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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.23～2012.09.29.xls
No.

商標（見本）

1

2

商標

§湾岸∞ｗａｎｇａｎ

§Ｗａｎｇａｎ

種別

通常

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【12】陸上の乗物用の機械要素，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

12

【12】陸上の乗物用の機械要素，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

12

【12】自転車用又は二輪自動車用タイヤチューブの代替品として使用するクッション材，自
転車用又は二輪自動車用タイヤ・ホイール・リム又はスポーク，車椅子用タイヤチューブ
の代替品として使用するクッション材，車椅子用タイヤ・ホイール・リム又はスポーク，乳母
車用タイヤチューブの代替品として使用するクッション材，乳母車用タイヤ・ホイール・リム
又はスポーク，自動車用タイヤチューブの代替品として使用するクッション材，自動車用タ
イヤ・ホイール・リム又はスポーク，航空機用タイヤチューブの代替品として使用するクッ
ション材，航空機用タイヤ・ホイール・リム又はスポーク，人力車・手押し車・荷車・馬車又
はリヤカー用タイヤチューブの代替品として使用するクッション材，人力車・手押し車・荷
車・馬車又はリヤカー用タイヤ・ホイール・リム又はスポーク，タイヤ又はタイヤチューブの
【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】垂直昇降式航空機，短距離離着陸式航空機，ヘリコプター，これらの部品及び附属
品

2012/9/24 2012-076801 株式会社ワンガン

2012/9/24 2012-076802 株式会社ワンガン

3

ＥＶＡＲＴＵＢＥ

通常:
標準

2012/9/24 2012-076868 株式会社デファクトスタイル

4

Ｆｒｉｅｎｄ－ＭＥ

通常:
標準

2012/9/24 2012-076876 日産自動車株式会社

12

12
5

ＢＨ

優先

指定商品・役務

12

2012/9/24 2012-076887

※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。

ベル ヘリコプター テクストロン イ
ンコーポレイテッド

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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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
18,25,35,41

6

ＨＩＤＡＲＩ ＺＩＮＧＡＲＯ

通常

2012/9/24 2012-076899 有限会社 カイカイキキ

12,19,21

7

ＳＵＮＢＬＡＤＥ

優先:
標準

2012/9/24 2012-076936

マグナ インターナショナル インコー
ポレイテッド

09,12,35,41,42
8

ＰＩＣＴＭＯＶＥ

通常:
標準

2012/9/24 2012-077057 本田技研工業株式会社

09,12,35,36
9

クルマッチング＼Ｋｕｒｕ・ｍａｔｃｈｉ
通常
ｎｇ

2012/9/24 2012-077058 本田技研工業株式会社

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

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

指定商品・役務
【18】皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，
傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用
特殊衣服，運動用特殊靴
【35】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，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，携帯電話用ストラップその他の電気機械器具類の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利器及びキーホルダー
その他の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，食器
類その他の台所用品・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，ポスター・トレーディングカードその他の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，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，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，書画（絵画・版画を含む）・額縁の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，金属製・石製・コンクリート
製・大理石製・石こう製・プラスチック製・木製の彫刻の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，金属製・石製・竹製・土製・木製・プラスチック製・陶磁製・
ゴム製・ガラス製・紙製の置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，花瓶・水盤・風鈴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供 敷物・壁掛け・テーブル掛けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
【12】船舶・航空機・鉄道車輌・自動車用窓，その他の乗物用窓，陸上の乗物並びに航空
機の窓用ガラス・ガラス枠・サンルーフ用およびルーフ用ガラス，光の透過性の調整機能
を特徴とする乗物用ガラス製パネル
【19】建築用窓ガラス，光の透過性の調整機能を特徴とする建築用ガラス製パネル，未加
工又は半加工の建築用ガラス，その他の建築用ガラス
【21】陸上の乗物並びに航空機の窓用ガラス・ガラス枠・サンルーフおよびルーフ用ガラス
の製造に使用する、光の透過性の調整機能を特徴とする未加工又は半加工のガラス製
パネル，室内装備品・事務用家具および家庭用品の製造に使用する、光の透過性の調整
機能を特徴とする未加工又は半加工のガラス製パネル，その他のガラス基礎製品（建築
【09】携帯電話用又はスマートフォン用アプリケーションソフトウェア，アプリケーションソフト
ウェア
【12】自動車並びにその部品及び附属品
【35】自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車
の販売に関する情報の提供
【41】携帯電話又はスマートフォンによる通信を用いて行う動画の提供，携帯情報端末に
よる通信を用いて行う画像の提供
【09】コンピューター用又は携帯電話用アプリケーションソフトウェア
【12】自動車並びにその部品及び附属品
【35】自動車の販売に関する情報の提供
【36】中古自動車の評価
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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
35

10

ＫＡＷＡＩＩＭＡＲＣＨＥ＼ＢＹ ＳＡ
通常
ＮＲＩＯ

2012/9/24 2012-077080 株式会社サンリオ

35,36,37

11

安くて上等をめざしています

通常:
標準

2012/9/25 2012-077250 株式会社未来企画

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

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

指定商品・役務
【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，キャラクター商品の販売に関する企画，キャラク
ター商品の製造事業の企画，キャラクター商品の販売に関する情報の提供，コンピュータ
による会員の顧客管理，統計的情報の提供，インターネットウエブサイトにおけるショッピ
ングモールを介した商品の広告，インターネットウエブサイトにおけるショッピングモールを
介した商品の売買契約の媒介，インターネットウエブサイトにおけるショッピングモールを
介した商品の販売に関する情報の提供，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商
品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被
服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココ
アの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供 自転車の小売又は卸売の業務において行
【35】商品の販売に関する情報の提供，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，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，
建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，建築材料の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供
【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，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒
介，土地の貸与，土地の売買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提
供
【37】建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の建造，船
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No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

35,36,37,38,39,40,4 【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類の作成，文書又は磁気テープのファイ
1,42,43,44,45

12

図形商標

通常

2012/9/25 2012-077279 大和ハウス工業株式会社

06,07,09,10,11,12,2
0,28,35,36,37,38,39,
40,41,42,43,44,45

13

サンデンフォレスト ＳＡＮＤＥＮ 通常:
ＦＯＲＥＳＴ
標準

14

ボースト

通常:
標準

2012/9/25 2012-077304 サンデン株式会社

2012/9/25 2012-077329 小泉 善照

12
12

15

§Ｄ．ＢＥＳＴ

通常

2012/9/25 2012-077363 ナブテスコサービス株式会社

※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/

リング，コンピュータデータベースへの情報編集，建築物における来訪者の受付及び案
内，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，自転車の小売又は卸売の業務において行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
【06】金属製金具，鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の
金属製専用材料，金属製建具，金庫，金属製建造物組立てセット，金属製液体貯蔵槽，
金属製工業用水槽，金属製液化ガス貯蔵槽，金属製ガス貯蔵槽，ガス貯蔵槽又は液化
ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた，金属製滑車（機械要素に当たるものを除
く。），金属製ばね（機械要素に当たるものを除く。），金属製バルブ（機械要素に当たるも
のを除く。），金属製包装用容器（「金属製栓・金属製ふた」を除く。），金属製栓，金属製ふ
た，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用トラバーサー，金属製人工魚
礁，金属製セメント製品製造用型枠，金属製の可搬式家庭用温室，金属製の吹付け塗装
用ブース，金属製養鶏かご，金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製道路標識
（発光式又は機械式のものを除く。），てんてつ機，金属製管継ぎ手，金属製フランジ，
キー，コッタ，いかり，金属製ビット，金属製ボラード，かな床，はちの巣，金網，ワイヤロー
プ，犬用鎖，金属製家庭用水槽，金属製工具箱，金属製貯金箱，金属製のきゃたつ及び
はしご，金属製のネームプレート及び標札，金属製のタオル用ディスペンサー，金属製帽
子掛けかぎ，金属製郵便受け，金属製靴ぬぐいマット，屋外用金属製ブラインド，金属製
立て看板，金属製彫刻，金属製の墓標及び墓碑用銘板，金属製のバックル，つえ用金属
製石突き，アイゼン，カラビナ，ハーケン，金属製飛び込み台，金属製あぶみ，拍車，金属
製輸送用コンテナ
【07】圧縮機，送風機，ポンプ，真空ポンプ，金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械
器具，荷役機械器具，漁業用機械器具，化学機械器具，繊維機械器具，食料加工用又は
飲料加工用の機械器具，製材用・木工用又は合板用の機械器具，パルプ製造用・製紙用
又は紙工用の機械器具，印刷用又は製本用の機械器具，ミシン，耕うん機械器具（手持
ち工具に当たるものを除く。），栽培機械器具，収穫機械器具，植物粗製繊維加工機械器
具，飼料圧搾機，飼料裁断機，飼料配合機，飼料粉砕機，牛乳ろ過器，搾乳機，育雛器，
ふ卵器 蚕種製造用又は養蚕用の機械器具 靴製造機械器具 製革機械 たばこ製造機
【12】自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにその部品及び附属
品，乳母車，人力車，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片
【12】陸上の乗物用のブレーキ及びその部品，制動装置，陸上の乗物用の機械要素，陸
上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動
機（その部品を除く。），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）2012.09.23～2012.09.29.xls
No.

16

17

18

19

商標（見本）

商標

種別

§Ｄ．ＢＥＳＴ＼ＤＲＩＶＥ ＢＥＳＴ
通常
‘ＢＵＹ’ＧＥＮＵＩＮＥ ＰＡＲＴＳ

図形商標

マルエヌ株式会社

パトリンク

通常

通常

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【12】陸上の乗物用のブレーキ及びその部品，制動装置，陸上の乗物用の機械要素，陸
上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動
機（その部品を除く。），自動車並びにその部品及び附属品

12

【12】自動車用タイヤ，二輪自動車用タイヤ

12

【12】自動車の部品及び附属品

09,11,12

【09】回転警告灯，信号表示灯及び点滅表示灯，散光式警光灯，停電非常灯，防犯通報
灯，音声合成報知器，電子音報知器，警告表示機その他の信号表示用機械器具，電子
サイレンアンプ，送信機・受信機・中継機，通信システム，ビデオレコーダーその他の電気
通信機械器具，電光表示装置，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，インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル，
電子応用機械器具及びその部品，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，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，防犯用または
防災用の警報装置並びにその部品及び附属品
【11】懐中電灯，スポットライト，探照灯，その他の電球類及び照明用器具，家庭用電熱用
品類，あんどん，ちょうちん，ガスランプ，石油ランプ，ほや
【12】牽引車，動力伝導装置，制動装置，乗物用盗難警報器，自動車並びにその部品及
【09】回転警告灯，信号表示灯及び点滅表示灯，散光式警光灯，停電非常灯，防犯通報
灯，音声合成報知器，電子音報知器，警告表示機その他の信号表示用機械器具，電子
サイレンアンプ，送信機・受信機・中継機，通信システム，ビデオレコーダーその他の電気
通信機械器具，電光表示装置，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，インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル，
電子応用機械器具及びその部品，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，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，防犯用または
防災用の警報装置並びにその部品及び附属品
【11】懐中電灯，スポットライト，探照灯，その他の電球類及び照明用器具，家庭用電熱用
品類，あんどん，ちょうちん，ガスランプ，石油ランプ，ほや
【12】牽引車，動力伝導装置，制動装置，乗物用盗難警報器，自動車並びにその部品及

2012/9/25 2012-077364 ナブテスコサービス株式会社

2012/9/25 2012-077385 住友ゴム工業株式会社

2012/9/25 2012-077390 マルエヌ株式会社

2012/9/25 2012-077577 株式会社パトライト

09,11,12

20

§ＰＡＴＬｉＮＫ

通常

指定商品・役務

12

2012/9/25 2012-077578 株式会社パトライト

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

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）2012.09.23～2012.09.29.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

