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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

商標（見本）
1

商標
ＡＸＣ

種別
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/10/1 2012-079127 株式会社ユニバンス

区分
12
07,11,12

2

ジャパニック

通常:
標準

2012/10/1 2012-079145 株式会社レンタルのニッケン

06,19,20,35,36,37,4
2,44

3

木化

通常

2012/10/1 2012-079288 住友林業株式会社

06,19,20,35,36,37,4
2,44

4

木から生まれる未来、木化

通常

2012/10/1 2012-079289 住友林業株式会社

※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。
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指定商品・役務
【12】陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），陸上の乗物用の機械要素，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
【07】鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，農業用機械器具，風水力機械器具，
機械式駐車装置，草刈機，塗装機械器具
【11】便所ユニット，乾燥装置，暖冷房装置，ごみ焼却炉，電球類及び照明用器具，し尿処
理槽，ストーブ類（電気式のものを除く。）
【12】牽引車，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，船舶並びにその部品及び附属品
【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属製金具，金
属製ネームプレート，金属製郵便受け，金属製家庭用水槽，金属製建具，金庫
【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，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，木粉及び合成樹脂を配合して成型した建築用又は
構築用の専用材料，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），建具（金属製のものを
除く。），木材，半加工木材，加工済み木材，家具用木材，建築用木材，床材（金属製のも
のを除く。），壁材（金属製のものを除く。），繊維板，合板，パーティクルボード（削片板），
集成材，石材
【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。），錠（電気式又は金属製のものを除
く。），家具，台所用家具，食器棚，椅子，テーブル，洗面化粧台，洋服箪笥，収納家具，
屋内用ブラインド，すだれ，装飾用ビーズカーテン，つい立て，びょうぶ，ベンチ，郵便受け
（金属製のものを除く。）
【35】建物又は土地の貸借に関する広告，建物又は土地の売買に関する広告，建物又は
土地の貸借希望者のための広告，建物又は土地の貸借希望者等の募集のための広告，
商品の販売促進・役務の提供促進のための広告，その他の広告，トレーディングスタンプ
の発行，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，商品の販売促
進・役務の提供促進のための企画及び運営，経営の診断又は経営に関する助言，市場
調査，商品の販売に関する情報の提供，商品の販売の取次ぎ又は仲介，事業の管理，ホ
テルの事業の管理，不動産事業の管理及びコンサルティング，建物又は土地の貸借に関
する顧客情報の提供 顧客に関する情報の収集・管理・分析 介護事業の管理 介護事
【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製建造物組立てセット，金属製金具，金
属製ネームプレート，金属製郵便受け，金属製家庭用水槽，金属製建具，金庫
【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，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，木粉及び合成樹脂を配合して成型した建築用又は
構築用の専用材料，建造物組立てセット（金属製のものを除く。），建具（金属製のものを
除く。），木材，半加工木材，加工済み木材，家具用木材，建築用木材，床材（金属製のも
のを除く。），壁材（金属製のものを除く。），繊維板，合板，パーティクルボード（削片板），
集成材，石材
【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。），錠（電気式又は金属製のものを除
く。），家具，台所用家具，食器棚，椅子，テーブル，洗面化粧台，洋服箪笥，収納家具，
屋内用ブラインド，すだれ，装飾用ビーズカーテン，つい立て，びょうぶ，ベンチ，郵便受け
（金属製のものを除く。）
【35】建物又は土地の貸借に関する広告，建物又は土地の売買に関する広告，建物又は
土地の貸借希望者のための広告，建物又は土地の貸借希望者等の募集のための広告，
商品の販売促進・役務の提供促進のための広告，その他の広告，トレーディングスタンプ
の発行，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，商品の販売促
進・役務の提供促進のための企画及び運営，経営の診断又は経営に関する助言，市場
調査，商品の販売に関する情報の提供，商品の販売の取次ぎ又は仲介，事業の管理，ホ
テルの事業の管理，不動産事業の管理及びコンサルティング，建物又は土地の貸借に関
する顧客情報の提供 顧客に関する情報の収集・管理・分析 介護事業の管理 介護事
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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
09,42

