又は保守
【42】製鉄設備の設計，その他の建設物の設計，土木工事の設計，その他の建設工事の
設計 鉄道車両を保守修理するための設備の設計 溶接ロボットを用いた建築用又は構
【08】ナイフ，フォーク，スプーン，先割れスプーン，その他の手動利器，食器類
【09】カメラマウント及びサポート，その他の写真機械器具
【18】バックパック，デイパック，ナップザック，ダッフルバッグ，メッセンジャーバッグ，ショル
ダーバッグ，ウェストパック，ファニーパック，通学用かばん，旅行かばん，ドライバッグ，か
ばん類及び袋物をカバーするためのレインカバー，バックパックに取り付けられるかばん
類及び袋物，動物用引きひも，動物用首輪，ペットの排泄物を処理するための汚物処理
袋を保持するためのキャンバス・ビニール及び革製の袋物，鍵・クレジットカード・お金又は
ペットの排泄物を処理するための汚物処理袋のような小さなアイテムを保持するための動
物用引きひもに取り付けられるキャンバス・ビニール及び革製のデザインされたバッグ，そ
の他のかばん類，その他の袋物，その他の愛玩動物用被服類
【20】いす，折り畳み式のいす，折り畳み式のプラットフォームシート及びスツール，スリー
ピングバッグ，スリーピングバッグ用ライナー，スリーピングバッグを運搬及び保管するの
に適している袋，その他の家具
【21】折り畳み式のくい及び砂や土にカップホルダーを据え付けるため又はいす・テーブ
ル・テントにカップホルダーを取り付けるための取り付け用組立体と共に売られているカッ
プホルダー，調理用具，なべ，フライパン，蒸し器，キャンピンググリル，その他の台所用
品（「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。）
【22】テント，テントに適している保管バッグ，引き上げるとテントの入り口になる帆布，ビ
ニールグランドクロス，テントポールに適している保管袋，アイテムの保管及び乾燥のため
に使用するテントのトップからつるした輪を結ぶメッシュクロス及びネットからなるロフトプ
ラットフォーム装置 その他のテント附属品 オーニング
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

47

§株式會社東京部品製▲作▼
通常
▲所▼

48

カチットワイパー

49

ＡＧＲＯＲＩＤＥ

通常:
標準
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【12】自動車・建設機械・土木機械・船舶・飛行機に搭載する電気装置のスイッチ，操作装
置のグリップ

12

【12】自動車用ワイパー，ワイパーブレード，自動車用ワイパーの部品及び附属品，風防
ガラス用ワイパー，風防ガラス用ワイパーの部品及び附属品，ヘッドライト用ワイパー，
ヘッドライト用ワイパーの部品及び附属品，鉄道車両用ワイパー
【07】農業用機械器具（手動式のものを除く）
【12】トラクタ，農業用トラクタ

2012/9/21 2012-076471 株式会社東京部品製作所

2012/9/21 2012-076498 日東工業株式会社
2012/9/21 2012-076543 ペール－オロフ ダニエルッソン

07,12
03,05,10,32,35,41

50

§Ｑｏｌ

通常

2012/9/21 2012-076605 クオール株式会社

35,36,40

51

ＳＧＵＵＲＵ

通常:
標準

指定商品・役務

12

2012/9/21 2012-076623 株式会社プロトコーポレーション

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【03】口臭用消臭剤
【05】薬剤，おむつ，おむつカバー，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
【10】医療用機械器具
【32】清涼飲料，果実飲料，粉末状の飲料用青汁のもと，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【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，かばん類の小売又は卸
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（但し「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・マニキュアセット・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。）を除く。」）の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，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（但し「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・家庭用食品包装フイルム・調理用具・アイスペール・こしょう入れ・
砂糖入れ・ざる・塩振り出し容器・しゃもじ・じょうご・ストロー・膳・栓抜・卵立て・タルト取り
分け用へら・ナプキンホルダー・ナプキンリング・鍋敷き・はし・はし箱・ひしゃく・ふるい・盆・
ようじ・ようじ入れ・織物製テーブルナプキン」を除く。）の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，紙類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供
【41】セミナーの企画・運営又は開催 教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・
【35】広告，インターネットウェブサイト上の広告用スペースの貸与，商品の販売促進・役務
提供のためのクーポン券の発行，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，商品の売
買契約の媒介又は取次ぎ，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，競売の運営，競売の運営に関する情報の提供，輸出入に関する事務
の代理又は代行，事務処理の代理又は代行，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，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，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，自動車部品及
び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動
車・その部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，自転車・その部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，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，暖冷房装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，冷
凍機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，業務用
加熱調理機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
ストーブ類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機
械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，コンピュー
タゲームソフトウェ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，手動利器及び手動工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，台所用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
中古食器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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 印刷物の小売又は
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.16～2012.09.22.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

52

§ｅ

通常

2012/9/21 2012-076738

エボリューション フレッシュ イン
コーポレイテッド

35

53

ＳＱＵＥＥＺＥ ＬＩＦＥ

通常:
標準

2012/9/21 2012-076739

エボリューション フレッシュ イン
コーポレイテッド

11
54

§Ｔｏｎｏ

マド
プロ:
通常

2012/9/18 2012-359002 Ｋｏｎｃｅｐｔ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ， Ｉｎｃ．

09,25,28
55

ＡＵＤＩＯＢＯＴＳ

マド
プロ:
通常:
標準

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
【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
【11】Lighting lamps.
【11】照明用ランプ

2012/9/20 2012-359011 Ｈｉｇｈ Ｆｙｄｅｌｉｔｙ， ＬＬＣ

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

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

【09】Audio speakers.
【25】Hats; shirts.
【28】Doll clothing; toy figures.
【09】オーディオスピーカー
【25】帽子，ワイシャツ類及びシャツ
【28】人形用被服，おもちゃのフィギュア
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.16～2012.09.22.xls
No.