Ｙｕｍｅ Ｇｉｒｌ＼夢 ガール

通常

2012/9/25 2012-077598 伊藤 哲英

01,02,12,17,19,21,2
7

22

ＡｓａｈｉＲｕｂｂｅｒ

通常:
標準

2012/9/26 2012-077853 アサヒゴム株式会社

※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】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に関する情報の提供，職業のあっせん，輸出入に関する事務の代
理又は代行，書類の複製，文書又は磁気テープのファイリング，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，求人情報の提供，自動販売機の貸与，織物及び寝具
類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及
び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパ
ンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，家具の小売又は卸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
【01】自動車の車体用の合成ゴム系シーリング剤，自動車の車体用の合成樹脂系シーリ
ング剤，その他のシーリング剤（建築用又は構築用のものを除く。），溶剤，その他の化学
品，接着プライマー，合成ゴム系のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），合
成樹脂系のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），その他ののり及び接着剤
（事務用又は家庭用のものを除く。）
【02】自動車の車体の剛性補助用の合成ゴム系塗料，自動車の車体制振用の合成ゴム
系塗料，自動車の車体防音用の合成ゴム系塗料，自動車の車体保護用の合成ゴム系塗
料，自動車の車体防錆用の合成ゴム系塗料，自動車の車体防水用の合成ゴム系塗料，
その他の合成ゴム系塗料，自動車の車体の剛性補助用の合成樹脂系塗料，自動車の車
体制振用の合成樹脂系塗料，自動車の車体防音用の合成樹脂系塗料，自動車の車体保
護用の合成樹脂系塗料，自動車の車体防錆用の合成樹脂系塗料，自動車の車体防水用
の合成樹脂系塗料，その他の合成樹脂系塗料，塗料用シンナー，その他の塗料
【12】自動車のドア・ルーフ・フェンダー用に成型加工された鋼性補助材・制振材・防音材
（自動車用部品に限る。），自動車のヘッドライト裏側から車内への通気を遮断するための
成型加工されたゴム製の通気遮断材（自動車用部品に限る。），自動車用ゴム製泥よけ，
自動車用ゴム製ステアリングジョイントカバー，自動車の車内と車外の防音又は遮音のた
めに各部材に装着する成型加工されたウレタン製・ゴム製・樹脂製・繊維製の防音材及び
遮音材（自動車用部品に限る。），その他の自動車並びにその部品及び附属品，鉄道車
両並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品
【17】プラスチック基礎製品，ゴム，ウレタンフォーム，シート状ウレタン発泡体，防音材
【19】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，建築用ブチルゴム製防
水テープ，建築用防水シート，ゴム製のルーフィングシート，改質アスファルト製ルーフィン
グシート，地下ピット用改質アスファルト製ルーフィングシート，合成ゴム製床材，建築用の
ゴム製防音材，建築用ゴム製遮音材，ゴムチップ製舗装材料，ゴムマット製舗装材料，そ
の他の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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.23～2012.09.29.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

01,02,12,17,19,21,2 【01】自動車の車体用の合成ゴム系シーリング剤，自動車の車体用の合成樹脂系シーリ
ング剤，その他のシーリング剤（建築用又は構築用のものを除く。），溶剤，その他の化学
7

23

Ａｓａｈｉ Ｒｕｂｂｅｒ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． 通常

2012/9/26 2012-077854 アサヒゴム株式会社

35

24

ＲＥＣＲＵＩＴ

通常

2012/9/26 2012-077903 株式会社リクルートホールディングス

※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/

品，接着プライマー，合成ゴム系のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），合
成樹脂系のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），その他ののり及び接着剤
（事務用又は家庭用のものを除く。）
【02】自動車の車体の剛性補助用の合成ゴム系塗料，自動車の車体制振用の合成ゴム
系塗料，自動車の車体防音用の合成ゴム系塗料，自動車の車体保護用の合成ゴム系塗
料，自動車の車体防錆用の合成ゴム系塗料，自動車の車体防水用の合成ゴム系塗料，
その他の合成ゴム系塗料，自動車の車体の剛性補助用の合成樹脂系塗料，自動車の車
体制振用の合成樹脂系塗料，自動車の車体防音用の合成樹脂系塗料，自動車の車体保
護用の合成樹脂系塗料，自動車の車体防錆用の合成樹脂系塗料，自動車の車体防水用
の合成樹脂系塗料，その他の合成樹脂系塗料，塗料用シンナー，その他の塗料
【12】自動車のドア・ルーフ・フェンダー用に成型加工された鋼性補助材・制振材・防音材
（自動車用部品に限る。），自動車のヘッドライト裏側から車内への通気を遮断するための
成型加工されたゴム製の通気遮断材（自動車用部品に限る。），自動車用ゴム製泥よけ，
自動車用ゴム製ステアリングジョイントカバー，自動車の車内と車外の防音又は遮音のた
めに各部材に装着する成型加工されたウレタン製・ゴム製・樹脂製・繊維製の防音材及び
遮音材（自動車用部品に限る。），その他の自動車並びにその部品及び附属品，鉄道車
両並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品
【17】プラスチック基礎製品，ゴム，ウレタンフォーム，シート状ウレタン発泡体，防音材
【19】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，建築用ブチルゴム製防
水テープ，建築用防水シート，ゴム製のルーフィングシート，改質アスファルト製ルーフィン
グシート，地下ピット用改質アスファルト製ルーフィングシート，合成ゴム製床材，建築用の
ゴム製防音材，建築用ゴム製遮音材，ゴムチップ製舗装材料，ゴムマット製舗装材料，そ
の他の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
【35】広告業，試供品の配布，商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポン券の発
行及び管理，販売又は営業促進のためのポイント蓄積式カードの発行・管理及び清算，
商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理，トレーディングスタンプ
の発行，経営の診断又は経営に関する助言，事業の管理，企業の人事・労務管理及び求
人活動に関する指導及び助言，企業の人事管理のための適性検査，市場調査又は分
析，商品の販売に関する情報の提供，商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代
行，商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行に関する情報の提供，ホテルの事
業の管理，企業に関する情報の提供，財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情
報の提供，職業のあっせん，職業のあっせんに関する情報の提供，競売の運営，輸出入
に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，あて名書き及び
書類の封入・封緘・発送の代行，郵送先リストの作成・提供，書類の複製，文書又は磁気
テープのファイリング，一般事務の代行，電子計算機による文書の送信及び受信の事務
処理代行，経理事務の代行，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，インターネットのホームページにおける広告用スペース
の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，職業の適
性に関する助言，職業（職種・職務）適性検査，再就職の希望者に対する指導及び助言，
新聞記事情報の提供，自動販売機の貸与，コンピュータデータベースへの情報構築及び
情報編集，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供 身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.23～2012.09.29.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

09,16,36,37,38,39,4 【09】水泳用耳栓，潜水用耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），オゾン発生器，電解
槽，検卵器，青写真複写機，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録
0,41,42,43,44,45

25

ＲＥＣＲＵＩＴ

通常

2012/9/26 2012-077904 株式会社リクルートホールディングス

35

26

Ｒｅｃｒｕｉｔ Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ Ｐａｒｔｎｅｒｓ 通常

2012/9/26 2012-077905 株式会社リクルートホールディングス

09,12,39

27

ＳＩＭ－ＳｍａＬｏｏｐ

通常:
標準

2012/9/26 2012-077962 株式会社ＳＩＭ－Ｄｒｉｖｅ

※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/

機，写真複写機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パン
チカードシステム機械，票数計算機，郵便切手のはり付けチェック装置，駐車場用硬貨作
動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース，消火ホース用ノズル，スプリンク
ラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信
号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器
具，業務用テレビゲーム機用プログラム，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能
訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，
測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，太陽電池，電池，
電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその
部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，科学用人工衛星，消防車，防じんマスク，防毒マス
ク，溶接マスク，防火被服，防災頭巾，事故防護用手袋，眼鏡，家庭用テレビゲーム機用
プログラム，携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－Ｒ
ＯＭ，運動用保護ヘルメット，ウエイトベルト，エアタンク，レギュレーター，メトロノーム，電
子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，レコード，インター
ネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル，インターネットを利用して
受信し及び保存することができる画像ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテー
プ，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，電子出版物，ダウンロー
ド可能な画像及び映像，ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログ
ラム，ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム，コンピュータソフト
ウェア，コンピュータゲームソフトウェア，ダウンロード可能な電子計算機用プログラム，携
帯電話機用コンピュータプログラム，ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラ
ム ダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム ダウンロード可能な音楽 ダウ
【35】広告業，試供品の配布，商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポン券の発
行及び管理，販売又は営業促進のためのポイント蓄積式カードの発行・管理及び清算，
商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理，トレーディングスタンプ
の発行，経営の診断又は経営に関する助言，事業の管理，企業の人事・労務管理及び求
人活動に関する指導及び助言，企業の人事管理のための適性検査，市場調査又は分
析，商品の販売に関する情報の提供，商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代
行，商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行に関する情報の提供，ホテルの事
業の管理，企業に関する情報の提供，財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情
報の提供，職業のあっせん，職業のあっせんに関する情報の提供，競売の運営，輸出入
に関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，あて名書き及び
書類の封入・封緘・発送の代行，郵送先リストの作成・提供，書類の複製，文書又は磁気
テープのファイリング，一般事務の代行，電子計算機による文書の送信及び受信の事務
処理代行，経理事務の代行，コンピュータデータベースへの情報編集，電子計算機・タイ
プライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，建築物における来訪者の
受付及び案内，広告用具の貸与，インターネットのホームページにおける広告用スペース
の貸与，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，求人情報の提供，職業の適
性に関する助言，職業（職種・職務）適性検査，再就職の希望者に対する指導及び助言，
新聞記事情報の提供，自動販売機の貸与，コンピュータデータベースへの情報構築及び
情報編集，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供 身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
【09】インバーター（電気式のもの），蓄電池，電気コンバーター，電気自動車用充電器，電
気自動車用給電装置，その他の充電器，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，
調相機，電気自動車用充電池，コンデンサー，コンデンサー充電器，測定機械器具，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
【12】自動車並びにその部品及び附属品，船舶並びにその部品及び附属品，二輪自動
車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除
く。），陸上の乗物用の機械要素，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。）
【39】充電用電気の供給，電気自動車などの電気車両の蓄電池に蓄電された電気の供
給，その他の電気の供給，車両による輸送，道路情報の提供，自動車の貸与，車いすの
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.23～2012.09.29.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

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

28

§ＫＥＮＷＯＯＤ

通常

2012/9/26 2012-077975 株式会社ＪＶＣケンウッド

12
29

30

31

32

§ＳＴＡＮＣＥ＼ＣＯＮＣＥＰＴ

§ＢＡＮＺＡＩＳＰＯＲＴＳ

§ＺＥＮＩＴＨＣＬＡＳＳＩＸ

Ｍａｈａｌｏ＼マハロ

通常

通常

通常

通常

2012/9/26 2012-078070

2012/9/26 2012-078071

2012/9/26 2012-078072

有限会社エーアンドエーインターナ
ショナル

12

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

12

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

12

【12】乗物用盗難警報器，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，チャイルドシート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，大人用自転車に据え付けられる子供用椅子，人力車，そり，手押し
車並びにその部品及び附属品，荷車，馬車，リヤカー，医療・介護用おむつ運搬用カー
ト，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片，乳母車並びにその部品及び附属品

有限会社エーアンドエーインターナ
ショナル

有限会社エーアンドエーインターナ
ショナル

2012/9/26 2012-078078 ピジョン株式会社

※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。

剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛
用接着剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し
剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つ
や出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，燃料，工業用油，工業用油脂，ろう，ランプ用灯しん，ろ
うそく
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，乳幼児用粉乳，
サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補
助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），人工受精用精液
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除
く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発
光式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵
槽類 いかり 金属製輸送用コンテナ かな床 はちの巣 金属製金具 ワイヤロープ 金
【12】自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車並びにそれらの部品及び附属品，
車輪

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）2012.09.23～2012.09.29.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

06,07,09,11,12,17,3 【06】金属製貯蔵槽類
【07】動力機械器具（陸上の乗物用のものを除く。），陸上の乗物用の動力機械の部品，乗
7,42

33

§Ｔ

通常

2012/9/27 2012-078107 株式会社高岳製作所

34

ＰＯＣＯ

通常:
標準

2012/9/27 2012-078121 ダイハツ工業株式会社

35

スマートアシスト

通常:
標準

2012/9/27 2012-078122 ダイハツ工業株式会社

12

12

35
36

素敵屋 Ａｌｏｏｋ

通常

2012/9/27 2012-078147 小倉 惠美子

12
37

ＡＬＰＳ

通常

2012/9/27 2012-078182 アルプス電気株式会社

※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/

物用洗浄機，起動器，交流電動機及び直流電動機（陸上の乗物用の交流電動機及び直
流電動機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直流発電機，半導体製造装置
【09】オゾン発生器，電解槽，光学機械器具，写真機械器具，測定機械器具，配電用又は
制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電気磁気測定器，電気通信機械器具，電子応
用機械器具及びその部品，変成器，遮断器，充電器，半導体検査装置，画像処理装置，
三次元形状計測装置，電気式温度計
【11】乾燥装置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，放熱器，汚水浄化
槽，電球類及び照明用器具，電解水生成器，家庭用浄水器
【12】陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の交流電動機又は直
流電動機（その部品を除く。），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
【17】電気絶縁材料，プラスチック基礎製品
【37】機械器具設置工事，電気工事，電気通信工事，電子計算機の修理又は保守
【12】自動車並びにその部品及び附属品，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），
陸上の乗物用の軸・軸受け・軸継ぎ手・ベアリング，陸上の乗物用の動力伝導装置，陸上
の乗物用の緩衝器・ばね，陸上の乗物用の制動装置，タイヤ又はチューブの修繕用ゴム
はりつけ片，乗物用盗難警報器
【12】自動車並びにその部品及び附属品，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），
陸上の乗物用の軸・軸受け・軸継ぎ手・ベアリング，陸上の乗物用の動力伝導装置，陸上
の乗物用の緩衝器・ばね，陸上の乗物用の制動装置，タイヤ又はチューブの修繕用ゴム
はりつけ片，乗物用盗難警報器
【35】ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，つえ用石突き（金属製のものを除く），つえ用ア
クセサリー，つえ用ストラップ，つえ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，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