5

ペンギンシステム

通常:
標準

2012/10/1 2012-079322 ペンギンシステム株式会社

03,12,14,16,18,20,2
1,25,28,35,36,39,41,
43,44,45

6

ＰＡＶＡＲＩＥ

通常

2012/10/1 2012-079341 西日本高速道路株式会社

09
7

ＰＥＮＧＵＩＮ ＳＹＳＴＥＭ

通常

2012/10/1 2012-079342 ペンギンシステム株式会社

※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。
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指定商品・役務
【09】電気通信機械器具用コンピュータプログラム，携帯情報端末機用プログラム，携帯電
話機用プログラム，その他のコンピュータプログラム，コンピュータプログラムを記憶させた
電子回路・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・青紫色レーザーを用いた大容量光ディスク，制御
用機械器具，理化学機械器具，光学機械器具，電子応用機械器具，測定機械器具，電気
通信機械器具，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，ア
スベスト除去用機械器具，電子出版物，インターネットを利用して受信及び保存することが
できる画像・音楽・動画ファイル
【42】電気通信機械器具用コンピュータプログラムの設計，携帯情報端末機用プログラム
の設計，携帯電話機用プログラムの設計，その他のコンピュータプログラムの設計，電気
通信機械器具用コンピュータプログラムの作成，携帯情報端末機用プログラムの作成，携
帯電話機用プログラムの作成，その他のコンピュータプログラムの作成，コンピュータ・電
気通信機械器具・携帯情報端末機・携帯電話機に関するコンピュータシステムの設計，電
気通信機械器具用コンピュータプログラムの提供，携帯情報端末機用プログラムの提供，
携帯電話機用プログラムの提供，その他のコンピュータプログラムの提供，電気通信機械
器具用コンピュータプログラム・携帯情報端末機用プログラム・携帯電話機用プログラム・
その他のコンピュータプログラムの設計に関するコンサルティング，電気通信機械器具用
コンピュータプログラムの貸与，携帯情報端末機用プログラムの貸与，携帯電話機用プロ
グラムの貸与，その他のコンピュータプログラムの貸与，ウェブサイトの作成及び保守，機
械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備
の設計，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究，建築又は都市計画に関する研
究，公害の防止及び除去に関する機械器具の開発・試験又は研究，電気に関する試験又
は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研
究，機械器具に関する試験又は研究，災害に関する試験又は研究，環境に関する試験又
は研究 コンピュータ・電気通信機械器具・携帯情報端末機・携帯電話機に関する試験又
【03】靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料類
【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，乳母車，手押し車，車イス，乗物用盗難警報機，タイヤ
【14】キーホルダー，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，宝石箱，記念カップ，記念
たて，身飾品，貴金属製靴飾り
【16】紙製包装用容器，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，紙製テーブルクロス，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【18】皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋物，携帯用化粧品道具入れ，
傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，革ひも
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，
うちわ，せんす，買物かご，家具，額縁，石こう製彫刻，プラスチック製彫刻，木製彫刻
【21】ガラス製又は陶磁製の包装用容器，なべ類，コーヒー沸かし（電気式のものを除
く。），鉄瓶，やかん，食器類，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，アイスペール，泡だて
器，こし器，こしょう入れ，砂糖入れ，塩振り出し容器，卵立て，ナプキンホルダー，ナプキ
ンリング，盆，ようじ入れ，ざる，シェーカー，しゃもじ，手動式のコーヒー豆ひき器及びこ
しょうひき，じょうご，すりこぎ，すりばち，ぜん，栓抜，大根卸し，タルト取り分け用へら，な
べ敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，まな板，麺棒，焼き網，ようじ，レモン絞り器，ワッ
フル焼き型（電気式のものを除く。），清掃用具及び洗濯用具，花瓶，水盤，風鈴，化粧用
具
【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
【28】運動用具，おもちゃ，人形，愛玩動物用おもちゃ，囲碁用具，歌がるた，将棋用具，さ
いころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用
具，ドミノ用具，トランプ，花札，マージャン用具，遊戯用用具，釣り具，昆虫採集用具
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事
業の管理，建築物における来訪者の受付及び案内，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
【09】電気通信機械器具用コンピュータプログラム，携帯情報端末機用プログラム，携帯電
話機用プログラム，その他のコンピュータプログラム，コンピュータプログラムを記憶させた
電子回路・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・青紫色レーザーを用いた大容量光ディスク，制御
用機械器具，理化学機械器具，光学機械器具，電子応用機械器具，測定機械器具，電気
通信機械器具，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，ア
スベスト除去用機械器具，電子出版物，インターネットを利用して受信及び保存することが
できる画像・音楽・動画ファイル

5／29
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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

8

ｉＳｏｔｅｒａ

優先:
標準

2012/10/1 2012-079344 アイソテラ リミテッド

09,10

9

ＤＩＣＯＭ Ａｎｏｎｙｍｉｚｅｒ

通常:
標準

2012/10/1 2012-079351 ペンギンシステム株式会社

12
10

ＨＩＳＥＥ＼ハイシー

通常

2012/10/1 2012-079418 ピジョン株式会社

16,35

11

こうが＼高雅

通常

2012/10/1 2012-079419 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
【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，航海用計器・計測装置，測量用機器，写真用機械器
具，映画機械器具，光学用機器，計量用機器，測定装置，発光式又は機械式の信号機，
電気的遠隔制御装置，救命用具，学習指導用装置，音響又は映像の記録用・送信用又
は再生用の装置，磁気データ記憶媒体，記録用又は記録済みのディスク，硬貨作動式機
械用の始動装置，データ処理装置及びコンピュータ，消火器，電導用の電気機器，電力切
替器，変圧器，蓄電器，電気制御器，調整用の電気機器，電気チップ，電気回路，電気配
線，電線，接続器，変圧器，センサー，スイッチ，調光器，電気式調光器，送信装置，送信
装置（電気通信用のもの），電源ノード，パワーノード，バッテリーパック，電池用充電器，
電力供給装置，切替式電力供給装置，信号・制御・コミュニケーションシステム（通信器
具），照明用器具の制御器，ＬＥＤ照明制御装置，カプラー，接続器，制御ボックス，コント
ロールボックス，コントロールモジュール，出力ケーブル，ケーブル，データケーブル，スプ
リングクランプ式端子台，ＬＥＤ照明，ＨＦＡＣワイヤー，ビル総合管理システム，機械設備
及び電気設備の制御及び監視のための電気制御システム，換気・照明・電気・火災及び
保安システム，ビルやマンション等の建物における設備（照明・火災報知・防犯・空調等）
【09】電気通信機械器具向けの医療用コンピュータプログラム，携帯情報端末機向けの医
療用コンピュータプログラム，携帯電話機向けのコンピュータプログラム，コンピュータ向け
の医療用コンピュータプログラム，電気通信機械器具用コンピュータプログラム，携帯情
報端末機用プログラム，携帯電話機用プログラム，その他のコンピュータプログラム，コン
ピュータプログラムを記憶させた電子回路・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・青紫色レーザーを
用いた大容量光ディスク，コンピュータ，電気通信機械器具，携帯情報端末機，携帯電話
機，制御用機械器具，理化学機械器具，光学機械器具，電子応用機械器具，測定機械器
具，電気通信機械器具，乗物運転技能訓練用シミュレータ，運動技能訓練用シミュレー
タ，電子出版物，インターネットを利用して受信及び保存することができる画像・音楽・音
声・動画ファイル（ファイル内のデータを含む）
【12】車椅子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，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】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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.30～2012.10.06.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
09,10

12

ＤＩＣＯＭ Ｇａｔｅｗａｙ

通常:
標準

2012/10/1 2012-079420 ペンギンシステム株式会社

12
13

ＺＥＲＯ１０００

通常

指定商品・役務
【09】電気通信機械器具向けの医療用コンピュータプログラム，携帯情報端末機向けの医
療用コンピュータプログラム，携帯電話機向けのコンピュータプログラム，コンピュータ向け
の医療用コンピュータプログラム，電気通信機械器具用コンピュータプログラム，携帯情
報端末機用プログラム，携帯電話機用プログラム，その他のコンピュータプログラム，コン
ピュータプログラムを記憶させた電子回路・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・青紫色レーザーを
用いた大容量光ディスク，コンピュータ，電気通信機械器具，携帯情報端末機，携帯電話
機，制御用機械器具，理化学機械器具，光学機械器具，電子応用機械器具，測定機械器
具，電気通信機械器具，乗物運転技能訓練用シミュレータ，運動技能訓練用シミュレー
タ，電子出版物，インターネットを利用して受信及び保存することができる画像・音楽・音
声・動画ファイル（ファイル内のデータを含む）
【12】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