56

57

58

商標（見本）

商標

種別

ＮＯ ＥＱＵＡＬ

マド
プロ:
通常:
標準

ＸＴＥＮＥＸ

マド
プロ:
通常:
標準

Ｍｙ Ｍｅａｓｕｒｅｓ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
【11】Electric fans.
【11】扇風機

22

【22】Cordage, namely, adjustable tension cordage for use in footwear, clothing,
accessories, and sports equipment for OEM and industrial applications.
【22】綱類、すなわち履物用・被服用・装飾品用及びスポーツ装置用のＯＥＭ用及び工業
用アプリケーション用の張力調節可能な綱類

09,42

【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 song or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.
【42】Scientific and technological services and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services; design and development of computer hardware
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
視）用・救命用及び教育用の機器，電気の伝導用・開閉用・変圧用・蓄電用・調整用又は
制御用の機械器具，歌又は画像の記録用・送信用又は再生用機器，磁気データ記録媒
体，記録用のディスク，自動販売機及び硬貨作動式機械用の始動装置，金銭登録機，計
算器，データ処理装置及びコンピュータ，消火器
【09】Connection and interconnection devices of all kinds, namely electric, electronic,
optical and electro-optical connectors; components of such connectors, namely contact
terminals, insulators and cases.
【09】あらゆる種類の接続器具及び相互接続器具、すなわち電気式・電子式・光学式及び
電気光学式接続具，当該コネクターの構成部品、すなわち接触端子・絶縁体及びケース

2012/9/20 2012-359382 Ｄｅｌｔａ Ｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

2012/9/21 2012-359383 Ｇｏｎｚａｌｅｚ， Ｍｉｃｈａｅｌ

2012/9/19 2012-359548 ＳＩＳ ｄ．ｏ．ｏ．

09
59

ＸＬ ＥＲＡＴＥ

マド
プロ:
通常

2012/9/19 2012-359699 ＦＣＩ

09

60

§Ｅ Ａ∞ＧＡ

マド
プロ:
通常

指定商品・役務

11

ＧＩＯＲＧＩＯ ＡＲＭＡＮＩ Ｓ．Ｐ．Ａ．，
2012/9/20 2012-359747 Ｍｉｌａｎ， Ｓｗｉｓｓ Ｂｒａｎｃｈ Ｍｅｎｄｒｉ
ｓｉｏ

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

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

【09】Sunglasses, spectacles (corrective spectacles); spectacle frames; parts and
accessories for spectacles, namely spectacle lenses (for sunglasses, corrective
spectacles and esthetic spectacles), spectacle ear-stems and other spare parts, cases
and stands for spectacles; spectacle chains, lenses and cases for lenses; 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.
【09】サングラス，眼鏡（矯正用眼鏡），眼鏡用枠，眼鏡の部品及び附属品、すなわち眼鏡
用レンズ（サングラス用・矯正用眼鏡用及び美しく見せる眼鏡用のもの），眼鏡用イヤステ
ム及び他の予備部品，眼鏡用のケース及びスタンド，眼鏡用鎖，レンズ及びレンズ用ケー
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.16～2012.09.22.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

61

ＡＭＰ＋

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/19 2012-359835 Ｔｈｅ Ｗｈｉｔａｋｅｒ ＬＬＣ

09,35,38,41,42

62

ＡＰＰＣＡＭＰＵＳ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/20 2012-359841 Ａａｌｔｏ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ

09,38,42

63

ＭＯＳＡＭＩ

マド
プロ:
通常:
標準

ＨＥＲＯ ＥＣＯ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/17 2012-359898 ＡＬＣＡＴＥＬ ＬＵＣＥＮＴ

12
64

2012/9/18 2012-359940 Ｈｅｒｏ Ｅｃｏ Ｌｉｍｉｔｅｄ

09
65

ＶＥＲＳＡＴＯＵＣＨ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/21 2012-360075 Ａｎｓｅｌｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ

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

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

指定商品・役務
【09】Electrical connectors, cables, high voltage cable assemblies, contactors, high voltage
relays, pre-charge relays, resistors, circuit protection, multi-coil resolvers, hybrid and
electric vehicle chargers, specialty cable assemblies, manual service disconnect, charging
coupler assemblies, bus bar, battery disconnect unit, power distribution unit, battery
systems interconnect, battery management systems, sensors, high voltage wire harness
assemblies, high voltage connector, contactors and headers, low, medium current
connectors and headers, high, low, medium current accessory pig tail and individual power
terminal; connector terminals and ring tongue terminals.
【09】電気コネクター，ケーブル，高圧用ケーブル組立品，接触器，高圧用継電器，予め充
電した継電器，抵抗器，回路保護装置，マルチコイルレゾルバー，ハイブリッド及び電気式
乗物用充電器，特殊なケーブルの組立品，マニュアルサービス遮断器，充電用連結器の
組立品，バスバー，蓄電池遮断用ユニット，配電用ユニット，蓄電池システム用相互接続
装置，蓄電池管理用システム，センサー，高圧ワイヤーハーネス用組立品，高圧接続具，
接触器及びヘッダー，低電流・中電流接続具及びヘッダー，高電流・低電流・中電流の付
属用ピグテール及び個別の電力端子，接続用端末及びリング端子用端末
【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.
【35】Advertising; business management; business administration; office functions.
【38】Telecommunications.
【41】Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.
【42】Scientific and technological services and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services; design and development of computer hardware
【09】Apparatus, equipment and software for telecommunications and data processing;
computers; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic and optical data media.
【38】Telecommunications; information and data transmission; communications by
computer terminals; electronic messaging services; telecommunication information; rental
of access time to global computer networks; rental of access time to database server
centers.
【42】Engineering project studies and engineering services in the fields of
telecommunications and information processing; design, updating and installation of
software; design and hosting of Internet sites.
【09】電気通信用及びデータ処理用の機器・装置及びソフトウエア，コンピュータ，音響又
は映像の記録用・送信用又は再生用の装置，磁気式及び光学式記録媒体
【38】電気通信，情報及びデータの送信，コンピュータ端末による通信，電子メッセージの
通信，電気通信による情報の提供，電子計算機端末による通信ネットワークへの接続用
回線の時間貸し，データベースサーバーセンターへのアクセスタイムの貸与
【42】電気通信及び情報処理の分野におけるエンジニアリングプロジェクトの研究及びエン
ジニアリング，ソフトウエアの設計・バージョンアップ及びインストール，インターネットサイト
【12】Electric two-wheeled vehicles; electric three-wheeled vehicles; pedal assisted
electric two-wheeled vehicles; pedal assisted electric three-wheeled vehicles; bicycles;
panniers; parts and fittings for all the aforesaid goods.
【12】電気式二輪乗用車，電気式三輪乗用車，ペダルアシスト電気式二輪乗用車，ペダル
アシスト電気式三輪乗用車，自転車，パニヤ，前記の全商品の部品及び付属品

【09】Clothing for protection against accidents; gloves for protection against accidents;
protective gloves for industrial use.
【09】事故防護用被服，事故防護用手袋（「運動用具」に属するものを除く。），工業用保護
用手袋
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.16～2012.09.22.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

マド
プロ:
通常

66

2012/9/19 2012-360144 Ｂｏｓｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

05,29,30,32,35

67

ＬＡＣＴＡＬｉＳ

マド
プロ:
通常

ＷＡＲＰ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/20 2012-360155 ＧＲＯＵＰＥ ＬＡＣＴＡＬＩＳ

09
68

2012/9/21 2012-360235 Ｗｉｋｉｐａｄ， Ｉｎｃ．

35

69

§Ｆａｂ．

マド
プロ:
通常

ＳＯＵＮＤＳＨＯＯＴＥＲ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/21 2012-360237 Ｆａｂ．ｃｏｍ， Ｉｎｃ．

09
70

2012/9/19 2012-360248

71

ＬＣ ＳＨＵＴＴＥＲＳ

2012/9/20 2012-360252 Ｌｏｕｉｓ Ｐｏｕｌｓｅｎ Ｌｉｇｈｔｉｎｇ Ａ／Ｓ

※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。

【35】Advertising and directory services, namely, promoting the services of others by
providing a web page featuring links to the websites of others; advertising and marketing
services, namely, promoting the goods and services of others; computerized on-line retail
store services in the field of a wide variety of consumer goods of others; on-line retail
store services featuring a wide variety of consumer goods of others.
【35】広告及び電話番号案内、すなわち他人のウェブサイトへのリンクを特徴とするウェブ
ページの提供による他人の役務の促進，広告及びマーケティングに関する役務の提供、
すなわち商品及び役務の販売促進の代行，他人の様々な消費者製品のコンピュータを利
用したオンラインでの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，他人のさ
まざまな種類の消費者向け商品を特徴とするオンラインの小売店による小売の業務にお
【09】Portable speakers and speaker systems; software for speakers.
【09】持ち運べるスピーカー及びスピーカーシステム，スピーカー用ソフトウエア