【12】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（「エアクッション艇」を除く。），エアクッション艇，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

13／31

今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.23～2012.09.29.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

03,05,09,11,16,18,2 【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
0,21,24,25,26,29,30, 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
31,32,33
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

38

きほんの∞き

通常

2012/9/27 2012-078191 合同会社西友

06,07,09,12,14,19,2
0

39

図形商標

通常

2012/9/27 2012-078207 株式会社アルファ

09,12

40

ＭＦＣ

通常:
標準

2012/9/27 2012-078211

※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。

アー・デー・ツェー・オートモーティブ・
ディスタンス・コントロール・システム
ズ・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンク
テル・ハフツング

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

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，綿棒，ばんそうこう，包帯，包
帯液，シート状患部冷却剤，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。）
【09】水泳用耳栓，潜水用耳栓，加工ガラス（建築用のものを除く。），オゾン発生器，電解
槽，検卵器，青写真複写機，金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録
機，写真複写機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，パン
チカードシステム機械，票数計算機，郵便切手のはり付けチェック装置，駐車場用硬貨作
動式ゲート，救命用具，消火器，消火栓，消火ホース，消火ホース用ノズル，スプリンク
ラー消火装置，火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，保安用ヘルメット，鉄道用信
号機，乗物の故障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，潜水用機械器
具，業務用テレビゲーム機用プログラム，乗物運転技能訓練用シミュレーター，運動技能
訓練用シミュレーター，理化学機械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，
測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，太陽電池，電池，
電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその
部品，磁心，抵抗線，電極，消防艇，科学用人工衛星，消防車，防じんマスク，防毒マス
ク，溶接マスク，防火被服，防災頭巾，事故防護用手袋，眼鏡，家庭用テレビゲーム機用
プログラム，携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－Ｒ
ＯＭ 運動用保護ヘルメット ウエイトベルト エアタンク レギュレーター メトロノーム 電
【06】金属製ドアハンドル，錠前付きの金属製扉の閉鎖装置，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，金属製郵便受け，金属製金具，金属製
建具，金庫，金属製の可搬式家庭用温室，金属製輸送用コンテナ並びに部品及び附属品
【07】金属加工機械器具，自動販売機，ガソリンステーション用装置，電動式扉自動開閉
装置，電動式カーテン引き装置，機械式駐車装置，動力機械器具（陸上の乗物用のもの
を除く。）及び動力機械器具の部品，機械要素（陸上の乗物用のものを除く。）
【09】安全装着帯（乗物座席用及び運動器具用のものを除く。），火災報知機，ガス漏れ警
報器，盗難警報器，その他の防犯警報器，電気錠，電気錠操作機，カード読み取り式施
解錠制御装置，生体情報読み取り式施解錠制御装置，暗証番号入力式施解錠制御装
置，音声入力式施解錠制御装置，無線式施解錠制御装置，電気式施解錠制御装置，電
子錠，配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電気ブザー，電気通信機械
器具，防犯用監視カメラ，カメラとモニターから成る防犯用監視装置，電子応用扉自動開
閉装置，錠前施解錠用磁気カード，指紋照合装置，画像処理・画像認識・インターネットな
どの通信回線を利用して監視又は制御を行う遠隔操作装置用電子計算機用プログラム，
その他の電子応用機械器具及びその部品
【12】陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，自動車用
ステアリングロック装置並びにその部品及び附属品，自動車盗難防止用ハンドル固定装
置，その他の乗物用盗難警報器，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
【14】キーホルダー
【19】建具（金属製のものを除く。），灯ろう，可搬式家庭用温室（金属製のものを除く。），墓
標及び墓碑用銘板（金属製のものを除く。），建造物組立てセット（金属製のものを除く。），
石製郵便受け
【20】郵便受け（金属製又は石製のものを除く。） 家庭用水槽（金属製又は石製のものを
【09】制動装置・ギヤ及びシャシーの制御及び操縦用のセンサー，データ処理装置，コン
ピュータ，コンピュータソフトウェア，車載用モニター付監視装置，自動車の速度測定装
置，自動車の電子制御装置並びにその部品，自動車用の緩衝器及び空気ばね装置用の
電子制御装置，自動車用電気配線ケーブル，自動車用ワイヤハーネス，自動車用電気制
御用機械器具，車速センサー，回転数を測定するセンサー，測定機械器具，電線及び
ケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【12】乗物及びその部品，制動装置，陸上の乗物用の機械要素，陸上の乗物用の交流電
動機又は直流電動機（その部品を除く。），自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動
車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除

14／31

今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.23～2012.09.29.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

41

ＳＭＦＣ

通常:
標準

2012/9/27 2012-078212

アー・デー・ツェー・オートモーティブ・
ディスタンス・コントロール・システム
ズ・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンク
テル・ハフツング
09,12

42

ＳＲＲ

通常:
標準

アー・デー・ツェー・オートモーティブ・
ディスタンス・コントロール・システム
2012/9/27 2012-078213
ズ・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンク
テル・ハフツング
09,12

43

ＳＬＲ

通常:
標準

アー・デー・ツェー・オートモーティブ・
ディスタンス・コントロール・システム
2012/9/27 2012-078214
ズ・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンク
テル・ハフツング
09,12

44

ＳＲＬＣａｍ

通常:
標準

アー・デー・ツェー・オートモーティブ・
ディスタンス・コントロール・システム
2012/9/27 2012-078215
ズ・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンク
テル・ハフツング
09,12

45

ＡＲＳ

通常:
標準

アー・デー・ツェー・オートモーティブ・
ディスタンス・コントロール・システム
2012/9/27 2012-078216
ズ・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンク
テル・ハフツング
09,12

46

ＸＰＵ

通常:
標準

2012/9/27 2012-078217

※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。

アー・デー・ツェー・オートモーティブ・
ディスタンス・コントロール・システム
ズ・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンク
テル・ハフツング

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

指定商品・役務
【09】制動装置・ギヤ及びシャシーの制御及び操縦用のセンサー，データ処理装置，コン
ピュータ，コンピュータソフトウェア，車載用モニター付監視装置，自動車の速度測定装
置，自動車の電子制御装置並びにその部品，自動車用の緩衝器及び空気ばね装置用の
電子制御装置，自動車用電気配線ケーブル，自動車用ワイヤハーネス，自動車用電気制
御用機械器具，車速センサー，回転数を測定するセンサー，測定機械器具，電線及び
ケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【12】乗物及びその部品，制動装置，陸上の乗物用の機械要素，陸上の乗物用の交流電
動機又は直流電動機（その部品を除く。），自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動
車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除
【09】制動装置・ギヤ及びシャシーの制御及び操縦用のセンサー，データ処理装置，コン
ピュータ，コンピュータソフトウェア，車載用モニター付監視装置，自動車の速度測定装
置，自動車の電子制御装置並びにその部品，自動車用の緩衝器及び空気ばね装置用の
電子制御装置，自動車用電気配線ケーブル，自動車用ワイヤハーネス，自動車用電気制
御用機械器具，車速センサー，回転数を測定するセンサー，測定機械器具，電線及び
ケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【12】乗物及びその部品，制動装置，陸上の乗物用の機械要素，陸上の乗物用の交流電
動機又は直流電動機（その部品を除く。），自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動
車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除
【09】制動装置・ギヤ及びシャシーの制御及び操縦用のセンサー，データ処理装置，コン
ピュータ，コンピュータソフトウェア，車載用モニター付監視装置，自動車の速度測定装
置，自動車の電子制御装置並びにその部品，自動車用の緩衝器及び空気ばね装置用の
電子制御装置，自動車用電気配線ケーブル，自動車用ワイヤハーネス，自動車用電気制
御用機械器具，車速センサー，回転数を測定するセンサー，測定機械器具，電線及び
ケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【12】乗物及びその部品，制動装置，陸上の乗物用の機械要素，陸上の乗物用の交流電
動機又は直流電動機（その部品を除く。），自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動
車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除
【09】制動装置・ギヤ及びシャシーの制御及び操縦用のセンサー，データ処理装置，コン
ピュータ，コンピュータソフトウェア，車載用モニター付監視装置，自動車の速度測定装
置，自動車の電子制御装置並びにその部品，自動車用の緩衝器及び空気ばね装置用の
電子制御装置，自動車用電気配線ケーブル，自動車用ワイヤハーネス，自動車用電気制
御用機械器具，車速センサー，回転数を測定するセンサー，測定機械器具，電線及び
ケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【12】乗物及びその部品，制動装置，陸上の乗物用の機械要素，陸上の乗物用の交流電
動機又は直流電動機（その部品を除く。），自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動
車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除
【09】制動装置・ギヤ及びシャシーの制御及び操縦用のセンサー，データ処理装置，コン
ピュータ，コンピュータソフトウェア，車載用モニター付監視装置，自動車の速度測定装
置，自動車の電子制御装置並びにその部品，自動車用の緩衝器及び空気ばね装置用の
電子制御装置，自動車用電気配線ケーブル，自動車用ワイヤハーネス，自動車用電気制
御用機械器具，車速センサー，回転数を測定するセンサー，測定機械器具，電線及び
ケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【12】乗物及びその部品，制動装置，陸上の乗物用の機械要素，陸上の乗物用の交流電
動機又は直流電動機（その部品を除く。），自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動
車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除
【09】制動装置・ギヤ及びシャシーの制御及び操縦用のセンサー，データ処理装置，コン
ピュータ，コンピュータソフトウェア，車載用モニター付監視装置，自動車の速度測定装
置，自動車の電子制御装置並びにその部品，自動車用の緩衝器及び空気ばね装置用の
電子制御装置，自動車用電気配線ケーブル，自動車用ワイヤハーネス，自動車用電気制
御用機械器具，車速センサー，回転数を測定するセンサー，測定機械器具，電線及び
ケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【12】乗物及びその部品，制動装置，陸上の乗物用の機械要素，陸上の乗物用の交流電
動機又は直流電動機（その部品を除く。），自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動
車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.23～2012.09.29.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

02,03,11,12,16,19,2 【02】木材保存料，染料，顔料，殺菌塗料，水性塗料，木材用塗料，塗料，印刷インキ（「謄
0,21,22,23,24,25,27, 写版インキ」を除く。），謄写版インキ，絵の具
【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
28,40
剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗

47

インフェバスター

通常:
標準

2012/9/27 2012-078332 積水化学工業株式会社

09,35

48

§ａ｜∞ｍａｄｅ ｆｏｒ＼ｋｉｎｄｌｅ

優先

2012/9/27 2012-078337

アマゾン テクノロジーズ インコーポ
レイテッド

09,12

49

ｉｎｔｅＬＩＮＫ

通常:
標準

2012/9/27 2012-078360 アイシン精機株式会社

12
50

§ｌａｃｎｏｌ＼ラクノル

通常

2012/9/27 2012-078506 ピジョン株式会社

※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/

濯用ふのり，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類
【11】便所ユニット，浴室ユニット，暖冷房装置，電球類及び照明用器具，空気清浄機，除
湿機，家庭用電気式除湿乾燥機，布団乾燥機，加湿機，セラミックファンヒーター，エアコ
ンディショナー，家庭用で高濃度酸素を吸入できる電気式の装置，家庭用電熱用品類，加
熱器，調理台，流し台，あんか，かいろ，かいろ灰，湯たんぽ
【12】船舶・航空機・鉄道車両・自動車用寝台，自動車・二輪自動車・自転車用荷物台，船
舶・航空機・鉄道車両・自動車・二輪自動車用座席，乗物用座席，乗物用シートカバー，乗
物用座席の安全帯，乗物の座席用ヘッドレスト，航空機・自動車用シートベルト，自動車用
ほろ，エアバッグ（自動車用安全装置），チャイルドシート，ブラインド（自動車用），自動車
用シート，乳母車用ほろ，折畳み式乳母車用ほろ，折畳み式乳母車，乳母車
【16】紙製包装用容器，プラスチック製包装用袋，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ
収集用袋，紙製顔ふきタオル，紙製タオル，ろ過用材料（紙），ろ紙，紙，文房具類，印刷
物
【19】建築材料（金属製・ガラス製のものを除く），かわら及びタイル（金属製・ガラス製のも
のを除く），床板（金属製・ガラス製のものを除く），天井板（金属製・ガラス製のものを除
く），建築用被覆材（金属製・ガラス製のものを除く），手すり部材（金属製・ガラス製のもの
を除く），建築用塗材，扉（金属製・ガラス製のものを除く），折畳み式扉（金属製・ガラス製
のものを除く），床タイル（金属製・ガラス製のものを除く），合成樹脂製床材，床材（金属
製・ガラス製のものを除く），板（建築用木材），合板，寄木細工の床板，寄木細工の床材，
木製床材
【20】空気封入式のクッション（医療用のものを除く） エアマットレス（医療用のものを除
【09】携帯用電子応用機械器具用ケース・カバー・スタンド・スキン・スピーカー・付属品・モ
ニター・ディスプレイ・キーボード，電源アダプタ，ＵＳＢケーブル，コンピュータハードウェ
ア，持ち運び可能な電子応用機械器具の部品及び付属品，電子応用機械器具用ドッキン
グステーション，バッテリー充電器，電気用コネクタ，電線及びケーブル，電気アダプター，
持ち運び可能な電子応用機械器具用無線リモートコントローラー，ヘッドホン，イヤホン，
持ち運び可能な電子応用機械器具用及び印刷物用ライト，配電用又は制御用の機械器
具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品
【35】他人の商品の販売促進又は役務の提供促進のための企画及び実行の代理，小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供（オンラインによるものを含
む。），種々の商品及び役務に関するコンピュータデータベースの提供
【09】自動車のクラッチシステム用電子制御装置，その他の自動車用電子制御装置並び
にその部品，自動車のクラッチシステム用電子制御用コンピュータソフトウェア，その他の
自動車用電子制御用コンピュータソフトウェア，コンピュータソフトウェア，電子応用機械器
具及びその部品，測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具，自動車用ナビゲーショ
ン装置，電気通信機械器具，自動車用バッテリー及びその充電器，燃料電池，電池，電
線及びケーブル
【12】自動車用クラッチ・クラッチディスク・クラッチカバー，自動車並びにその部品及び附属
品，クラッチ軸をつなぐための軸継ぎ手，クラッチ用メインドライブシャフト，クラッチ用リン
グギア，自動車用クラッチマスターシリンダー，自動車用クラッチ板，クラッチのライニン
グ，陸上の乗物用クラッチ作動装置，その他の陸上の乗物用の機械要素，陸上の乗物用
交流電機又は直流電機（その部品を除く。），二輪自動車用クラッチ・クラッチディスク・ク
【12】乗物用盗難警報器，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，チャイルドシート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，大人用自転車に据え付けられる子供用椅子，人力車，そり，手押し
車並びにその部品及び附属品，荷車，馬車，リヤカー，医療・介護用おむつ運搬用カー
ト，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片，乳母車並びにその部品及び附属品

16／31

今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.23～2012.09.29.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

51

ＪＡＭ－ＧＡＴＥ

通常:
標準

2012/9/28 2012-078674 ホクレン農業協同組合連合会

09,35,36,39,42

52

ｄショッピング

通常:
標準

2012/9/28 2012-078802 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

35,36,39

53

Ｈｏｕｓｅ Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ Ｓｅｒｖｉｃｅ

通常:
標準

2012/9/28 2012-078821 ハウス食品株式会社

35,36,39

54

ハウス物流サービス

通常:
標準

2012/9/28 2012-078830 ハウス食品株式会社

※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】中古自動車並びにそれらの部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，自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，インターネットによる中古自動車売買の契約の代理・媒介及びこれらに
関する情報の提供，中古自動車売買の契約の代理・媒介及びこれらに関する情報の提
供，インターネットによる中古自動車並びにそれらの部品及び附属品の販売の情報の提
供，中古自動車並びにそれらの部品及び附属品の販売の情報の提供，商品の販売に関
する情報の提供，商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイン
トの発行・管理・清算，トレーディングスタンプの発行，インターネットによる中古自動車の
競売の運営，中古自動車の競売の運営，競売の運営，広告業，インターネットによる広
告，インターネットにおけるウエブサイト上の広告スペースの提供，インターネットにおける
【09】携帯電話機用電池，携帯用通信機械器具，カーナビゲーション装置及びその部品，
携帯電話機用マイクロホン，携帯電話機用イヤホン，携帯電話機用充電器，電話機の専
用ケース，アンテナ，携帯電話機用液晶保護シート，その他の電気通信機械器具，電子
計算機端末による通信を通じてダウンロード可能な電子応用機械器具用コンピュータプロ
グラム，移動体電話による通信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータ
プログラム，携帯情報端末，電子計算機用プログラム，電子計算機及びその周辺機器，
電子辞書，ダウンロード可能な家庭用テレビゲーム機用プログラム，家庭用テレビゲーム
機用プログラム，携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣ
Ｄ－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，携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他
の写真機械器具・コンピュータプログラムに関する印刷物の文字データ・画像データ等を
記録したフロッピーディスク・ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体，携帯用通信機械器具・電話機・
携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラ
ム等の技術に関する印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ等の記録媒体，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ＤＶＤ・ビデオテープ・ビデオディスク及びＣＤ－ＲＯＭ，ダウンロード
可能な画像（動画・静止画を含む）・音楽・音声，ダウンロード可能な文字データ，ダウン
ロード可能な電子出版物，その他の電子出版物
【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
【35】広告業，輸出入に関する事務の代理又は代行，広告用具の貸与，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，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】生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の
貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又
は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売
買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，中古自動車の評価
【39】車両による輸送，貨物のこん包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し，寄託を受けた
物品の倉庫における保管，他人の携帯品の一時預かり，配達物の一時預かり，倉庫の提
供，駐車場の提供，駐車場の管理，荷役機械器具の貸与，包装用機械器具の貸与
【35】広告業，輸出入に関する事務の代理又は代行，広告用具の貸与，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，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】生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，建物の管理，建物の
貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，建物又
は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土地の貸与，土地の売
買，土地の売買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，中古自動車の評価
【39】車両による輸送，貨物のこん包，貨物の輸送の媒介，貨物の積卸し，寄託を受けた
物品の倉庫における保管，他人の携帯品の一時預かり，配達物の一時預かり，倉庫の提
供，駐車場の提供，駐車場の管理，荷役機械器具の貸与，包装用機械器具の貸与
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No.

55

56

商標（見本）

商標

スマカルゴ＼ｓｍａｃａｒｇｏｔ

ＤＥＡＤ ＳＴＯＣＫ

種別

通常

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【12】自動車並びにその部品及び附属品，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，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。），乳母車

35,37

【35】自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，中古自動車の
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，中古二輪自動車の小
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，自動車の買取業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の買取業務において行われる顧客
に対する便益の提供，中古自動車の買取業務において行われる顧客に対する便益の提
供，中古二輪自動車の買取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
下取り業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の下取り業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，中古自動車の下取り業務において行われる顧客
に対する便益の提供，中古二輪自動車の下取り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，二輪自動車の修理又は整備，車検のための自動車の点
検，車検のための二輪自動車の点検，車検のための自動車の修理又は整備，車検のた
めの二輪自動車の修理又は整備，車検のための自動車の検査，車検のための二輪自動
【12】自動車用懸架ばね
【35】インターネットによる自動車及び中古自動車（これらの部品を含む）の販売に関する
情報の提供，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，自動車及び中古自動車の販売に関する情報提
供，中古車の輸出入に関する事務の代理又は代行
【37】自動車及び中古自動車の修理または整備，自動車及び中古自動車の改造または架
装，自動車及び中古自動車の洗浄・掃除・つや出し，自動車及び中古自動車の再塗装，
自動車及び中古自動車の自動車オーディオの取り付け，自動車（中古車を含む）及びそ
の部品の点検・改造・修理・整備・洗浄・保守・塗装，自動車車検のための自動車の修理
【12】タイヤ，自動車用タイヤ，二輪自動車用タイヤ又は自転車用タイヤ，スクーター用タイ
ヤ，車イス用タイヤ，二輪自動車用チューブ又は自転車用チューブ，その他の二輪自動
車・自転車並びにそれらの部品及び附属品，タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け
片

2012/9/26 2012-081960 大沼 敦

2012/9/26 2012-081961 林 剛正

12,35,37

57

ＦＡＦ

通常:
標準

2012/9/26 2012-081967 株式会社Ｆｏｒｅｓｔ Ａｕｔｏ

12
58

59

60

ＧＥＫＫＯＴＡ

自衛防災カー＼Ｍｙ 幌馬車

ＢＭＣ ＡＴＲＩＵＭ

通常

通常

マド
プロ:
通常:
標準

指定商品・役務

12

2012/9/27 2012-082382 井上護謨工業株式会社

12

【12】自動車

09

【09】Computer software and programs for managing computer systems, databases and
applications, namely, providing data management, application management and
performance optimization and recovery of mainframe and distributed systems computers
and the database and business applications, programs, and systems that operate therein.
【09】コンピュータシステム・データベース及びアプリケーションの管理用のコンピュータソフ
トウエア及びプログラム、すなわちデータ管理・アプリケーション管理並びにメインフレーム
及び配信済みのコンピュータ用並びにデータベース用及び事業用のアプリケーション・プ
ログラム並びにそれを運用するシステムの性能最適化用及び回復の提供用のもの

2012/9/28 2012-082788 太田 喜久江

2012/9/25 2012-359554 ＢＭＣ Ｓｏｆｔｗａｒｅ， Ｉｎｃ．

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.23～2012.09.29.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

ＩＮＴＥＲＡＰＴＩＶ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/28 2012-359568 ＭＩＰＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ， Ｉｎｃ．

09

62

ＭＩＣＲＯＡＰＴＩＶ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/28 2012-359569 ＭＩＰＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ， Ｉｎｃ．

09

63

ＰＲＯＡＰＴＩＶ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/28 2012-359570 ＭＩＰＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ， Ｉｎｃ．

09

64

§ｖ∞ｖａｕｌｔＳＥｃｕｒｅ

マド
プロ:
通常

2012/9/24 2012-359952 ＩＮＳＩＤＥ ＳＥＣＵＲＥ

09

65

ＭｉｘＢｏｏｔｈ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/25 2012-360030 ＰｉＶｉ ＆ Ｃｏ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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指定商品・役務
【09】Computer software used in, and for use in the design and development of,
microprocessor cores and semiconductor intellectual property (SIP) cores; computer
code products, namely, simulators for microprocessor cores and SIP cores;
microprocessor cores and SIP cores; electronic publications in the nature of manuals,
specifications, guides, and data sheets all in the field of computer technology in
downloadable form or recorded on computer media.
【09】マイクロプロセッサーコア及び半導体知的所有権（ＳＩＰ）コアの設計用及び開発用の
コンピュータソフトウエア，コンピュータコード製品、すなわちマイクロプロセッサコア及びＳＩ
Ｐコア用のシミュレーター，マイクロプロセッサーコア及びシップコア，ハンドブック・仕様書・
手引き及びデータシートの性質を持つ電子出版物（全てダウンロード可能な又はコン
【09】Computer software used in, and for use in the design and development of,
microprocessor cores and semiconductor intellectual property (SIP) cores; computer
code products, namely, simulators for microprocessor cores and SIP cores;
microprocessor cores and SIP cores; electronic publications in the nature of manuals,
specifications, guides, and data sheets all in the field of computer technology in
downloadable form or recorded on computer media.
【09】マイクロプロセッサーコア及び半導体知的所有権（ＳＩＰ）コアの設計用及び開発用の
コンピュータソフトウエア，コンピュータコード製品、すなわちマイクロプロセッサコア及びＳＩ
Ｐコア用のシミュレーター，マイクロプロセッサーコア及びシップコア，ハンドブック・仕様書・
手引き及びデータシートの性質を持つ電子出版物（全てダウンロード可能な又はコン
【09】Computer software used in, and for use in the design and development of,
microprocessor cores and semiconductor intellectual property (SIP) cores; computer
code products, namely, simulators for microprocessor cores and SIP cores;
microprocessor cores and SIP cores; electronic publications in the nature of manuals,
specifications, guides, and data sheets all in the field of computer technology in
downloadable form or recorded on computer media.
【09】マイクロプロセッサーコア及び半導体知的所有権（ＳＩＰ）コアの設計用及び開発用の
コンピュータソフトウエア，コンピュータコード製品、すなわちマイクロプロセッサコア及びＳＩ
Ｐコア用のシミュレーター，マイクロプロセッサーコア及びシップコア，ハンドブック・仕様書・
手引き及びデータシートの性質を持つ電子出版物（全てダウンロード可能な又はコン
【09】Electronic components, electronic circuits, integrated circuits, microcircuits, printed
circuits, semi-conductors, processors, microprocessors, micro-controllers, chips, chip
cards, memory cards, electronic payment cards, access control cards, identification
cards, apparatus, instruments and equipment for very short-distance radio
communication and/or near-field communication.
【09】電子構成部品，電子回路，集積回路，超小型回路，プリント回路，半導体，中央演算
処理装置，マイクロプロセッサ，マイクロコントローラー，チップ，チップカード，メモリーカー
ド，電子式支払カード，接続制御用カード，ＩＤカード（身分証明書），超短距離無線通信用
及び／又は近接場通信用の機器・器具及び装置
【09】Apparatus for recording, transmission, reproduction or processing of sound or
images; calculating machines; data processing equipment and computers; computer game
software; computer software; software for mobile telephones, cellular telephones,
portable multimedia players, portable computers, personal computers for processing
digital photographs and images recorded via mobile telephones, cellular telephones,
portable multimedia players, portable computers, personal computers; computer
peripheral devices; electric cells (batteries); electric wires; electric relays; spectacles,
optical goods; spectacle cases; integrated circuit cards [smart cards].
【09】音響又は画像の記録用・送信用・再生用又は処理用の機器，計算機，データ処理装
置及びコンピュータ，コンピュータゲーム用ソフトウエア，コンピュータソフトウエア，移動電
話用ソフトウエア，セルラー式電話機，携帯型マルチメディアプレーヤー，持ち運びできる
コンピュータ，移動電話により記録されたデジタル写真及びデジタル画像の加工用のパー
ソナルコンピュータ，セルラー式電話機，携帯型マルチメディアプレーヤー，持ち運びでき
るコンピュータ，パーソナルコンピュータ，コンピュータ周辺機器，電池（バッテリー），電
線，継電器，眼鏡，光学製品，眼鏡用容器，ＩＣカード（スマートカード）
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.23～2012.09.29.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