2012/10/1 2012-079434 株式会社ＺＥＲＯ－１０００

03,05,06,08,09,12,1 【03】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，洗濯用ふのり，せっ
4,15,16,18,20,21,24, けん類，歯磨き，化粧品，香料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや
25,26,27,28,29,30,3 出し布，つけづめ，つけまつ毛
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ
2,35,41,42
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，

14

ドキドキ！プリキュア

通常:
標準

2012/10/2 2012-079491 東映アニメーション株式会社

※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/

ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，
乳児用粉乳，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【06】建築用又は構築用の金属製専用材料，金属製金具，金属製包装用容器，金属製の
ネームプレート及び標札，金属製帽子掛けかぎ，金属製工具箱，金属製彫刻
【08】ピンセット，組ひも機（手持ち工具に当たるものに限る。），手動利器，手動工具，エッ
グスライサー（電気式のものを除く。），かつお節削り器，角砂糖挟み，缶切，くるみ割り
器，スプーン，チーズスライサー（電気式のものを除く。），ピザカッター（電気式のものを除
く。），フォーク，ひげそり用具入れ，ペディキュアセット，まつ毛カール器，マニキュアセッ
ト，水中ナイフ，水中ナイフ保持具，ピッケル
【09】業務用テレビゲーム機用プログラム，携帯電話用ストラップ，その他の電気通信機械
器具，コンピュータ用ゲームプログラム，移動体電話機用ゲームプログラム，ダウンロード
可能なゲームプログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，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，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保存することができる画像
ファイル，インターネットを利用して受信し保存することができる動画ファイル，録画済みビ
デオディスク及びビデオテープ，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウン
ト，電子出版物
【12】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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.30～2012.10.06.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

ＯＤＡＫＹＵ Ｅｃｏ‐Ｆｒｉｅｎｄｌｙ＼Ｇ
ＯＯＤ！＼グッと！く～る＼ＣＯ 通常
ＯＬ

2012/10/2 2012-079526 株式会社小田急百貨店

35

16

ＯＤＡＫＹＵ Ｅｃｏ‐Ｆｒｉｅｎｄｌｙ＼
グッと！＼ＧＯＯＤ！＼ホッと＼ 通常
ＨＯＴ

2012/10/2 2012-079527 株式会社小田急百貨店

※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，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
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
【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，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
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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.30～2012.10.06.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

16,35,36,37,38,39,4 【16】新聞，雑誌，その他の印刷物，文房具類，書画，写真，写真立て
【35】広告業，広告に関する情報の提供，ウェブサイト上の広告スペースの貸与，経営の
0,41,42,43,44,45

17

オリコンＣＳランキング

通常:
標準

2012/10/2 2012-079600 オリコン株式会社

12
18

19

20

21

ＮＵＮＡＮＫＯ

ＮＵＮＡＫＯＫＡ

ＮＥＷＮＡＮＫＡＮ

ＮＵＮＡＮＫＡＮ

通常

通常

通常

通常

2012/10/2 2012-079614

2012/10/2 2012-079615

2012/10/2 2012-079616

2012/10/2 2012-079617

※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。

診断又は経営に関する助言，商品の販売に関する情報の提供，商品の価格・販売店舗に
関する情報の提供，商品の売り上げランキング情報の提供，商品又は店舗の売り上げラ
ンキング又は人気ランキングに関する情報の提供，人材の紹介に関する情報の提供，人
材の派遣に関する情報の提供，家庭教師の派遣に関する情報の提供，家庭教師の紹介
に関する情報の提供，職業のあっせんに関する情報の提供，インターネットを利用した
オークションに関する情報の提供，求人情報の提供及びこれに関する情報の提供，中古
自動車の買い取りに関する情報の提供，貴金属・宝飾品の買い取りに関する情報の提
供，ポイントカード・クーポン券の発行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，新聞記事情報の提供
【36】金融に関する情報の提供，外国為替取引に関する情報の提供，インターネットを利
用した有価証券の売買に関する情報の提供，資金の貸付け又は手形の割引に関する情
報の提供，住宅購入のための資金の貸付けに関する情報の提供，不動産投資信託に関
する情報の提供，商品代金の徴収の代行及びこれに関する情報の提供，保険に関する
情報の提供，生命保険の引受けに関する情報の提供，損害保険の引受けに関する情報
の提供，自動車保険・自動二輪車保険の引受けに関する情報の提供，医療保険の引受
けに関する情報の提供，旅行傷害保険の引受けに関する情報の提供，ゴルファー保険の
引受けに関する情報の提供，ペット保険に関する情報の提供，建物・土地又はマンション
の貸与に関する情報の提供，建物又は土地の情報の提供，企業の信用に関する調査に
関する情報の提供，税務代理又は税務相談に関する情報の提供，インターネットを利用し
た銀行業務に関する情報の提供
【37】建設工事に関する情報の提供，リフォーム工事に関する情報の提供，自転車の修理
に関する情報の提供，自動車の修理又は整備に関する情報の提供，二輪自動車の修理
又は整備に関する情報の提供 電子応用機械器具の修理又は保守に関する情報の提
【12】タイヤ，航空機用タイヤ，自動車用タイヤ，二輪自動車用タイヤ，自転車用タイヤ，車
椅子用タイヤ，人力車用タイヤ，手押し車用タイヤ，荷車用タイヤ，馬車用タイヤ，リヤ
カー用タイヤ，乳母車用タイヤ

ナンカン ラバー タイヤ コーポレー
ション リミテッド

12

【12】タイヤ，航空機用タイヤ，自動車用タイヤ，二輪自動車用タイヤ，自転車用タイヤ，車
椅子用タイヤ，人力車用タイヤ，手押し車用タイヤ，荷車用タイヤ，馬車用タイヤ，リヤ
カー用タイヤ，乳母車用タイヤ

12

【12】タイヤ，航空機用タイヤ，自動車用タイヤ，二輪自動車用タイヤ，自転車用タイヤ，車
椅子用タイヤ，人力車用タイヤ，手押し車用タイヤ，荷車用タイヤ，馬車用タイヤ，リヤ
カー用タイヤ，乳母車用タイヤ

12

【12】タイヤ，航空機用タイヤ，自動車用タイヤ，二輪自動車用タイヤ，自転車用タイヤ，車
椅子用タイヤ，人力車用タイヤ，手押し車用タイヤ，荷車用タイヤ，馬車用タイヤ，リヤ
カー用タイヤ，乳母車用タイヤ