Ｋｏｎｉｎｋｌｉｊｋｅ Ｐｈｉｌｉｐｓ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ
Ｎ．Ｖ．

11
マド
プロ:
通常:
標準

指定商品・役務
【09】Amplifiers; audio-receivers and video-receivers; cd players; computer software for
use on smart phones or personal computers; digital audio players; DVD players;
headphones; headsets for mobile telephones; loudspeaker systems; loudspeakers;
microphones; radios; televisions; wireless transmitters and receivers.
【09】増幅器，音声受信機及び映像受信機，ＣＤプレーヤー，スマートフォン用又はパーソ
ナルコンピュータ用のコンピュータソフトウエア，デジタルオーディオプレーヤー，ＤＶＤプ
レーヤー，ヘッドホーン，携帯電話用ヘッドセット，ラウドスピーカーシステム，スピーカー，
マイクロホン，ラジオ送受信機，テレビジョン受信機，無線送信機及び無線受信機
【05】Pharmaceuticals and veterinary preparations; sanitary products for medical
purposes; pharmaceuticals for skin care; dietetic substances, beverages and foodstuffs
for medical use; nutritional supplements for medical use; medical preparations for
slimming purposes; medicinal infusions, medicinal herbs, herb teas for medicinal purposes;
vitamin preparations, preparations of trace elements for human and animal use; mineral
food supplements; food and lacteal flour for babies, milk and milk products for babies;
plasters, materials for dressings, material for dental fillings and dental impressions;
antiseptics; disinfectants for medical use, other than soaps; pesticides; anti-insect
preparations; insecticides; insect repellents; fungicides, herbicides; antiparasitic
preparations, antiparasitic collars for animals; animal washes; sunburn ointments;
antiseptic cotton, absorbent cotton for medical use; sanitary pads, napkins and panties;
【09】Computer navigation application, namely a visually rotatable user interface icon
queue.
【09】コンピュータナビゲーションアプリケーション、すなわち視覚的に回転するユーザーの
インターフェース用アイコンキュー

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

【11】Apparatus for lighting, including fittings, lighting apparatus and installations, electric
lamps, electric light bulbs, lamp chimneys, lamp mantles, lamp globes, ceiling lights,
chandeliers, luminous tubes for lighting.
【11】照明用機器（付属品を含む。），照明用器具及び装置，電球，白熱電球，ランプ用ほ
や，ランプ用マントル，ランプ用笠（但し、円筒状又は平板状のものを除く。），天井灯，シャ
ンデリア，照明用発光管
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.16～2012.09.22.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
09,28,41,42

72

マド
ｔｅｃｈｎｉｃｏｌｏｒ∞Ｃｏｌｏｒ Ｃｅｒｔｉｆｉｅ
プロ:
ｄ
通常

73

ＢＬＵＥＧＵＮＳ

マド
プロ:
通常:
標準

ＣＯＯＬＳＩＣ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/20 2012-360429

ＴＥＣＨＮＩＣＯＬＯＲ ＴＲＡＤＥＭＡＲＫ
ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ

13

74

75

§ｄａｔｅ ｍｅ

マド
プロ:
通常

2012/9/17 2012-360472

2012/9/20 2012-360611

ＲＩＮＧ’Ｓ ＭＡＮＵＦＡＣＴＵＲＩＮＧ， Ｉ
ＮＣ．

09

【09】Integrated circuit chips; microprocessors; semiconductor devices; semiconductor
chips; semiconductor modules; semiconductor substrates; semiconductor inverters;
semiconductor drivers; semiconductor sensors; semiconductor transistors; all before
mentioned goods only in connection with power semiconductor devices.
【09】ＩＣチップ，マイクロプロセッサ，半導体装置，半導体チップ，半導体モジュール，半導
体基板，半導体コンバーター，半導体ドライバ，半導体センサー，半導体トランジスタ，前
述の全ての商品は専ら電力半導体装置に関連するものである

09,38

【09】Computer software and programs; application software for the Internet and mobile
telephones; software used as an application programming interface (API) for software
enabling on-line social networking services and the development of social networking
applications; downloadable software in the form of applications for mobile telephones for
displaying and sharing a user's geographical location as well as for searching for and
locating other users and places and interacting with them.
【38】Providing access to a global computer network; providing access to databases;
communication via Internet networks; providing access to electronic, computer and online
databases, telecommunication services, namely electronic data, message and information
transmission; providing online communication forums on topics of general interest;
providing access to the Internet sites of others via a universal connection; providing
electronic bulletin boards and discussion forums online; providing network services online
【09】Electronic data processing equipment and computers, in particular data input and
output apparatus, extension cards for data processing equipment, memories, input and
output interface apparatus and programs, data carriers and programs recorded thereon,
computer programs, programs being tools for facilitating software manufacture and for
the configuration of hardware systems and being modelling tools for modelling computer
functions, electric and electronic measuring, control and regulating apparatus.
【42】Hardware and software development services.
【09】電子データ処理装置及びコンピュータ，特にデータの入力用及び出力用機器，データ
処理装置用拡張カード，メモリー，入力用及び出力用のインターフェース機器及びプログ
ラム，データ記録媒体及びそれに記録されたプログラム，電子計算機用プログラム，プロ
グラム（ソフトウエアの製造促進用及びハードウエアシステムの設定用のツールであるも
の並びにコンピュータの性能のモデル作成用ツールであるもの），電気式及び電子式の測
定用・制御用及び調整用の機器

Ｉｎｆｉｎｅｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ Ａｕｓｔｒｉａ
ＡＧ

2012/9/19 2012-360640 ＩＮＴＥＲＶＯＧ

09,42

76

ＥＴＡＳ Ｖｉｒｔｕａｌ ＥＣＵ

マド
プロ:
通常:
標準

ＥＴＡＳ Ｅｎｔｗｉｃｋｌｕｎｇｓ－ ｕｎｄ Ａｐ
2012/9/18 2012-360806 ｐｌｉｋａｔｉｏｎｓｗｅｒｋｚｅｕｇｅ ｆuｒ ｅｌｅｋｔｒ
ｏｎｉｓｃｈｅ Ｓｙｓｔｅｍｅ 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
【09】Software (recorded programs) for the production and post-production of multimedia
content (films, photographs, videos, digital images, three dimensional images); apparatus
and computer software, recorded, for managing the color of multimedia content (films,
photographs, videos, digital images, three dimensional images), namely correcting,
profiling, standardizing, colorimetric classification, characterization, calibrating,
transformation, visualization and depiction of color; apparatus for recording, transmission,
reproduction, storing, editing, encoding and decoding of sounds and images; television
apparatus, multimedia players, high density optical disk and DVD players and recorders,
camcorders, video cameras, photographic cameras, webcams, video transmitters,
multimedia screens, projection screens and projectors, decoders, games apparatus
designed for use with a television set only, satellite navigation systems; ebooks;
【13】Training implements made of molded and synthetic materials for use in training law
enforcement personnel, namely, firearms.
【13】取締機関の職員の訓練用の成形の及び合成材料からなる訓練用器具、すなわち火
器

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.16～2012.09.22.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
09,11,21

77

ＣＬＡＲＯ

マド
プロ:
通常

2012/9/18 2012-360840 ＥＭＷ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

18,22,25

78

Ｐｉｌｌｏｗ Ｃａｋｅ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/19 2012-361015 Ｍａｘｉｍｉｌｉａｎ Ｏ． Ｍｉｎｋｗｉｔｚ

12,39
79

マド
§Ａ ＶＡＮＣＥ＼Ｍａｘｉ＼Ｍａｔｅ プロ:
通常

2012/9/21 2012-361020 Ｅｔａａｎ Ｈｏｌｄｉｎｇ ＢＶ

01,05,09,10

80

Ａｎｔｉｂｉｏｆｉｌｍｏｇｒａｍ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/21 2012-361068 Ｂｉｏｆｉｌｍ Ｃｏｎｔｒｏｌ

09

81

ＳＴＭ

マド
プロ:
通常

2012/9/21 2012-361224 ＮＥＸＯ

09

82

マド
ＳＴＭ∞Ｓｃａｌｅ＼Ｔｈｒｏｕｇｈ＼Ｍ
プロ:
ｏｄｕｌａｒｉｔｙ
通常

2012/9/21 2012-361225 ＮＥＸＯ

※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】Battery chargers; batteries, electric, for vehicles; batteries, electric; battery cases;
geiger counters; respiratory masks, other than for artificial respiration; filters for
respiratory masks.
【11】Air sterilisers; air filtering installations; air purifying apparatus and machines;
ionisation apparatus for the treatment of air; air deodorising apparatus; sterilizers; heat
exchangers, not parts of machines; gas burners; structural plates for ovens; framework of
metal for ovens; fittings, shaped, for ovens; kitchen ranges [ovens]; chimney blowers;
ventilation [air-conditioning] installations and apparatus; ventilation hoods; ventilation
[air-conditioning] installations for vehicles; ventilation [air-conditioning] installations and
apparatus.
【21】Grills [cooking utensils]; containers for household or kitchen use; kitchen utensils.
【09】バッテリーチャージャー，蓄電池（乗物用），蓄電池，蓄電池用ケース，ガイガー計数
器，呼吸マスク（人工呼吸器用のものを除く。），呼吸マスク用フィルター（人工呼吸器用の
【18】Beach bags, camping bags, shopping bags, travelling bags, school bags, sports bags;
bags for transporting animals.
【22】Packaging pouches of textile; packaging sleeves of textile; packaging bags of textile.
【25】Clothing; caps (headgear); headgear; mittens; gloves (clothing); belts (clothing);
girdles; scarves; waistcoats.
【18】ビーチバッグ，キャンプ用バッグ，買物袋，旅行かばん，通学用かばん，スポーツバッ
グ，動物の運搬用バッグ
【22】織物製の包装用ポーチ，織物製の包装用スリーブ，織物製の包装用袋
【25】被服，帽子，帽子，ミトン，手袋（被服），ベルト，ガードル，スカーフ，ベスト
【12】Vehicles for locomotion by land, air, water or rail; Remote control vehicles, other
than toys; Trailers (vehicles).
【39】Transport; Packaging and storage of goods; Travel arrangement.
【12】船舶，航空機，鉄道車輌，自動車，二輪自動車，自転車，遠隔操作式乗物（おもちゃ
を除く。），トレーラー（乗物）
【39】輸送，物品のこん包及び保管，旅行の手配