07,12,17,18,28,42,4 【07】Machines and machine tools; parts of machines included in this class; automatic
handling machines (manipulators), robots (machines); molds (parts of machines); tables
5

66

ＱＥＥ‐ＴＥＣＨ

マド
プロ:
通常:
標準

ＺＯＯＭ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/27 2012-360064 ＥＥＬＣＥＥ ＳＡ

09
67

68

69

§ｓ．ｅ．ｇ．ｐｖ

ＧＥＯＶＩＡ

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常

2012/9/26 2012-360067 Ｓｏｎｏｖａ Ｈｏｌｄｉｎｇ ＡＧ

2012/9/26 2012-360151

09

【09】Electric collectors; monocrystalline silicon; polysilicon; electric junction boxes; solar
batteries; low voltage power supplies; transistors; glass covered with an electrical
conductor; silicon wafers; integrated circuits.
【09】集電極，単結晶シリコン，多結晶シリコン，電気用接続箱，太陽電池，低圧電源，トラ
ンジスター，電導性ガラス，シリコンウェーハ，集積回路

09,42

【09】Software for graphic display, particularly for computer-aided design, animation,
simulation, publication, document searches, geometry simplification, remote monitoring
and supervision; imaging software; maintenance software; computer software for
presenting information on industrial products, their manufacture, their use, their
maintenance, their documentation; data exchange software; educational software; training
software.
【42】Computer programming services; rental of computer programs; engineering and
technical consulting services in connection with the design of goods and production
means or operational sequencing of industrial processes; software design, maintenance
and updating services; technical assistance services for software customization with a
view to adapting software to specific needs arising from a client's activities or working
methods; consultancy services in the field of information technology.
【09】グラフィックディスプレイ用、特にコンピュータによる設計用・アニメーション用・シミュ
【09】Apparatus for recording, transmission, reproduction or processing of sound or
images; calculating machines; data processing equipment and computers; game software;
computer software; software for mobile telephones, cellular telephones, portable
multimedia players, portable computers, personal computers for processing digital
photographs and images recorded via mobile telephones, cellular telephones, portable
multimedia players, portable computers, personal computers; computer peripheral
devices; electric cells (batteries); electric wires; electric relays; spectacles, optical goods;
spectacle cases; integrated circuit cards [smart cards].
【09】音響又は画像の記録用・送信用・再生用又は処理用の機器，計算機，データ処理装
置及びコンピュータ，ゲーム用コンピュータソフトウエア，コンピュータソフトウエア，携帯電
話機用のソフトウエア，セルラー式電話機，携帯型マルチメディアプレーヤー，持ち運びで
きるコンピュータ，携帯電話機経由で記録されたデジタル写真及び画像の処理用のパー
ソナルコンピュータ，セルラー式電話機，携帯型マルチメディアプレーヤー，持ち運びでき
るコンピュータ，パーソナルコンピュータ，コンピュータ周辺機器，電池（蓄電池），電線，継
電器，眼鏡，光学製品，眼鏡用容器，ＩＣカード（スマートカード）

ＺＨＡＮＧ ＪＩＡ ＧＡＮＧ ＣＩＴＹ ＳＥＧ
ＰＶ ＣＯ．， ＬＴＤ．

2012/9/28 2012-360181 ＤＡＳＳＡＵＬＴ ＳＹＳＴＥＭＥＳ

09

70

ＢａｌｄＢｏｏｔｈ

マド
プロ:
通常:
標準

for machines; tools (parts of machines).
【12】Vehicle seats; head-rests for vehicle seats; safety seats for children, for vehicles;
spoilers for vehicles; automobile hoods; hoods for vehicle engines; bumpers for
automobiles; bodies for vehicles; luggage carriers for vehicles; frames for cycles and
bicycles.
【17】Semi-processed plastic materials; composites based on thermoplastic materials;
inserts and preforms made of composite materials, particularly in the form of continuous
fibers; carbon fibers, other than for textile use; plastic fibers for non-textile use; threads
of plastic materials for non-textile use; plastic film, not for wrapping; artificial resins
(semi-finished products); synthetic resins (semi-finished products); acrylic resins (semifinished products).
【09】Wireless transmitters and receivers.
【09】無線送信機及び無線受信機

2012/9/25 2012-360199 ＰｉＶｉ ＆ Ｃｏ

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.23～2012.09.29.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
04,09,11,37,42

71

ＫＷＢ

マド
プロ:
通常

ＢＯＯＫＳＨＥＬＦ

マド
プロ:
通常:
標準

ＰＩＧＧＹＢＡＣＫ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/25 2012-360201

ＫＷＢ Ｋｒａｆｔ ｕｎｄ Ｗaｒｍｅ ａｕｓ
Ｂｉｏｍａｓｓｅ ＧｍｂＨ

09
72

73

74

75

ＡＥＲＯＢＬＡＤＥＳ

ＰＲＯＡＣＴＩＶＥＮＥＴ

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/27 2012-360241

Ｖｉｔａｌ Ｓｏｕｒｃｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ， Ｉ
ｎｃ．

12

【12】Footboard for attachment to stroller back.
【12】ベビーカーの背面に取り付ける踏板

11

【11】LED lighting fixtures for outdoor applications of roadway, security and area lighting
in the nature of pathway, parking lot, city block and corporate campus lighting; LED
lighting fixtures for outdoor applications of roadway, security and area lighting.
【11】歩道・駐車場・市街地及びコーポレートキャンパスの照明の範疇における道路・セ
キュリテイ及びエリア照明の屋外用途用のＬＥＤ照明器具，道路・セキュリテイ及びエリア
照明の屋外用途用のＬＥＤ照明器具

09,42

【09】Computer software for computer systems and computer network management,
namely, software for computer network monitoring and computer system diagnostics and
user manuals provided together therewith as a unit.
【42】Remote and on-site monitoring of computer systems; computer consultation,
excluding computer consultation in the field of human resources management computer
software; computer diagnostic services.
【09】コンピュータシステム及びコンピュータネットワークの管理用のコンピュータソフトウエ
ア、すなわちコンピュータネットワークの監視用及びコンピュータシステムの診断用ソフトウ
エア並びにそれとセットで提供されるユーザーハンドブック
【42】コンピュータシステムの遠隔からの監視及び現場での監視，コンピュータに関する助
言（人材管理用コンピュータソフトウエアの分野におけるコンピュータに関する助言を除
く。），コンピュータの診断
【09】Light emitting diodes; photodiodes; transistors; semiconductor devices;
semiconductor chips; semiconductor wafers.
【11】LED light emitting diode lighting fixtures; light bulbs; lighting fixtures; spotlights.
【09】発光ダイオード，フォトダイオード，トランジスター，半導体装置，半導体チップ，半導
体用ウェハー
【11】発光ダイオードの照明器具，白熱電球，じか付け照明具，スポットライト

2012/9/27 2012-360242 Ｍｏｎａｈａｎ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ ＬＬＣ

2012/9/27 2012-360243 Ｒｕｕｄ Ｌｉｇｈｔｉｎｇ， Ｉｎｃ．

2012/9/25 2012-360318 ＢＭＣ Ｓｏｆｔｗａｒｅ， Ｉｎｃ．

09,11
76

ＣＲＥＥ

マド
プロ:
通常

指定商品・役務
【04】Fuels.
【09】Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity.
【11】Air-conditioning apparatus, heating apparatus, drying apparatus, ventilating
apparatus, steam-generating apparatus.
【37】Building construction; repair; installation services.
【42】Scientific and technological services and research and design relating thereto.
【04】燃料
【09】電気の伝導用・開閉用・変圧用・蓄電用・調整用又は制御用の機械器具
【11】空気調和装置，暖房装置，乾燥装置，換気用機器，蒸気発生用機器
【37】建築物の建設，修理，取付けサービス
【42】科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び設計
【09】Software that manages access to, searching and distribution of books and other
print material in digital format.
【09】デジタル形式の書籍及び他の印刷資料の検索及び配布へのアクセスを管理するソフ
トウエア

2012/9/25 2012-360319 Ｃｒｅｅ， Ｉｎｃ．

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.23～2012.09.29.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
09,42

77

ＢＬＡＤＥＬＯＧＩＣ

マド
プロ:
通常:
標準

ＳＣＲＥＡＭ

マド
プロ:
通常:
標準

Ｍ’ＥＹＥＦＩＴ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/25 2012-360320 ＢＬＡＤＥＬＯＧＩＣ， ＩＮＣ．

09
78

2012/9/24 2012-360334 Ｌｏｏｋｏｕｔ， Ｉｎｃ．

09
79

ＥＳＳＩＬＯＲ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ
2012/9/26 2012-360347 （ＣＯＭＰＡＧＮＩＥ ＧＥＮＥＲＡＬＥ Ｄ’
ＯＰＴＩＱＵＥ）
11

80

§ｏｎｃｅ

マド
プロ:
通常

指定商品・役務
【09】Computer software, namely system management software focused on the
provisioning, configuration and change management of data center infrastructure.
【42】Computer consulting services in the field of system management software focused
on the provisioning, configuration and change management of data center infrastructure.
【09】コンピュータソフトウエア、すなわちデータセンターインフラストラクチャーの提供・設定
及び変更管理に焦点を置いたシステム管理ソフトウエア
【42】データセンターインフラストラクチャーの提供・設定及び変更管理に焦点を置いたシス
テム管理ソフトウエアの分野におけるコンピュータに関する助言
【09】Downloadable ring tones for mobile devices; sound alarms; downloadable sound files
and alert tones for locating and recovering a user's missing, stolen, or lost mobile
communication device; software for locating and recovering a user's missing, stolen, or
lost mobile communication device; software for remotely managing mobile
communications devices.
【09】移動装置用のダウンロード可能な着信音，音響式警報器，ユーザーが無くした・盗ま
れた又は落とした移動通信装置の位置特定用及び回収用のダウンロード可能な音響ファ
イル及び警告音，ユーザーが無くした・盗まれた又は落とした移動通信装置の位置特定
用及び回収用のソフトウ
ア facial
移動通信装置の遠隔管理用ソフトウ
【09】Apparatus for measuring
and optical parameters; software ア
for measuring and
displaying facial and optical parameters.
【09】顔のパラメーター及び光学パラメーターの測定用機器，顔のパラメーター及び光学パ
ラメーターの測定用及び表示用ソフトウエア

【11】Lamp bulbs.
【11】ランプ用電球

2012/9/24 2012-360359 Ｏｎｃｅ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ， Ｉｎｃ．

09,11,12,35,37,38,3 【09】Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
9,40,41,42
81

ＮＩＣＥ ＧＲＩＤ＼ＵＮ ＱＵＡＲＴＩ マド
ＥＲ ＳＯＬＡＩＲＥ ＩＮＴＥＬＬＩＧＥ プロ:
通常
ＮＴ

2012/9/28 2012-360407

ＥＬＥＣＴＲＩＣＩＴＥ ＲＥＳＥＡＵ ＤＩＳＴ
ＲＩＢＵＴＩＯＮ ＦＲＡＮＣＥ

03,09,14,16,18,24,2
5

82

マド
ＤＥＳＩＧＮＥＤ ＢＹ ＥＬＥＮＡ Ｄ プロ:
通常:
Ｉ ＡＮＣＯＮＡ
標準

2012/9/25 2012-360434

※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。

Ｕｒｓｕｌａ Ａｌｂｒｅｃｈｔ Ｐｒeｔ－a－ｐｏｒｔｅ
ｒ ｄｅ Ｌｕｘｅ
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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 or optical
disks; compact disks, DVDs and other digital recording media; data processing equipment
and computers; software (recorded programs); computer peripheral devices; electric
batteries; detectors; electric wires; electric relays; diagnostic apparatus, not for medical
purposes; integrated circuit cards [smart cards].
【11】Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes; air-conditioning apparatus or
【03】Cosmetics.
【09】Spectacle frames.
【14】Jewels (jewelry).
【16】Writing materials, fountain pens, ball-point pens, bookbinding articles, photographs.
【18】Bags, umbrellas.
【24】Textile products, namely tablecloths, sheets, hand towels, terry towels.
【25】Clothing for women made of fabric, knitwear, leather, underwear for women, belts,
footwear, scarves, gloves.
【03】化粧品
【09】眼鏡用枠
【14】宝飾品
【16】筆記用具，万年筆，ボールペン，製本用のクロス・紙表紙・糸・ひも・バインダーなど
の製本用材料，写真
【18】バッグ，傘
【24】織物製品、すなわちテーブルクロス，シーツ，手ふき用タオル，パイル地のタオル
【25】織物製の女性用被服，ニット製被服，皮革製被服，女性用下着，ベルト，履物及び運
動用特殊靴，スカーフ，手袋
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No.