ナンカン ラバー タイヤ コーポレー
ション リミテッド

ナンカン ラバー タイヤ コーポレー
ション リミテッド

ナンカン ラバー タイヤ コーポレー
ション リミテッド
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

22

23

24

25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

35

商標（見本）

商標

ＮＥＷＮＡＮＧＡＮ

ＮＵＮＡＮＧＡＮ

ＮａＫａＭＵＲａ＼Ｔｈｅ Ｃｙｃｌｉｎｇ
Ｂｒａｎｄ ｂｙ ＩＮＴＥＲＳＰＯＲＴ

種別

通常

2012/10/2 2012-079618

出願人／権利者

通常

通常

指定商品・役務
【12】タイヤ，航空機用タイヤ，自動車用タイヤ，二輪自動車用タイヤ，自転車用タイヤ，車
椅子用タイヤ，人力車用タイヤ，手押し車用タイヤ，荷車用タイヤ，馬車用タイヤ，リヤ
カー用タイヤ，乳母車用タイヤ

12

【12】タイヤ，航空機用タイヤ，自動車用タイヤ，二輪自動車用タイヤ，自転車用タイヤ，車
椅子用タイヤ，人力車用タイヤ，手押し車用タイヤ，荷車用タイヤ，馬車用タイヤ，リヤ
カー用タイヤ，乳母車用タイヤ

12,25

【12】自転車並びにそれらの部品及び附属品，自転車の運搬に用いられる自動車用ルー
フキャリア，自転車用輪行袋及び同肩掛け輪行袋
【25】自転車用手袋，その他の被服，バンド，ベルト，履物，自転車競技用衣服，自転車競
技用手袋，その他の運動用特殊衣服，自転車競技用靴，その他の運動用特殊靴

12

【12】自動車用タイヤ，二輪自動車用タイヤ

12

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

ナンカン ラバー タイヤ コーポレー
ション リミテッド

アイアイシー－インタースポート イ
ンターナショナル コーポレーション
2012/10/2 2012-079645
ゲゼルシャフト ミット ベシュレンク
テル ハフツング

通常

区分
12

ナンカン ラバー タイヤ コーポレー
ション リミテッド

2012/10/2 2012-079619

通常:
標準
通常:
ＧＩＢＳＯＮ
標準
通常:
ＧＲＡＦＡＭ
標準
通常:
ジャリスター
標準
通常:
ビーチスター
標準
通常:
ハイパーデルタ
標準
通常:
ハイパーデルタシステム
標準
通常:
フォーバイフォーデルタシステム
標準
通常:
デルタシステム
標準

図形商標

出願番号

通常

ＥＵＲＯＡＬＬ ＳＥＡＳＯＮ

ＰＬＥＯ＋＼プレオプラス

出願日

2012/10/2 2012-079660 住友ゴム工業株式会社
2012/10/2 2012-079662 株式会社ストーク
2012/10/2 2012-079663 株式会社ストーク
2012/10/2 2012-079866 株式会社ノースウエスト
2012/10/2 2012-079867 株式会社ノースウエスト
2012/10/2 2012-079870 株式会社ノースウエスト
2012/10/2 2012-079871 株式会社ノースウエスト
2012/10/2 2012-079872 株式会社ノースウエスト
2012/10/2 2012-079873 株式会社ノースウエスト

12
12

附属品，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，乗物
用盗難警報器
【12】車イス並びにその付属品，自動車部品

12

【12】車イス並びにその付属品，自動車部品，乗物用無限軌道

12

【12】自動車並びにその部品及び附属品，乗物用無限軌道

12

【12】自動車並びにその部品及び附属品，乗物用無限軌道

12

【12】自動車並びにその部品及び附属品，乗物用無限軌道

12

【12】自動車並びにその部品及び附属品，乗物用無限軌道

12

【12】自動車並びにその部品及び附属品

12

【12】自動車用吸音材，自動車用制振材，自動車用遮音材，自動車用遮光材，自動車用ノ
イズ遮蔽材，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

2012/10/2 2012-079874 株式会社ブリヂストン

2012/10/3 2012-079892 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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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

36

37

商標（見本）

商標

ａｕｄｉｏ－ｔｅｃｈｎｉｃａ

エクシオ＼ＥＸＥＯ

種別

通常

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【12】自動車用吸音材，自動車用制振材，自動車用遮音材，自動車用遮光材，自動車用ノ
イズ遮蔽材，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

16,35,36,39,40

【16】紙製包装用容器，プラスチック製包装用袋，紙類，文房具類
【35】職業のあっせん，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，求人情報の提供，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，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
【36】損害保険契約の締結の代理
【39】道路情報の提供，駐車場の提供，駐車場の管理，荷役機械器具の貸与，自動車の
貸与，機械式駐車装置の貸与，放置車両確認事務
【40】浄水処理，廃棄物の再生，浄水装置の貸与，廃棄物圧縮装置の貸与，廃棄物破砕
【35】自動車試験場及びその宿泊施設に係る事業の管理又は運営，自動車試験場及びそ
の宿泊施設に係る事業に関するコンサルティング，自動車試験コース及び自動車試験研
究施設に係る事業の管理又は運営，人材派遣による自動車試験コース及び自動車試験
研究施設に関する事業の管理，労働者のあっせん及び紹介，自動車及び自動車部品の
性能・耐久試験用資材の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供
【36】自動車試験コース及び自動車の性能・耐久試験施設の貸与並びにこれらに関するコ
ンサルティング及び情報の提供，自動車試験コース及び自動車試験研究施設の管理，人
材派遣による建物の管理，建物又は土地の情報の提供，中古車の評価
【37】自動車及びその他の各種車両の改造・修理又は整備，人材派遣による自動車修理
又は整備，自動車試験コース及び自動車の性能・耐久試験施設の施工又は取次ぎ，建築
工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，二輪自動車の修理又は設備，自動車
の修理又は整備用機械器具の修理又は保守，自動車の修理又は整備用の装置の貸与
【39】貨物自動車による車両の輸送，人材派遣による貨物自動車による車両の輸送，その
他の車両による輸送及びこれらに関する情報の提供，駐車場の提供，駐車場の管理，自
動車の運転の代行，自動車の貸与，荷役機械器具の貸与
【41】自動車の運転技術の教授及び指導，人材派遣による自動車の運転技術の教授，そ
の他の技芸・スポーツ又は知識の教授，自動車運転コース・サーキット場の提供，カート
コース施設の提供，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，レコード又は録
音済み磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与
【42】自動車・自動車部品・家庭用電気製品の性能試験・耐久試験及びその評価並びにそ
れらのコンサルティング，人材派遣による自動車・自動車部品・家庭用電気製品の性能試
験・耐久試験及びその評価並びにそれらのコンサルティング，自動車試験コース及び自動
車の性能・耐久試験施設の設計及びそれらに関するコンサルティング・助言並びに指導
及び情報の提供，自動車試験コース・試験施設の設計，電子計算機のプログラムの設
計・作成又は保守，自動車及び自動車性能・耐久試験用計測器の貸与，電子計算機用プ
ログラムの提供 電子計算機の貸与 機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明