【01】Diagnostic preparations other than for medical or veterinary use.
【05】Diagnostic products for medical use.
【09】Diagnostic apparatus not for medical use; Scientific, measuring, checking
(supervision) and teaching apparatus and instruments.
【10】Diagnostic apparatus for medical use; testing apparatus for medical use; blood
testing apparatus.
【01】識別剤（医療用又は獣医科用のものを除く。）
【05】医療用診断剤
【09】機械の誤作動・故障等の検知・分析装置，科学用・測定用・検査（監視）用及び教育
用機器
【09】Public address apparatus; sound reproduction apparatus; loudspeakers; cabinets for
loudspeakers; inline assemblies comprising a plurality of speakers and/or loud speakers;
component parts of speakers and loud speakers; components of speakers and loud
speakers; electronic servo devices and circuits for controlling speakers; simulation,
management, programming and/or measurement software for optimizing the installation
of speakers and loudspeakers, for controlling and programming speakers and
loudspeakers.
【09】拡声装置用機器，音声再生装置，スピーカー，スピーカー用筐体，複数のスピーカー
及び／又は拡声器からなるインライン組立品，スピーカー及び拡声器の構成部品，スピー
カー及び拡声器の構成部品，スピーカーの制御用の電子式サーボ装置及び回路，スピー
カー及び拡声器の設置の最適化用・スピーカー及び拡声器の制御用及びプログラミング
【09】Public address apparatus; sound reproduction apparatus; loudspeakers; cabinets for
loudspeakers; inline assemblies comprising a plurality of speakers and/or loud speakers;
component parts of speakers and loud speakers; components of speakers and loud
speakers; electronic servo devices and circuits for controlling speakers; simulation,
management, programming and/or measurement software for optimizing the installation
of speakers and loudspeakers, for controlling and programming speakers and
loudspeakers.
【09】拡声装置用機器，音声再生装置，スピーカー，スピーカー用筐体，複数のスピーカー
及び／又は拡声器からなるインライン組立品，スピーカー及び拡声器の構成部品，スピー
カー及び拡声器の構成部品，スピーカーの制御用の電子式サーボ装置及び回路，スピー
カー及び拡声器の設置の最適化用・スピーカー及び拡声器の制御用及びプログラミング
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.16～2012.09.22.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
09,41,42

83

Ｐｈａｒｍａ Ｔｒａｉｎ＼ＭＡＳＴＥＲＩ マド
ＮＧ ＭＥＤＩＣＩＮＥＳ ＤＥＶＥＬＯ プロ:
通常
ＰＭＥＮＴ

84

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/20 2012-361231

ＰｈａｒｍａＴｒａｉｎ Ｆｅｄｅｒａｔｉｏｎ ｃ／ｏ
ＥＣＰＭ Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｃｅｎｔｅｒ ｏｆ Ｐ
ｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ Ｍｅｄｉｃｉｎｅ Ｕｎｉｖｅ
ｒｓｉｔaｔ Ｂａｓｅｌ

09
ｅａｓｙｇｏｉｎｇ

2012/9/18 2012-361299

Ｌｉｇｈｔ Ｙｅａｒｓ ＵＧ （ｈａｆｔｕｎｇｓｂｅｓ
ｃｈｒａｅｎｋｔ）

08,10,11,21

85

ＢＥＬＬＩＳＳＩＭＡ＼ＩＭＥＴＥＣ

マド
プロ:
通常

2012/9/17 2012-361417 ＴＥＮＡＣＴＡ ＧＲＯＵＰ Ｓ．ｐ．Ａ．

09,37,42

86

Ｆｌｅｘｉ Ｌｏｏｐ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/20 2012-361576 Ｓｉｃｋ ＡＧ

09,38

87

ＹＩＭＩＫＥＤＩＡ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/18 2012-361578 Ｉｒｅｎｅ Ｍａｒｔｙ