83

84

85

商標（見本）

商標

Ｓｍａｒｔｌｉｎｅｒ

ｃｏｌｏｒｆｕｌ

ＲＵＮＬＵＣＫＹ

種別
マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【12】Apparatus for locomotion by water, namely pleasure boats.
【12】水上の移動用装置、すなわち遊覧船

09

【09】Computers; computer peripheral devices; recorded computer software; mouses;
smart cards (integrated circuit cards); notebook computers; laptops; portable media
players; stabilized voltage power supplies; integrated circuits.
【09】コンピュータ，コンピュータ周辺機器，コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒
体，マウス，スマートカード，ノートブック型コンピュータ，ノートブック型コンピュータ，携帯
型メディアプレーヤー，安定化電圧電源，集積回路

07,11

【07】Pumps [machines]; valves [parts of machines]; pressure valves [parts of machines];
hydraulic valves; pressure regulating valves; hydraulic components (not including vehicle
hydraulic system); sifting installations; filtering machines.
【11】Hydrants; pipes [parts of sanitary installations]; desalination plants; water
purification installations; filters [parts of household or industrial installations]; filters for
drinking water; water purifying apparatus and machines; water softening apparatus;
aquarium filtration apparatus; level controlling valves in tanks.
【07】ポンプ（機械），バルブ（機械部品），送出し弁（機械部品），油圧弁，圧力調整弁（調
圧弁），油圧部品（乗物用油圧システムを除く。），ふるい分け機，ろ過用機械
【11】給水栓，管（衛生設備の部品），淡水化プラント，上水用浄水設備，［ろ過器（家庭用
又は工業用の設備の部品、他の類に属するものを除く。）］，飲料水用ろ過器，浄水用機
器，硬水軟化装置，水槽用濾過装置，タンク用水位制御弁
【09】Computer application software for mobile telephones.
【09】移動電話用のコンピュータアプリケーション用ソフトウエア

2012/9/24 2012-360479 ＣＨＡＲＬＯＴ Ｐｉｅｒｒｅ

ＳＨＥＮＺＨＥＮ ＣＯＬＯＲＦＵＬ ＴＥＣ
2012/9/24 2012-360481 ＨＮＯＬＯＧＹ ＡＮＤ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥ
ＮＴ ＣＯ．， ＬＴＤ．

ＷＥＮＺＨＯＵ ＲＵＮＸＩＮ ＭＡＮＵＦＡ
2012/9/24 2012-360483 ＣＴＵＲＩＮＧ ＭＡＣＨＩＮＥ ＣＯ．， Ｌ
ＴＤ．

09
86

Ｐｏｌａｒｉｓ

マド
プロ:
通常

2012/9/27 2012-360496 ＩＮＦＲＡＷＡＲＥ ＩＮＣ．

06,12,20

87

§ＳＲＣ

マド
プロ:
通常

ＴＥＧＯ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/26 2012-360518

Ｚｈｏｎｇｓｈａｎ Ｘｉａｎｇｒｏｎｇ Ｃａｓｔｅｒ
Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

09
88

指定商品・役務

12

2012/9/28 2012-360557 Ｔｅｇｏ， Ｉｎｃ．

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【06】Furniture casters of metal; sash pulleys; window pulleys; bed casters of metal;
runners of metal for sliding doors; fittings of metal for furniture.
【12】Casters for trolleys (vehicles) (carts); mine cart wheels; luggage trucks; shopping
trolleys (carts); baby carriages.
【20】Furniture casters, not of metal; bed casters, not of metal; furniture fittings, not of
metal; bed fittings, not of metal.
【06】金属製の家具用キャスター，上げ下げ窓用の滑車，窓用滑車，金属製の寝台用キャ
スター，引戸用金属製戸車，家具用の金属製金具
【12】カート用キャスター，鉱石運搬車の車輪，貨物自動車，ショッピングカート，乳母車
【20】家具用キャスター（金属製のものを除く。），ベッド用キャスター（金属製のものを除
く。），家具用の金具（金属製のものを除く。），ベッドの付属品（金属製のものを除く。）
【09】Radio Frequency Identification (RFID) chips, tags, and readers, and operational
software therefor.
【09】無線周波識別チップ・タグ及び読取装置並びにそれらのオペレーション用ソフトウエ
ア

23／31

今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.23～2012.09.29.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
07,11

89

§Ｒ∞Ｌ

マド
プロ:
通常

ＷＥＮＺＨＯＵ ＲＵＮＸＩＮ ＭＡＮＵＦＡ
2012/9/24 2012-360571 ＣＴＵＲＩＮＧ ＭＡＣＨＩＮＥ ＣＯ．， Ｌ
ＴＤ．

07,09
90

マド
ＣＩＴ＼ｃｈｅｍｉｃａｌ ｉｍａｇｉｎｇ＼ｔｅ
プロ:
ｃｈｎｏｌｏｇｙ
通常

2012/9/24 2012-360574 Ｉｎｓｏｒｔ ＧｍｂＨ

09,10,38,42,44

91

ｍＨｅａｌｔｈ

マド
プロ:
通常

2012/9/26 2012-360578

ＡＮＤＯＮ ＨＥＡＬＴＨ ＣＯ．， ＬＴ
Ｄ．

11
92

ＯＵＧＥ

マド
プロ:
通常

ＨＡＮＧＺＨＯＵ ＹＯＮＧＤＩＡＮ ＡＤＶ
2012/9/24 2012-360582 ＥＲＴＩＳＥＭＥＮＴ ＭＡＴＥＲＩＡＬ Ｃ
Ｏ．， ＬＴＤ．
09,41

93

ＣＨＥＦＶＩＬＬＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/24 2012-360612 Ｚｙｎｇａ Ｉｎｃ．

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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指定商品・役務
【07】Pumps [machines]; valves [parts of machines]; pressure valves [parts of machines];
hydraulic valves; pressure regulating valves; hydraulic components [not including vehicle
hydraulic system]; sifting installations; filtering machines.
【11】Hydrants; pipes [parts of sanitary installations]; desalination plants; water
purification installations; filters [parts of household or industrial installations]; filters for
drinking water; water purifying apparatus and machines; water softening apparatus;
aquarium filtration apparatus; level controlling valves in tanks.
【07】ポンプ（機械），バルブ（機械部品），送出し弁（機械部品），油圧弁，圧力調整弁（調
圧弁），油圧式構成部品（乗物用油圧システムを除く。），ふるい分け機，ろ過用機械
【11】給水栓，管（衛生設備の部品），淡水化プラント，上水用浄水設備，［ろ過器（家庭用
又は工業用の設備の部品、他の類に属するものを除く。）］，飲料水用ろ過器，浄水用機
器，硬水軟化装置，水槽用濾過装置，タンク用水位制御弁
【07】Machines for the food industry; sorting machines for foodstuffs and raw materials
therefor.
【09】Non-medical analysis devices for identifying chemical substances on the basis of
infra-red spectroscopy for the food industry.
【07】食品工業用機械，食品用及びその材料用の分類機
【09】食品工業用の赤外線分光学をベースにした化学物質識別用の分析装置（医療用の
ものを除く。）
【09】Counters; surveying apparatus and instruments; precision measuring apparatus;
testing apparatus not for medical purposes; pressure measuring apparatus; pressure
indicators; saccharometers; diagnostic apparatus, not for medical purposes; weighing
apparatus and instruments; calculating machines.
【10】Massage apparatus; medical apparatus and instruments; arterial blood pressure
measuring apparatus; sphygmomanometers; sphygmotensiometers; apparatus for use in
medical analysis; testing apparatus for medical purposes; diagnostic apparatus for
medical purposes; electronic acousticons; electrocardiographs.
【38】Message sending; cellular telephone communication; communications by computer
terminals; computer aided transmission of messages and images; electronic mail; satellite
transmission; providing telecommunications connections to a global computer network;
teleconferencing services; providing user access to a global computer network (service
providers); providing access to databases.
【42】Technical research; computer software design; updating of computer software;
【11】Lamps; lighting apparatus and installations; solar furnaces; ornamental fountains;
water purifying apparatus and machines; heaters for baths; radiators, electric; heating
apparatus; air conditioning installations; cooking utensils, electric.
【11】ランプ，照明用器具及び装置，太陽炉，観賞用噴水器，浄水用機器，浴室用湯沸
器，電気式放熱器，暖房装置，空気調和設備，電気式調理用具

【09】Computer game software; computer game programs; electronic game programs;
interactive video game programs; computer software platforms for social networking;
computer software to enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging,
sharing or otherwise providing electronic media or information in the fields of virtual
communities, electronic gaming, entertainment, and general interest via the Internet or
other communications networks with third parties; magnetic encoded gift cards.
【41】Entertainment services, namely, providing online computer and electronic games and
enhancements within online computer and electronic games; entertainment services,
namely, providing information relating to computer games provided online; entertainment
services, namely, providing virtual environments in which users can interact through
social games for recreational, leisure or entertainment purposes.
【09】コンピュータゲーム用ソフトウエア，電子計算機用ゲームプログラム，電子ゲーム用
プログラム，双方向ビデオゲーム用プログラム，ソーシャルネットワーキング用コンピュー
タソフトウエアプラットフォーム，インターネット経由及びその他の第三者との通信ネット
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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
09,18,25

94

ＳＡＲＡＨ ＦＬＩＮＴ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/27 2012-360646 Ｓａｒａｈ Ｆｌｉｎｔ， Ｉｎｃ．

11
95

ＶＥＮＴＯｓａｎ＼ヴェントサン

マド
プロ:
通常

2012/9/29 2012-360660

Oｋｏ－Ｈａｕｓｔｅｃｈｎｉｋ ｉｎＶＥＮＴｅｒ
ＧｍｂＨ

11,20

96

§ｉＥＥ

マド
プロ:
通常

ＧＵＡＮＧＤＯＮＧ Ｇ－ＴＯＰ ＩＭＰＯ
2012/9/26 2012-360672 ＲＴ ＡＮＤ ＥＸＰＯＲＴ ＣＯ．， ＬＴ
Ｄ．

09

97

ＩＤＥＡ ＳＫＥＴＣＨ

マド
プロ:
通常

2012/9/27 2012-360729

ＳＡＭＳＵＮＧ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ Ｃ
Ｏ．， ＬＴＤ．

03,09,14,16,18,25,3
5

98

マド
ＥＲＭＥＮＥＧＩＬＤＯ ＺＥＧＮＡ∞
プロ:
Ｅ Ｚ∞＊＊＊＊＊
通常

2012/9/25 2012-360765 Ｃｏｎｓｉｔｅｘ ＳＡ

※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】Leather carrying cases for electronic equipment, namely, mobile phones and
computers.
【18】Handbags; leather goods and accessories, namely, shoulder belts, wallets, credit card
holders, business card cases, key cases, and coin purses.
【25】Footwear; shoes; boots; leather belts; pants, shorts, jackets, coats, tops, underwear,
dresses, skirts, lingerie, brassieres, panties, nightgowns, robes, pajamas.
【09】電子式装置用（すなわち携帯電話機用及びコンピュータ用）の革製の持ち運び用
ケース
【18】ハンドバッグ，革製品及び付属品、すなわち肩掛けベルト，財布，クレジットカードホ
ルダー，名刺入れ，キーケース，小銭入れ
【25】履物及び運動用特殊靴，靴及び運動用特殊靴，ブーツ，革製ベルト，ズボン及びパ
【11】Apparatus for heating, cooling and ventilation.
【11】暖房用・冷却用及び換気用の機器

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

【11】Refrigerators; ice boxes; cold-hot towel wetting machines; cold-hot towel softening
machines; bath fittings; disinfectant apparatus; pocket warmers; radiators, electric;
cooking utensils, electric; water fountains.
【20】Furniture; sofas; tea tables; tables; desks; chairs (seats); showcases (furniture);
covers for clothing (wardrobe); towel closets (furniture); office furniture.
【11】冷蔵庫，アイスボックス，冷たい又は温かいタオルをぬらす機械，冷たい又は温かい
タオルを柔軟にする機械，浴槽類，消毒装置，懐炉，電気式放熱器，電気式調理用具，噴
水用機械器具
【20】家具，ソファー，ティーテーブル，食卓，机，いす，ショーケース（家具），衣装掛け台
【09】Amplifiers; camcorders; computer software; computer application software with the
function of converting texts to images; computers; digital cameras; digital set-top 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，テキストを画像に変換する機能を持
つコンピュータアプリケーション用ソフトウエア，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
【03】Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
degreasing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
【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;
fire-extinguishing apparatus.
【14】Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith
not included in other classes; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
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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
07,11