2012/10/3 2012-079893 株式会社オーディオテクニカ

2012/10/3 2012-080048 株式会社協和エクシオ

35,36,37,39,41,42,4
3

38

ファインテストエンジニアリング

通常:
標準

2012/10/3 2012-080089 エフティテクノ株式会社

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

指定商品・役務

12
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.30～2012.10.06.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

06,07,08,09,11,12,2 【06】金属製工具箱
【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，漁業用機械器
0

39

ＦＡＣＯＭ

通常

スタンレー ワークス （ユーロップ）
2012/10/3 2012-080102 ゲゼルシャフト ミット ベシュレンク
テル ハフツング

06,07,08,09,11,12,2
0

40

図形商標

通常

スタンレー ワークス （ユーロップ）
2012/10/3 2012-080103 ゲゼルシャフト ミット ベシュレンク
テル ハフツング

※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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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，農業用機械器具，靴製造機械，製革機械，たばこ製造機
械，ガラス器製造機械，塗装機械器具，包装用機械器具，陶工用ろくろ，プラスチック加工
機械器具，半導体製造装置，ゴム製品製造機械器具，石材加工機械器具，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，風水力機械器具，機械式の
接着テープディスペンサー，自動スタンプ打ち器，自動販売機，ガソリンステーション用装
置，電気洗濯機，修繕用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗浄機，業務用攪はん混合
機，業務用皮むき機，業務用切さい機，食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気掃除
機，消毒・殺虫又は防臭用散布機（農業用のものを除く。），機械要素（陸上の乗物用のも
のを除く。），芝刈機，電動式カーテン引き装置，電動式扉自動開閉装置，廃棄物圧縮装
置，廃棄物破砕装置，起動器，交流電動機及び直流電動機（陸上の乗物用の交流電動
機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直流発電機，電気ミキ
サー，電機ブラシ
【08】手動式の手持工具並びに手持工具の部品，手持器具，刃物類，ハンマー，大ハン
マー，リベットハンマー（手持工具），クロウハンマー（釘抜き付きのハンマー），ソフトフェイ
スハンマー，つち，のみ，ハンマーチゼル，ハンマービット（手持工具），パンチ，穴あけ器
（手持工具），センターポンチ（手持工具），くぎ締め，ドリフト，せん孔用工具（手持工具），
かなてこ，のこぎり（手持ち工具に当たるものに限る。），ハンドソー，弓のこぎり，ハック
ソー，のこぎり用ホルダー，はさみ，ナイフ，切削工具類（手持ち工具に当たるものに限
る。），カッター，ケーブルカッター，チューブカッター，チューブ用切削工具，ニッパー，大ば
さみ 金切りばさみ ボルトばさみ 直角定規（手持ち工具に当たるものに限る。） やっと
【06】金属製工具箱
【07】金属加工機械器具，鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，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，農業用機械器具，靴製造機械，製革機械，たばこ製造機
械，ガラス器製造機械，塗装機械器具，包装用機械器具，陶工用ろくろ，プラスチック加工
機械器具，半導体製造装置，ゴム製品製造機械器具，石材加工機械器具，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，風水力機械器具，機械式の
接着テープディスペンサー，自動スタンプ打ち器，自動販売機，ガソリンステーション用装
置，電気洗濯機，修繕用機械器具，機械式駐車装置，乗物用洗浄機，業務用攪はん混合
機，業務用皮むき機，業務用切さい機，食器洗浄機，電気式ワックス磨き機，電気掃除
機，消毒・殺虫又は防臭用散布機（農業用のものを除く。），機械要素（陸上の乗物用のも
のを除く。），芝刈機，電動式カーテン引き装置，電動式扉自動開閉装置，廃棄物圧縮装
置，廃棄物破砕装置，起動器，交流電動機及び直流電動機（陸上の乗物用の交流電動
機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。），交流発電機，直流発電機，電気ミキ
サー，電機ブラシ
【08】手動式の手持工具並びに手持工具の部品，手持器具，刃物類，ハンマー，大ハン
マー，リベットハンマー（手持工具），クロウハンマー（釘抜き付きのハンマー），ソフトフェイ
スハンマー，つち，のみ，ハンマーチゼル，ハンマービット（手持工具），パンチ，穴あけ器
（手持工具），センターポンチ（手持工具），くぎ締め，ドリフト，せん孔用工具（手持工具），
かなてこ，のこぎり（手持ち工具に当たるものに限る。），ハンドソー，弓のこぎり，ハック
ソー，のこぎり用ホルダー，はさみ，ナイフ，切削工具類（手持ち工具に当たるものに限
る。），カッター，ケーブルカッター，チューブカッター，チューブ用切削工具，ニッパー，大ば
さみ 金切りばさみ ボルトばさみ 直角定規（手持ち工具に当たるものに限る。） やっと
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35,36,42