※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】Online learning platform (E-learning software) and electronic teaching materials
(downloadable) in the field of pharmaceutical medicine, biology, pharmaceuticals and
pharmacy.
【41】Academic training in the field of pharmaceutical medicine, pharmaceutical biology
and pharmacy; provision of e-learning platforms and electronic teaching materials (not
downloadable) in the field of pharmaceutical medicine, pharmaceutical biology and
pharmacy.
【42】Development of electronic teaching materials (software) in the field of
pharmaceutical medicine, pharmaceutical biology and pharmacy; development of
pedagogical concepts and quality standards (basic research) in the field of
pharmaceutical medicine, pharmaceutical biology and pharmacy.
【09】製剤・薬剤生物学及び薬学の分野におけるオンライン学習プラットフォーム（ｅラーニ
ング用ソフトウエア）及び電子式教材（ダウンロード可能なもの）の提供
【41】製剤・薬剤生物学及び薬学の分野における学校教育，製剤・薬剤生物学及び薬学の
分野におけるｅラーニングプラットフォーム及び電子式教材（ダウンロードできないもの）の
【09】Ergometers.
【09】エルゴメーター
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【08】Electric and electronic apparatus and instruments for curling, cutting, waving,
straightening, styling, trimming hair; electric epilators; electric pulsed light epilators;
electric razors; electric and non-electric apparatus for cutting nails; manicure sets,
pedicure sets; electric apparatus for removing, softening nails, corns, bunions.
【10】Ultrasound electric apparatus for medical purposes for cleaning the face and
reducing wrinkles; electric radio-frequency apparatus for medical purposes for reducing
wrinkles and toning the skin; electric apparatus for the care of skin and acne; electric
apparatus for medical purposes which vibrates or rotates for the cleaning of the face,
body and for massaging the body; electric apparatus for medical purposes for
microdermabrasion and electrostimulators for toning the body.
【11】Hair drying apparatus, electric; heated or LED apparatus for reducing blemishes or
imperfections on the skin; electric apparatus for drying nail polish or for decorating the
nails; steam facial apparatus (saunas).
【09】Safety controls for the safety monitoring of installations and installation parts, in
particular in the industrial sector; computer programs (included in this class) for the
configuration and maintenance of safety controls.
【37】Assembly, installation, commissioning within the framework of installation,
maintenance services, maintenance and repair of safety controls; including the
aforementioned services within the framework of customer services.
【42】Development and calibration of safety controls; planning of safety concepts with
safety controls for industrial installations; inspection testing.
【09】設備及び設置部品の安全性の管理用の安全制御装置、特に工業分野におけるも
の，安全制御装置の構成用及び保守用のコンピュータプログラム（本類に属するもの）
【37】設置の枠内の組立て・設置・試運転，保守，安全制御装置の保守及び修理（前述の
役務は顧客に関する役務の提供の枠内のこと）
【42】安全制御装置の開発及び校正，工業的設備用の安全制御装置付きの安全概念の
計画，検査試験
【09】Electronic reference works.
【38】Provision and transmission of data, information, images and sounds via global
computer networks (the Internet); provision of access to computer networks, Internet
platforms, data banks and electronic publications; connection to computer networks;
communication services via computer networks.
【09】電子式参考書
【38】データ・情報・画像及び音響のグローバルコンピュータネットワーク（インターネット）経
由による提供及び通信，コンピュータネットワーク・インターネットプラットフォーム・データ
バンク及び電子出版物への接続の提供，コンピュータネットワークへの接続，コンピュータ
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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
12

マド
プロ:
通常

88

2012/9/19 2012-361647

指定商品・役務
【12】Truck-mounted concrete pumps (vehicles).
【12】トラックに搭載されたコンクリートポンプ（乗物）

Ｐｕｔｚｍｅｉｓｔｅｒ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｇｍｂ
Ｈ

09,12,16,35,37,38,3 【09】Storage mediums of every kind provided with programs; computer programs
(recorded or downloadable); data-processing apparatus; electronic publications
9,42

89

ＴｅｃＡｌｌｉａｎｃｅ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/17 2012-361648

ＴｅｃＤｏｃ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｓ Ｓｙｓｔｅｍ
ＧｍｂＨ

09
90

§ＷＥＥ ＴＥＣＨ

マド
プロ:
通常

2012/9/17 2012-361730 ＷＥＥＴＥＣＨ ＧｍｂＨ

01,05,09,42

91

ＭａｇＮＡ Ｐｕｒｅ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/20 2013-350009 Ｒｏｃｈｅ Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ ＧｍｂＨ

06,20,40

92

§Ｓｔｅｅｌ∞Ｃｏｌｏｒ

マド
プロ:
通常

2012/9/18 2013-350010

※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。

ＳＴＥＥＬ ＣＯＬＯＲ ＳＰＡ （ｊｏｉｎｔ－ｓ
ｔｏｃｋ ｃｏｍｐａｎｙ）
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(downloadable); films, exposed; magnetic identity cards; integrated circuit cards (smart
cards); regulating apparatus, electric; computers; measuring instruments; navigation
apparatus for vehicles [on board computers]; cash registers; bar code readers; teaching
apparatus.
【12】Motor vehicle parts, motor vehicle accessories, included in this class.
【16】Printed matter; brochures; books; covers [stationery]; manuals; calendars; cards;
catalogues; teaching materials, instruction means (except apparatus); jotters; stationery;
posters; ledgers (books); circulars; stamps; tickets; blackboards; drawings; printed
timetables; periodicals; newspapers.
【35】Compilation and systemisation of databases into computer and the internet,
updating and maintenance of data in computer databases and the internet; commercial
【09】Equipment and apparatus for testing electric, optical and mechanical connecting
elements, components and terminals and wireless connecting components; equipment
and apparatus for testing cable assemblies; electric testing equipment for the automation
of quality control; computer software; computer hardware.
【09】電気式・光学式及び機械式の接続要素・構成部品及び端末並びに無線接続用構成
部品の検査用の器具及び機器，ケーブル組立品の試験用の器具及び機器，品質管理の
自動化用の電気式検査器具，コンピュータソフトウエア，コンピュータハードウエア
【01】In vitro diagnostic agents for scientific use; biochemicals, namely chemical reagents
for the amplification, detection and purification of nucleic acids for scientific use.
【05】In vitro diagnostic agents for medical use; biochemicals, namely chemical reagents
for the amplification, detection and purification of nucleic acids for medical use.
【09】Apparatus for the amplification, detection and purification of nucleic acids for
scientific use; accessories, namely pipette tips and test tubes; apparatus for the preanalytical processing for scientific use; computer software for the analysis of nucleic
acids as well as for the preparation of nucleic acid libraries for scientific and medical
purposes.
【42】Development, updating and installation of computer software for the analysis of
nucleic acids for the preparation of probes before an automated purification of a nucleic
acid.
【01】科学用インビトロ用検査薬，生化学品、すなわち科学用の核酸の増幅用・検知用及
び精製用の化学剤
【05】医療用体外診断薬，生化学品、すなわち科学用の核酸の増幅用・検知用及び精製
【06】Common metals and their alloys; metal building materials, coverings and metal
components for elevators; transportable buildings of metal; ironmongery, small items of
metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes.
【20】Metal furniture and fittings; street furniture elements made of metal.
【40】Treatment of materials.
【06】一般の金属及びその合金，金属製建築材料，エレベーター用の被覆物及び金属製
構成部品，運搬可能な金属製建築物，鉄製品，小型金属製品，金属管，金庫，一般の金
属から成る商品であって他の類に属しないもの
【20】金属製家具及び付属品，金属製の街路備品
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商標