99

ＮＵＴＴＥＲ ＲＩＮＧ

マド
プロ:
通常

ＧＥＲＢＥＲ ＦＯＲＭＡＴ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/28 2012-360817 Ｓｕｌｚｅｒ Ｃｈｅｍｔｅｃｈ ＡＧ

09
100

101

102

ＣｅｒａＬｉｎｋ

§ＴＯＭＯＲＲＯＷ ＰＥＯＰＬＥ

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/27 2012-360823

Ｕｃａｍｃｏ， ｎａａｍｌｏｚｅ ｖｅｎｎｏｏｔｓ
ｃｈａｐ

09

【09】Capacitors.
【09】蓄電器

09,11

【09】Computer peripheral devices; telephone set sheath; portable media player; cameras
(photography); measuring instruments; connections for electric lines; electric theft
prevention installations; eyeglasses; chargers for electric batteries; remote control
devices.
【11】Lamps; lights for automobiles; electric cooking utensils; cooling appliances and
installations; air conditioning installations; faucets for pipes; bath fittings; disinfectant
apparatus; electrically heated carpets; lighters.
【09】コンピュータ周辺機器，電話セット用保護外被，持ち運べるメディアプレーヤー，カメラ
（写真用のもの），測定用具，電線用接続具，盗難防止用電気設備，眼鏡，電池用充電
器，遠隔制御装置
【11】ランプ，自動車用ライト，電気式調理用具，冷却用の器具及び設備，空気調和設備，
【09】Calculator bag (sheath); headphones; telephone set sheath; keyboard cover;
photograph apparatus bag; computer keyboards; batteries, electric; cabinets for
loudspeakers; personal stereos; battery chargers.
【09】計算機用かばん（シース），ヘッドホーン，電話セット用保護外被，キーボードカバー，
写真用機器用かばん，コンピュータ用キーボード，蓄電池，スピーカー用筐体，パーソナ
ルステレオ，バッテリーチャージャー

2012/9/24 2012-360824 ＥＰＣＯＳ ＡＧ

2012/9/24 2012-360836

ＤＥＸＩＮ ＭＩＮＧ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ
（ＳＨＥＮＺＨＥＮ） ＣＯ．，ＬＴＤ

09
103

§ＶＣＯＤＥＲ

マド
プロ:
通常

2012/9/24 2012-360839

Ｄｏｎｇｇｕａｎ Ｙｕｅｘｉｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｃ
ｏ．，Ｌｔｄ

09
104

ＩＮＮＰＵ

マド
プロ:
通常

指定商品・役務
【07】Insert for separating machines, especially for distillation, rectification, absorption,
desorption, stripping and extraction, namely structured packings, random packings and
inserts and valves for devices that exchange materials and heat.
【11】Insert for material and heat exchange columns, in particular distillation, rectification,
absorption, desorption, stripping and extraction columns; Insert for material exchange
columns, namely structured packings, random packings and inserts and valves for devices
that exchange materials and heat.
【07】分離機用インサート、特に蒸発用・整流用・吸収用・脱離用・剥離用及び抽出用のも
の、すなわち構造化された詰め物，材料交換装置用及び熱交換装置用のランダムパッキ
ン並びにインサート及びバルブ
【11】材料及び熱交換用カラム用のインサート，特に蒸発用・整流用・吸収用・脱離用・剥
離用及び抽出用カラム，材料交換カラム用インサート、すなわち構造化パッキン，ランダム
パッキン並びに材料及び熱を交換する装置用のインサート及びバルブ
【09】Software for exchanging design data between systems and companies, in particular
for use in the electronics manufacturing industry.
【09】システム及び企業間での設計データ交換用ソフトウエア、特に電子製品製造業用の
もの

2012/9/24 2012-360859

※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。

ＩＮＮＰＵ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ ＴＥ
ＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ．

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

【09】Aerials; telephone receivers; video telephones; portable telephones; network
communication apparatus; television apparatus; camcorders; cameras [photography];
chargers for electric batteries; batteries, electric.
【09】アンテナ，電話の受話器，テレビ電話，携帯電話機，ネットワーク通信用機器，テレビ
ジョン受信機，ビデオカメラ，カメラ（写真用のもの），電池用充電器，蓄電池
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.23～2012.09.29.xls
No.

105

106

107

商標（見本）

商標

ＳｍａｒｔＳｏｕｎｄ Ｃａｓｅ

種別
マド
プロ:
通常:
標準

ＳｏｆｔＯＴＮ

マド
プロ:
通常

ＯＰＥＮＴＯＵＣＨ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【09】Carrying cases for cell phones; carrying cases for mobile computers; cases for
mobile phones; cell phone cases.
【09】セル方式の携帯電話用携帯ケース，携帯型コンピュータ用携帯ケース，携帯電話機
用ケース，携帯電話用のケース

09

【09】Equipments of optical communication; exchange equipments of program-controlled
telephones; equipments of network communication; exchange boards; routers.
【09】光学通信用装置，プログラムで制御された電話交換用装置，ネットワーク通信用装
置，交換台，ルーター

09,38

【09】Telecommunication software and servers for applications for on-line dissemination
and sharing of videos by means of an intranet or Internet portal.
【38】On-line dissemination and sharing of videos by means of an intranet or Internet
portal.
【09】イントラネットポータル又はインターネットポータルの手段によるビデオのオンラインに
よる配信用及び共有用のアプリケーション用の電気通信ソフトウエア及びサーバー
【38】イントラネットポータル又はインターネットポータルの手段によるビデオのオンラインに
よる配信及び共有
【09】Cables, electric; wires, electric; holders for electric coils; materials for electricity
mains [wires, cables]; starter cables for motors; coaxial cables; electronic notice boards;
measuring apparatus; coils, electric; connections for electric lines.
【09】電気用ケーブル，電線，コイル用ホルダー，送電線用材料，原動機始動装置用ケー
ブル，同軸ケーブル，電光掲示板，測定装置，コイル，電線用接続具

2012/9/27 2012-360905 Ｋｅｎ Ｏｈ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

2012/9/24 2012-360940

ＨＵＡＷＥＩ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ Ｃ
Ｏ．， ＬＴＤ．

2012/9/28 2012-361011 ＡＬＣＡＴＥＬ ＬＵＣＥＮＴ

09
108

109

110

111

索谷

マド
プロ:
通常

§ｍｏｏｎｉ

マド
プロ:
通常

ＢＭＷ Ａｃｔｉｖｅ Ｔｏｕｒｅｒ

マド
プロ:
通常:
標準

ＳｏｆｔＷＤＭ

マド
プロ:
通常

2012/9/24 2012-361058

2012/9/24 2012-361059

2012/9/28 2012-361134

2012/9/24 2012-361215

※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

Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｓｏｃｏ Ｃａｂｌｅ Ｇｒｏｕｐ
Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

11

【11】Lamps; lighting apparatus and installations; lights for vehicles; gas lamps; stoves;
cooling appliances and installations; air conditioning installations; electric water heaters;
bath fittings; disinfectant apparatus.
【11】ランプ，照明用器具及び装置，乗物用ライト，ガス灯，ストーブ，冷却用の器具及び設
備，空気調和設備，電気式湯沸かし器，浴槽類，消毒装置

12,28

【12】Motor vehicles and parts thereof, included in this class.
【28】Miniatures of vehicles.
【12】自動車及び二輪自動車並びにそれらの部品（本類に属するもの）
【28】乗物の小型模型おもちゃ

09

【09】Equipments of optical communication; exchange equipments of program-controlled
telephones; equipment of network communication; switches; computer network routers.
【09】光学通信の装置，プログラム制御された電話機の交換装置，ネットワーク通信の装
置，スイッチ，コンピュータネットワークルーター

Ｚｈｏｎｇｓｈａｎ Ｙｉｌｉｕ Ｌｉｇｈｔｉｎｇ Ｃ
ｏ．， Ｌｔｄ．

Ｂａｙｅｒｉｓｃｈｅ Ｍｏｔｏｒｅｎ Ｗｅｒｋｅ Ａ
ｋｔｉｅｎｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ

ＨＵＡＷＥＩ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ Ｃ
Ｏ．， ＬＴＤ．

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
05,09,10,25,28,41

112

§Ｊａｂｉｔｔ

マド
プロ:
通常

2012/9/25 2012-361221 Ｊａｂｉｔｔ ＡＧ

09,38,41,42

マド
プロ:
通常

113

2012/9/24 2012-361226 ＴＯＴＡＬ ＩＭＭＥＲＳＩＯＮ

02,09,16
114

ＴＲＩＬＬＩＵＭ

マド
プロ:
通常

2012/9/28 2012-361256 Ｘｅｉｋｏｎ ＩＰ ＢＶ

09
115

ＳＩＧＬＥＮＴ

マド
プロ:
通常

2012/9/24 2012-361354

ＳＩＧＬＥＮＴ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ Ｃ
Ｏ．， ＬＴＤ．

09,16,42

116

ＣｏｌｏｒＰａｓｓＰｏｒｔ

マド
プロ:
通常

2012/9/26 2012-361381 Ｂｒａｎｄ Ｎｅｗ Ｉｄｅａｓ， ＳＡＲＬ

09
117

Ｃｕｂａｓｉｓ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/26 2012-361440

※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。

Ｓｔｅｉｎｂｅｒｇ Ｍｅｄｉａ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
ＧｍｂＨ

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

指定商品・役務
【05】Food supplements; vitamin and mineral food supplements; vitamin preparations;
nutraceuticals for use as dietary supplements; anti-oxidants as food supplements; meal
replacement and dietary supplement drink mixes for medical use; pharmaceutical
products; bracelets and necklaces for medical use; adhesive tapes for medical purposes.
【09】Surveying, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring and teaching apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmission and reproduction of sound or
images; magnetic data media prerecorded, prerecorded compact discs, prerecorded DVDs
and other prerecorded digital data media; data processing apparatus; software including
downloadable software; downloadable electronic publications; computer game software;
downloadable computer game software; games for mobile telephones; downloadable
electronic information; downloadable music files; audio books and manuals; computer
peripheral devices; headphones; headsets; spectacles; sunglasses; protective helmets.
【10】Machinery, medical apparatus and instruments for fitness and bodybuilding; medical
【09】Software (recorded programs), game software; software for real-time merging of
video and synthetic streams, software generating synthetic objects in a real-time video,
software enabling seamless integration of virtual objects relative to a real video, software
for generating synthetic objects including 2D and 3D objects; computer applications,
downloadable or non-downloadable, for use from computer hardware, a telephone or
software; cameras, 3D cameras, webcams, data processing equipment and computers;
computer peripheral devices; (3D spectacles); scientific, photographic, cinematographic,
optical, measuring, signaling, checking (inspection) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission, reproduction or processing of sound
or images; apparatus and instruments for recording, processing, receiving, reproducing,
transmitting, editing, compressing, decompressing, broadcasting, merging or improving
data recording media for sound, images and data on magnetic tapes, audio discs and
【02】Liquid printing ink, toner based, for imaging purposes.
【09】Apparatus for reproducing images.
【16】Printed matter.
【02】画像化用のトナーベースの液体印刷用インキ
【09】映像再生用機器
【16】印刷物

【09】Electro-dynamic apparatus for the remote control of signals; optical communication
apparatus; precision measuring apparatus; high-frequency apparatus; oscillographs;
measuring devices, electric; surveying apparatus and instruments; testing apparatus not
for medical purposes; apparatus and measuring instruments for physiochemical testing
and ingredients analyzing.
【09】信号の電気的遠隔制御装置，光学式通信機器，精密測定装置，高周波送受信装
置，オシログラフ，電気式測定機械器具，測量用機器，試験装置（医療用のものを除
く。），生理化学的検査用及び成分分析用の機器及び測定器具
【09】Photographic apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic recording media; data processing apparatus
and computers; portable digital electronic devices and software therefor; software;
recorded computer programs; (web) applications; software for research on colors and
color advice.
【16】Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other
classes; printed matter (printing products); bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching material
(except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes);
printing type; printing blocks; paper or cardboard goods used in research on colors and
color advice.
【09】Data processing equipment and programs.
【09】データ処理用の装置及びプログラム
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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
09,35,42

118

ＭＩＮＲＥＳ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/28 2012-361524 Ｅｙｃｋ Ｊｅｎｔｚｓｃｈ

09,18,25
マド
プロ:
通常

119

2012/9/28 2012-361545 ＡＬＦＩＥＲＥ Ｓ．Ｐ．Ａ．

09,42

120

ＩＮＦＩＴＥＣ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/26 2012-361651 ＩＮＦＩＴＥＣ ＧｍｂＨ

16,18,24,25,27,42

121

ＰＥＴＥＲ ＢＥＡＲＤ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/24 2012-361661 Ｐｅｔｅｒ Ｂｅａｒｄ Ｓｔｕｄｉｏ， 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/