41

ａｗｓｍａｒｋｅｔｐｌａｃｅ

優先

2012/10/3 2012-080162

アマゾン テクノロジーズ インコーポ
レイテッド

27
42

43

44

ＵＲＢＡＮ ＬＵＸＥ＼アーバン
リュクス

Ｒｅｌａｘｐｅｔ＼リラクペット

ふあっと＼ｈｏｍｅ

通常

通常

通常

指定商品・役務
【35】オンラインによる小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
コンピュータによるオンラインでのソフトウェアソリューションのオーダリングの提供，アマゾ
ンウェブサービスプラットフォーム上で即座に利用可能なウェブサーバー・データベースフ
レームワーク・テスティングフレームワーク・開発スタック・あらゆる展開環境を可能とする
コンピュータアプリケーションコンテナ・問題追跡及びプロジェクト管理用コンピュータソフト
ウェアを含むソフトウェア開発アプリケーション・ソフトウェアの設計及びマルチメディア管
理の開発及び大規模データ分析をサポートする試験済み又は設定済みのソフトウェア及
びソフトウェアコンポーネントの束から成るクイックスタートテンプレートから成るクラウドコ
ンピューティングコンポーネント・ツール及びコンピュータソフトウェアコンポーネント・ツール
のオーダリングの提供，オンラインにおける商業に関する情報ディレクトリの提供，グロー
バルコンピューターネットワークを通じて行うソフトウェアソリューションの分野における検
索可能なデータベースの提供，オンラインにおける電子コミュニケーションネットワークを
通じて行う広告物の配布，その他の広告業，オンラインベンダーの商品及び役務に関する
検索可能なオンライン広告ガイドの提供，データベースの管理
【36】電子商取引決済，インターネットで購入する商品及び役務に使用される資金供給済
み口座の開設，金融取引サービス，インターネット若しくはコンピュータ又はコミュニケー
ションネットワークを用いて行う安全な商取引及び支払いオプションの提供
【42】アプリケーションサービスプロバイダー，電子商取引・オンライン決済・オーダー
キュー・ウェブサイトの設計・データ蓄積・共有コンピュータの容量スケーリング・メッセージ
サービスの分野におけるコンピュータアプリケーション・コンピュータソフトウェア・ウェブサ
イト・データベースの提供・ホスティング・管理・設計・作成・開発・保守，電子計算機用プロ
グラムの設計・作成又は保守 電子計算機用プログラムの提供 ウェブサイトのホスティン
【27】カーペット，じゅうたん，マット，ラグ，敷物，浴室用マット，洗い場用マット，自動車用
カーペット，壁掛け（織物製のものを除く。），畳類，人工芝，体操用マット，壁紙

2012/10/3 2012-080171 東洋紡フェアトーン株式会社

27

【27】カーペット，じゅうたん，マット，ラグ，敷物，浴室用マット，洗い場用マット，自動車用
カーペット，壁掛け（織物製のものを除く。），畳類，人工芝，体操用マット，壁紙

27

【27】カーペット，じゅうたん，マット，ラグ，敷物，浴室用マット，洗い場用マット，自動車用
カーペット，壁掛け（織物製のものを除く。），畳類，人工芝，体操用マット，壁紙

2012/10/3 2012-080172 東洋紡フェアトーン株式会社

2012/10/3 2012-080173 東洋紡フェアトーン株式会社

※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/
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.30～2012.10.06.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

45

ＢＡＴＭＡＮ

通常

2012/10/4 2012-080335 デイーシー コミツクス

35

46

図形商標

通常

2012/10/4 2012-080365 株式会社セイコーマート

※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/

指定商品・役務
【09】コメディ・ドラマ・アクション・アドベンチャー又はアニメを内容とする映画フィルム，コメ
ディ・ドラマ・アクション・アドベンチャー又はアニメを内容とするテレビ放映されるための映
画フィルム，音楽・コメディ・ドラマ・アクション・アドベンチャー又はアニメを内容とする録画
済み又は録音済みのオーディオビデオディスク及びＤＶＤ，コメディ・ドラマ・アクション・アド
ベンチャー又はアニメを内容とするダウンロード可能な映画の音声・映像及びテレビ番組
の音声・映像，電子手帳並びにその部品及び附属品，マウスパッド，ダウンロード可能な
電子出版物，双方向型コンピュータソフトウェア，テレビジョン受信機と共に使用する業務
用テレビゲーム機，家庭用又は業務用のビデオゲームプログラム，コンピュータゲーム用
プログラム，双方向型コンピュータゲーム用ソフトウェア，携帯電話機用ゲームソフトウェ
ア，ダウンロード可能なコンピュータゲーム用プログラム，インターネット又はワイヤレス端
末を通じてダウンロード可能な着信音・画像・映像・音楽及び電子ゲームプログラム，テレ
ビジョン受信機とともに使用するコンソール並びにその部品及び附属品，装飾用磁石，サ
ングラス並びにその部品及び附属品，眼鏡並びにその部品及び附属品，サングラス及び
眼鏡用ケース，携帯電話機用カバー，携帯電話機の専用ケース
【28】おもちゃ，運動用具，ゲーム用具，遊戯用器具，遊園地用機械器具，アクションフィ
ギュア及びその附属品，布製おもちゃ，カードゲームを行うための一単位として販売される
カードゲーム用具，自動車おもちゃ，人形，円盤おもちゃ，携帯用電子ゲーム機，ボード
ゲーム・カードゲーム・手で巧みに操作するゲーム・室内ゲーム・パーラー型コンピュータ
ゲーム及び的当てゲームを行うための一単位として販売されるゲーム用具，家庭用又は
業務用ビデオゲーム機，ジグソーパズル，手で巧みに操作するパズルおもちゃ，浴用おも
ちゃ，乗物おもちゃ，スケートボード，アイススケート，水噴射おもちゃ，ボール，遊戯用
ボール，サッカーボール，野球ボール，バスケットボール，野球グローブ，遊戯用浮き具，
遊戯用ビート板浮き具，サーフボード，遊戯用浮き板，水泳用フィン，おもちゃのベーカ
リー用具及び料理用具 おもちゃの銀行 球形又はドーム状の容器に液体と人工的な雪
【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，
ホテルの事業の管理，トレーディングスタンプの発行，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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.30～2012.10.06.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
35,37,43