種別

出願日
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出願人／権利者
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03,09,14,18,25,26

マド
プロ:
通常:
立体

93

2012/9/18 2013-350016 Ｔｅｓｓｉｌｆｏｒｍ Ｓｐａ

07,09,12

94

ＡｅｒｏＤｒｉｖｅ

マド
プロ:
通常:
標準

Ｖｏｉｔｈ Ｐａｔｅｎｔ ＧｍｂＨ
2012/9/20 2013-350197 ＲＥＮＫ ＡＫＴＩＥＮＧＥＳＥＬＬＳＣＨＡＦ
Ｔ

09,25,28
マド
プロ:
通常

95

2012/9/20 2013-350544 Ｈｉｇｈ Ｆｙｄｅｌｉｔｙ， ＬＬＣ

09,17

96

デルフインゲン

マド
プロ:
通常

2012/9/19 2013-350546 Ｄｅｌｆｉｎｇｅｎ Ｇｒｏｕｐ Ｓ．Ａ．

01,02,03,06,07,09,1
4,17,40,42

97

ＡＬＥＮＴ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/21 2013-350628 Ａｌｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ
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指定商品・役務
【03】Soaps; perfumery; cosmetics.
【09】Optical apparatus and instruments.
【14】Precious metals; jewellery; horological instruments.
【18】Leather; animal skins; trunks, travelling bags; umbrellas.
【25】Articles of clothing; footwear; headgear.
【26】Lace, embroidery, braid, ribbons; buttons.
【03】せっけん，香料、薫料及び香水類，化粧品
【09】光学用機器
【14】貴金属，宝飾品，計時用具
【18】革，獣皮，トランク，旅行かばん，傘
【25】被服，履物及び運動用特殊靴，帽子
【26】レース，刺しゅう布，組ひも，リボン，ボタン
【07】Regulators (parts of machines), driving machines, except for land vehicles, couplings
for power transmission, except for land vehicles, apparatus and installations for
generating energy, in particular wind power installations, generators.
【09】Electrical circuitry, electric couplings.
【12】Driving motors for land vehicles, couplings for land vehicles.
【07】レギュレーター（機械部品），駆動用機械（陸上の乗物用のものを除く。），送電用継
手（陸上の乗物用のものを除く。），エネルギー生成用の機器及び設備，特に風力発電設
備，特に風力発電設備
【09】電気回路，電気接続具
【12】陸上の乗物用の駆動原動機，陸上の乗物用の連結器
【09】Audio speakers.
【25】Hats; shirts.
【28】Doll clothing; toy figures.
【09】オーディオスピーカー
【25】帽子，ワイシャツ類及びシャツ
【28】人形用被服，おもちゃのフィギュア

【09】Equipment for electricity conduits, including electric cables, sheaths for electric
cables, junction sleeves for electric cables, electric wiring systems, electric conductors,
electricity conduits, electrical connections, connections for electric lines, identification
threads for electric wires, electric wires, identification sheaths for electric wires; fire
hose.
【17】Flexible pipes not of metal, watering hoses, non-metallic pipe muffs, rubber sleeves
for protecting parts of machines, non-metallic pipe junctions, connecting hose for vehicle
radiators, hoses of textile material, adhesive tapes (other than for medical, stationery or
household purposes), adhesive bands (other than for medical, stationery or household
purposes), self-adhesive tapes (other than stationery and not for medical or household
purposes), insulating materials for cables, insulators for electricity mains, dielectrics
(insulators), metal foil for insulation.
【09】電線管用の装置（電気ケーブルを含む。），電気用ケーブルの保護外被，電気ケーブ
【01】Chemicals for use in industry, science, photography, agriculture, horticulture and
forestry; barium titanates, antimony and antimony compounds, zirconia; solder chemicals;
solder creams; solder flux; adhesives; ceramic materials in granules, paste or powder form
for use in industry; coatings used in the manufacture of printed circuit boards; metal
plating chemical compositions; soldering preparations.
【02】Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of
wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists; pigments for use in polymers; pigments for use in the
printing ink, paint, nylon and plastics industries; pigments for use in waterproofing
compounds, foods, cosmetics and pharmaceuticals; coatings in the nature of conductive
inks for use in the manufacture of printed circuit boards; coatings for metals and plastics
which provide a decorative appearance; corrosion inhibiting coatings.
【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,