指定商品・役務
【09】Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking, life-saving and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating and controlling of electricity; apparatus for the recording, transmission and
reproduction of sound and images; magnetic data carriers, recording discs; CDs, DVDs
and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, hardware for data processing, computers; computer
software; fire extinguishing apparatus; in particular in the field of synthetic biology.
【35】Advertising; business management; business administration; office functions; in
particular in field of synthetic biology.
【42】Scientific and technological services and research and design services relating
thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer
hardware and software; in particular in the field of synthetic biology.
【09】Spectacles (optical); sunglasses; eyeglasses for sports; pince-nez; spectacle cases;
cases for pince-nez; lenses for spectacles; chains for pince-nez; spectacle frames;
frames for pince-nez; pince-nez cords; scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conducting, distributing, 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 data carriers;
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment, computers; software; fire-extinguishing apparatus.
【18】Cases for keys (goods of leather); travelling trunks; shoulder bags; beach bags;
【09】Electric and electronic apparatus and instruments (included in this class, in
particular apparatus for the projection and display of slides, videos and data; 3-D
displays; interference filters; apparatus for recording, retrieval, transmission, receiving
and reproduction of information for virtual reality environments, CAD-design and optical
projection and display; data processing equipment; machine-readable data carriers of all
types with programs installed, computer programs for virtual reality environments, CADdesign and optical projection and display; parts of all the aforesaid goods and/or
apparatus composed of these goods and/or parts thereof.
【42】Development, creation and maintenance of computer programs, providing of
expertise; engineering services.
【09】電気式及び電子式機器（本類に属するもの），特にスライド・ビデオ及びデータの映写
用及び表示用の機器，三次元表示装置，干渉フィルター，仮想現実環境用・ＣＡＤデザイ
ン用及び光学式映写用及び表示用の情報の記録用・検索用・送信用・受信用及び再生用
の機器，データ処理装置，プログラムがインストールされたあらゆる種類の機械可読な
データ記録媒体，仮想現実環境用・ＣＡＤデザイン用及び光学式映写用及び表示用のコン
ピュータプログラム，前述の全ての商品の部品及び／又はこれらの商品からなる機器及
【16】Books documenting the destruction of natural habitat by human action, principally
focusing on Africa, its peoples and its wildlife; books in the field of photographic
portraiture; children's books in the field of African narratives; copies of photographic
prints and illustrated personal diaries bearing items and information in the artist's
handwriting and additional tangible items, including but not limited to collage, ink, the
blood of animals, paper ephemera and found objects; wall calendars; calendars and
diaries.
【18】Luggage and trunks; handbags.
【24】Blankets and throws; fabrics bearing designs based upon original artworks, for use in
textiles, luggage, and clothing.
【25】Neckwear; scarves; shawls and headscarves.
【27】Rugs; wallpaper.
【42】Authentication in the fields of works of art and books.
【16】人間の行為による自然生息地の破壊を文書化した、特にアフリカ・その人々及びそ
の野生生物に焦点を当てた書籍，写真用肖像画の分野における書籍，アフリカの物語の
分野における子供用書籍，アーティストの手書き及び追加の有形の品における品物及び
情報を持つ写真の複製物及びイラスト入りの個人用日記帳（コラージュ・インク・動物の血
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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
09,11,21

122

ＨＵＮＴＥＲ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/24 2012-361734 Ｈｕｎｔｅｒ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ， Ｉｎｃ．

03,25,35,44

123

ＭＩＲＡＮＤＡ ＫＥＲＲ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/27 2012-361762 Ｍｉｒａｎｄａ Ｋｅｒｒ

07,11,21

124

ＣＡＲＩＭＡＬＩ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/27 2013-350023 ＣＡＲＩＭＡＬＩ Ｓ．ｐ．Ａ．

07,09

125

Ｂｏｏｋｊｅｔ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/25 2013-350166 Ｋｏｌｂｕｓ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

※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】Electronic modules for updating and assuming control of electronic irrigation
controllers for watering turf and landscaping based on evapotranspiration data and
acquired from environmental sensors; electronic irrigation controllers; environmental
sensors for use with electronic irrigation controllers for watering turf and landscape,
namely, rain sensors, temperature sensors, humidity sensors, solar radiation sensors and
wind speed sensors.
【11】Plumbing fittings, namely, irrigation valves; sprinkling units for irrigation.
【21】Lawn sprinklers; shut-off valves for water sprinkler nozzles; sprinkler heads for lawn
sprinklers; sprinklers for watering flowers and plants; plastic spray nozzles; nozzles for
sprinkler hose.
【09】蒸発散量データに基づく及び環境センサーから得られる芝生への散水用及び造園用
の電子式灌漑制御装置のバージョンアップ用及び管理用の電子式モジュール，電子式灌
漑制御装置，芝生散水用及び造園用の電子式灌漑制御装置用の環境センサー、すなわ
ち雨用センサー，温度センサー，湿度センサー，太陽放射センサー及び風速センサー
【11】配管用付属品、すなわち注水弁，灌漑用散水ユニット
【21】芝用撒水器，撒水ノズル用遮断弁，芝生用撒水器用のスプリンクラーヘッド，花及び
【03】Soaps, perfumeries, and cosmetics, including skin care, hair care, body care, and
make-up products; essential oils; hair lotions.
【25】Clothing, footwear, headgear.
【35】Promotion, marketing, and advertising services; retailing goods, including retailing
goods online.
【44】Beauty salons, hairdressing salons, health care, physical therapy, consultation in the
field of cosmetic skin treatment; hygienic and beauty care services.
【03】せっけん，香料類及び香水類，化粧品（スキンケア用品・毛髪の手入れ用品・ボディ
ケア用品及びメイク用品を含む。），精油，ヘアーローション
【25】被服，履物及び運動用特殊靴，帽子
【35】販売促進，マーケティング，広告，商品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（オンラインによる商品の小売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供を含む）
【44】美容，理容・美容，健康管理に関する指導及び助言，物理療法又は理学療法による
【07】Electric coffee grinders, electric grinder-dosers, washing machines for dishes,
glasses and cups, electric fruit juice extractors, automatic dispensers of coffee and other
drinks.
【11】Electric coffee machines, electric espresso machines, electric cappuccino machines,
automatic coffee machines, electric coffee filters, water softening apparatus,
refrigerators, electric heaters for cups, electric heaters for water, electric hot chocolate
makers, electric bar machines such as small cooking ovens, cooking apparatus, toasters,
electric cooking skewers.
【21】Non-electric coffee machines, non-electric coffee filters, non-electric coffee pots,
coffee glasses, coffee stirrers, coffee sets, coffee cups.
【07】電気式コーヒー豆ひき器，電気式のグラインダー機能付きの一定量の分配機，皿用・
グラス用及びカップ用の洗浄機，電気式果汁絞り機，コーヒー用及び他の飲料用の自動
式ディスペンサー
【11】電気式コーヒー用機械器具，電気式エスプレッソマシン，電気式カプチーノ用機械器
具，自動式コーヒー用機械器具，電気コーヒー沸かし，硬水軟化装置，冷蔵庫，カップ用
電気式加熱器，水用電気式加熱器，電気式ホットチョコレートメーカー，電気式棒型機械
（例えば小型の調理用オーブン），調理用器具，トースター，電気式調理用焼きぐし
【07】Machines and machine tools; machines for the graphics industry; industrial machines
and industrial conveying and storage systems for the print finishing industry; machines,
apparatus, equipment, installations and systems for industrial purposes for processing
printed matter, in particular for book-binding finishing operations of books, brochures,
magazines, the manufacture of packaging materials and general paper processing; printing
machines, in particular digital printing machines; components and parts for the aforesaid
goods.
【09】Computer hardware and software and systems consisting thereof, for use in the
graphics industry, in particular for processing the flow of information data, both technical
and commercial, for the remote control of industrial operations, for operating devices and
user interfaces, for the control and regulation of processing procedures and machines
and for interfaces between the devices and machines, and for digital print data
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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
09,37,42

126

Ｒｅｌａｘｉ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/26 2013-350167 Ｓｉｃｋ ＡＧ

09
127

Ｇｍａｔｅ

マド
プロ:
通常

2012/9/24 2013-350517

ＳＩＭＯＷＩＲＥＬＥＳＳ ＴＥＣＨＮＯＬＯ
ＧＹ ＣＯ ＬＴＤ

09,35,38

128

ＤＩＳＣＯＶＥＲ ＭＥＤＩＡ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/26 2013-350627 Ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎ Ａｋｔｉｅｎｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ

04,07,09,11,37,42

129

Ｖｅｎｔｉ Ｏｅｌｄｅ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/9/27 2013-350849
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指定商品・役務
【09】Safety switches and safety controls, in particular 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
and safety switches.
【37】Assembly, installation, commissioning within the framework of installation,
maintainance services, maintenance and repair of safety controls and safety switches;
including the aforesaid services within the framework of customer services.
【42】Development and calibration of safety controls and safety switches; planning of
safety concepts with safety controls and safety switches for industrial installations;
inspection testing.
【09】安全スイッチ及び安全用制御装置、特に設備及び設備部品の安全性監視用のもの、
特に工業部門のもの，安全用制御装置及び安全スイッチの設定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】安全用制御装置及び安全スイッチの設置工事・保守サービス・保守及び修理の枠組
み内での組立・設置・試運転（顧客サービスの枠組み内での前述の役務を含む。）
【42】安全用制御装置及び安全スイッチの開発及び較正，工業設備用の安全用制御装置
【09】Transmitters of electronic signals; intercommunication apparatus; satellite
navigational apparatus; optical communication instrument; network communication
equipment; portable telephones; electro-dynamic apparatus for the remote control of
signals; sound locating instruments; modems; sonars.
【09】電子信号送信機，相互通信装置，衛星ナビゲーション装置，光学通信機器，ネット
ワーク通信用機器，携帯電話機，信号の電気的遠隔制御装置，音源標定機器，モデム，
ソナー
【09】Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, electric
weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus
and instruments, included in this class, contact lenses, spectacles, spectacle cases,
binoculars, optical magnifying glasses, sunglasses, simulators for the steering and control
of vehicles, voltage regulators for vehicles, vehicle breakdown warning triangles, warning
lamps for vehicles and parts therefor, electric batteries and parts therefor, electric
accumulators and parts therefor, fuel cells and parts therefor, electric battery charging
apparatus, burglar alarm apparatus, anti-theft warning apparatus, fire alarm apparatus,
smoke alarm apparatus, gas warning apparatus, speed indicators, rulers (measuring
instruments), measuring apparatus and measuring instruments, revolution counters,
electronic control apparatus and power/voltage supply apparatus for vehicle headlights
and vehicle lights and all parts therefor, electronic controls for combustion engines and
【04】Dust absorbing, wetting, and binding compositions.
【07】Dust collectors, in particular bio-filters, dust boxes, jet filters, filters, wet scrubbers,
cartridge filters, process gas filters, vibrating filters, spray towers, reverse air filters, dry
filters, venturi scrubbers, cyclones, included in this class; conveyors, in particular waste
conveyor systems, granule conveyor systems, plastics conveyor systems, mechanical
conveyor systems, paper conveyor systems, pellet conveyor systems, pneumatic
conveyor systems, product waste conveyor systems, secondary fuel conveyor systems,
chip conveyor systems, dust conveyor systems, cellulose conveyor systems, and parts
and components included in this class; separators, air separators, exhaust air treatment
plants, in particular adsorption plants, extraction plants for workplaces, extraction plants
for bathrooms, steam extraction plants, odour removal plants, solvent extraction plants,
oil vapour and emulsion vapour extraction plants, process gas extraction plants, exhaust
【09】Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, electric,
weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus
and instruments, included in this class, contact lenses, spectacles, spectacle cases,
binoculars, optical magnifying glasses, sunglasses, simulators for the steering and control
of vehicles, voltage regulators for vehicles, vehicle breakdown warning triangles, warning
lamps for vehicles and parts therefor, electric batteries and parts therefor, electric
accumulators and parts therefor, fuel cells and parts therefor, electric battery charging
apparatus, burglar alarm apparatus, anti-theft warning apparatus, fire alarm apparatus,
smoke alarm apparatus, gas warning apparatus, speed indicators, rulers (measuring
instruments), measuring apparatus and measuring instruments, revolution counters,
electronic control apparatus and power/voltage supply apparatus for vehicle headlights
and vehicle lights and all parts therefor, electronic controls for combustion engines and
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指定商品・役務
【09】Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, electric,
weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus
and instruments, included in this class, contact lenses, spectacles, spectacle cases,
binoculars, magnifying glasses, sunglasses, simulators for steering and controlling
vehicles, voltage regulators for vehicles, vehicle breakdown warning triangles, vehicle
breakdown warning lamps and their parts, electric batteries and their parts, electric
accumulators and their parts, fuel cells and their parts, chargers for electric batteries,
burglar alarms, anti-theft alarms, fire alarms, smoke alarms, gas alarms, speed indicators,
rulers (measuring instruments), measuring apparatus and measuring instruments,
revolution counters, electronic control mechanisms and power and voltage supply units
for vehicle headlights and their parts, control mechanisms and power and voltage supply