47

§４５∞ＣＡＦＥ ＴＩｍＥ

通常

2012/10/4 2012-080373 ＧＴＮＥＴ株式会社

16,35,42

48

ソーシャル・ギフト・サービス

49

ＮＴＡ

50

ＤＥＺＩＲ

通常:
標準

通常:
標準
通常:
標準

2012/10/4 2012-080405 株式会社ノバレーゼ

2012/10/4 2012-080481 井関農機株式会社
2012/10/5 2012-080712 三菱自動車工業株式会社

※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。

07,12
12

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

指定商品・役務
【35】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，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，鍋類・コーヒー沸かし（電気式のものを除く。）・鉄瓶及びやかんの小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食器類の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，水筒・魔法瓶・携帯用アイスボックス・米び
つ及び食品保存用ガラス瓶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，自動車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，二輪自動車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，自転車並びにその部品及び附属品の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，フランチャイズの事業の運
営・管理及びこれらに関する情報の提供，フランチャイズシステムに基づく加盟店の経営
の診断・指導及び助言並びにこれらに関する情報の提供，事業の管理・運営及びこれら
に関する指導・助言，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，広告業，トレーディングスタンプの発行
【37】車検のための自動車の修理・点検又は整備及びこれらに関する情報の提供，自動
車の修理又は整備，車検のための二輪自動車の修理・点検又は整備及びこれらに関す
る情報の提供，二輪自動車の修理又は整備，電子応用機械器具の修理又は保守，電気
通信機械器具の修理又は保守，自転車の修理，機械式駐車装置の修理又は保守，自転
車駐輪器具の修理又は保守，洗車機の貸与
【43】飲食物の提供，宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，動物
の宿泊施設の提供 業務用加熱調理機械器具の貸与 業務用食器乾燥機の貸与 業務
【16】ギフト用カタログ
【35】インターネット又はカタログを利用した商品の売買契約の媒介又は取次ぎ，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
【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
【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，タイヤ又はチユーブの修繕用ゴムはり付け片
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.30～2012.10.06.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

09,14,16,18,20,21,2
2,25,28,35

【35】マーケティング，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，フ
ランチャイズ店舗の事業の管理，店舗の開業・経営に関する指導及び助言，店舗運営に
関する経営の診断及び指導，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，経理事務の代行，職業のあっせん，求人情報の提供，新聞記事情
報の提供，輸出入に関する事務の代理又は代行，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，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，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，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，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，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，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，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，化学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，洗濯用柔軟剤・洗濯用漂白剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，消臭効果を有する洗濯用剤の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，化粧用綿棒の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，衛生器具及び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，医療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，家事用手袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供 おむつ・おむつカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
【09】釣り用救命胴衣，その他の救命用具，カメラ用バッグ，カメラ用ケース，カメラ用スト
ラップ，カメラ用レインカバー，三脚用バッグ，三脚用ストラップ，カメラ並びにその部品及
び附属品，フライライン用スケール，その他の測定機械器具，眼鏡並びにその部品及び
附属品，携帯電話用ストラップ
【14】時計並びにその部品及び附属品，キーホルダー，ピンオンリール，記念カップ，記念
たて，身飾品
【16】印刷物，シール及びステッカー，パスポートホルダー，カード用ホルダー，書類用ホル
ダー，その他の文房具類，釣り用接着剤，事務用又は家庭用のり及び接着剤
【18】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，登
山用ステッキ
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，キャンプ用テーブル，キャンプテーブル用折り
畳みスタンド，キャンプ用椅子，その他の家具，登山用スリーピングバック並びにその部品
及び附属品，キャンプ用寝袋，キャンプ用タープ，その他の日よけ，携帯用ゴミ入れ
【21】マグカップ，その他の台所用品，コッフェル，洗面用具入れ
【22】ハンモック，ザイル，登山用又はキャンプ用のテント，雨覆い
【25】釣り用衣服，釣り用の長靴用ライナー，目出し帽，防暑用ヘルメット，その他の被服，
靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，釣り用防水長靴，その他の履物，運動用特殊衣
服，運動用特殊靴
【28】毛ばり，毛ばり用羽，ルアー，その他の釣り具並びにその部品および附属品
【35】被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の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，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 紙類及

35,44

51

52

新成薬局

通常:
標準

フォックスファイヤー＼Ｆｏｘｆｉｒｅ 通常

2012/10/5 2012-080721 株式会社新成堂

2012/10/5 2012-080732 株式会社ティムコ

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

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

商標（見本）

商標

種別

出願日
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出願人／権利者

区分
12,35

53

§カー良品

通常

2012/10/5 2012-080745 株式会社タクティー

35,38,39,43

54

ロクサンヨン＼６３４＼六三四

通常

2012/10/5 2012-080749

※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。

東武鉄道株式会社
東武タワースカイツリー株式会社

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

指定商品・役務
【12】自動車並びにその部品及び附属品，陸上の乗物用の動力機械（その部品を除く。），
陸上の乗物用の機械要素，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機，乗物用盗難警
報器
【35】自動車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，自動車用ブレーキオイルの小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，陸上の乗物用の機械要素の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，陸上の乗物用の動力機械の部品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，化学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，つや出し剤の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，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，工業用油及び防錆グリースの小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，香料・薫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，ＥＴＣ（自動料金収受システム）車載器の小売
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，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，プラスチック基礎製品の
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，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，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，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，乗物の故障の
警告用の三角標識の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
乗物用盗難警報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，
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，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 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
【35】トレーディングスタンプ又はポイントカードの発行・管理・清算及びこれらに関する情
報の提供，トレーディングスタンプ又はポイントカードの発行システムに関する調査・導入・
助言及びこれらに関する情報の提供，建築物における来訪者の受付及び案内（人材派遣
によるものを含む。），広告用具の貸与，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，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（携帯電話機用のストラップ及びネックピースを含む。）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，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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.30～2012.10.06.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

01,02,05,08,09,10,1 【01】化学品，原料プラスチック，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），肥
1,12,16,17,18,19,22, 料，高級脂肪酸，写真材料，試験紙
【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
23,24,25,28
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

55

▲納▼米合技

通常

2012/10/5 2012-080794 東レ株式会社

07,09,12,42

56

§ＴＯＨＭＥＩ

通常

2012/10/5 2012-080865 東明工業株式会社

07,09,12,42

57

§Ｔ

通常

2012/10/5 2012-080866 東明工業株式会社

※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/

具，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・装飾用・印刷用
又は美術用の貴金属はく及び粉
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，おむつ，おむつカバー，サプリメント，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
【08】ピンセット，手動利器，手動工具，ひげそり用具入れ，ペディキュアセット，まつ毛カー
ル器，マニキュアセット
【09】電池，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，眼鏡
【10】避妊用具，人工鼓膜用材料，補綴充てん用材料（歯科用のものを除く。），業務用美
容マッサージ器，医療用機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋
【11】暖冷房装置，汚水浄化槽，し尿処理槽，浄水装置，電球類及び照明用器具，家庭用
電熱用品類（美容用又は衛生用のものを除く。），家庭用浄水器，家庭用汚水浄化槽，家
庭用し尿処理槽，海水淡水化装置，海水淡水化及び水処理用の逆浸透膜，下水処理プ
ラント及び下水処理装置，空気調和装置用エアフィルター，自動車のエアコンディショナー
用エアフィルター
【12】船舶並びにその部品及び附属品（「エアクッション艇」を除く。），航空機並びにその部
品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並びにそれらの
部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び付属品，陸上の乗り物用の機械要素，
自動車用プロペラシャフト，陸上の乗り物用の動力機械（その部品を除く。）
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，プラスチック製包装用袋，家庭用食品包装
フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，紙類，文房具類，印刷物
【17】化学繊維（織物用のものを除く ） 化学繊維糸（織物用のものを除く ） 炭素繊維
【07】金属加工機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，包装用機械器
具，プラスチック加工機械器具，緩衝器，ばね，制動装置，バルブ
【09】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，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
【12】動力伝導装置，車椅子，船舶並びにその部品及び附属品（「エアクッション艇」を除
く。），航空機並びにその部品及び附属品，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
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され
る設備の設計，電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車そ
の他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を
【07】金属加工機械器具，パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具，包装用機械器
具，プラスチック加工機械器具，緩衝器，ばね，制動装置，バルブ
【09】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，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
【12】動力伝導装置，車椅子，船舶並びにその部品及び附属品（「エアクッション艇」を除
く。），航空機並びにその部品及び附属品，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
【42】機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成され
る設備の設計，電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車そ
の他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
09,35,42

58

ＥＧ ＰＡＲＴＳ

通常

2012/10/5 2012-080871

株式会社ジーネット
ユニオンパーツ株式会社

09,12

59

ＡＩＳＩＮ Ｓｍａｒｔ Ｃｌｕｔｃｈ

通常:
標準

2012/10/5 2012-080936 アイシン精機株式会社

12
60

ＡＭＢＩＥＮＣＥ

優先

2012/10/5 2012-080954 ダイムラー・アクチェンゲゼルシャフト

※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/

指定商品・役務
【09】オゾン発生器，電解槽，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，電気磁気測定器，電気通信機械器具，電子計算機用プログラム，
電子応用機械器具及びその部品
【35】レインスーツ・クリーンルーム作業用手袋・その他の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，事故防護用安全靴・導電靴・その他の履物の
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，自動車並びにその部
品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，火鉢
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，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，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・モーター・インバーター・配電用又は制御用の機械器具・回転変流
機・調相機・高圧受電装置・太陽電池による発電装置・電球類及び照明用器具・電線及び
ケーブル・電灯誘引式殺虫装置・家庭用電熱用品類・家庭用電気式給湯器・家庭用換気
扇・家庭用空気清浄機・家庭用食器洗浄機・家庭用電気式ワックス磨き機・家庭用電気洗
濯機・家庭用電気掃除機・電気ミキサー・電気かみそり及び電気バリカン・電気アイロン・
電気式ヘアカーラー・電気ブザー・家庭用電気マッサージ器・電気式鉛筆削り・電気式歯ブ
ラシ・電気通信機械器具・コピー機能・ファクシミリ機能・スキャナー機能付きプリンター及
びその部品・付属品・電子応用機械器具及びその部品・電子計算機用ラベルプリンター・
バーコードリーダー・ＣＡＤ又はＣＡＭに係るコンピュータ支援設計装置及びその他の電気
機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，金属製
定盤・静電気防止器付キーホルダー・キャスター・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，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 工業用粘着テープ・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
【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・その他のクラッチ部品及び附属
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，その他の自動車のクラッチ用機械要素，二輪自動車
【12】乗物及びその部品
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.30～2012.10.06.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

61

美しく元気な日本＼Ｆｉｎｅ ｂｅａｕ
通常
ｔｉｆｌ ｊａｐａｎ

2012/10/6 2012-084890 星 孝一

35,43

62

「美肌快調」ウェストクィ～ン

通常

2012/10/6 2012-084891 星 孝一

※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，広告のコピーライティング，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商
品の企画に関する情報の提供，商品の広告宣伝に関する情報の提供，商品の販売促進
に関する情報の提供，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情報の提供，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，広告用具の貸与，織物及び寝具類の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自
転車の小売又は卸売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，手動利器・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・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，３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
【35】広告，広告のコピーライティング，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商
品の企画に関する情報の提供，商品の広告宣伝に関する情報の提供，商品の販売促進
に関する情報の提供，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，広告用具の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売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，手動利器・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・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，３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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.30～2012.10.06.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

63

§元気ホルモン＼たくましい男 通常

2012/10/6 2012-084892 星 孝一

35,43

64

§うまい ばかり じゃない∞元
祖印＼美味しいだけ じゃない 通常
パワー

2012/10/6 2012-084893 星 孝一

※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，広告のコピーライティング，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商
品の企画に関する情報の提供，商品の広告宣伝に関する情報の提供，商品の販売促進
に関する情報の提供，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，広告用具の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売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，手動利器・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・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】広告，広告のコピーライティング，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商
品の企画に関する情報の提供，商品の広告宣伝に関する情報の提供，商品の販売促進
に関する情報の提供，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，広告用具の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売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，手動利器・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・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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.30～2012.10.06.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

65

日本福祉事業サポート

通常

2012/10/4 2012-084915 セトローク株式会社

12,25
66

ｉｓｍａｒｔ

通常

2012/10/4 2012-084921 一樂 智也

35,43

67

§もっと がイイね∞ならばこ
れ！∞得々印

通常

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
【12】カーダンパー，自動車並びにその部品及び附属品
【25】被服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴

2012/10/6 2012-084940 星 孝一

※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/

【35】広告，広告のコピーライティング，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商
品の企画に関する情報の提供，商品の広告宣伝に関する情報の提供，商品の販売促進
に関する情報の提供，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，広告用具の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自
動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売
又は卸売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，手動利器・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・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
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

68

図形商標

通常

2012/10/5 2012-086207 有限会社エキリープル

69

たすかプセる

通常:
標準

2012/10/2 2012-087080 有限会社▲濱▼出工業

70

71

72

73

74

ＰｄＰＲＯ

ＲＵＭＯＲ

ＵＲＢＡＮ ＡＲＭＯＲ ＧＥＡＲ

ＧＲＥＥＮ’ＵＰ

ＭＡＸＩＭＥ ＳＩＭＯＥＮＳ

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常

2012/10/1 2012-359489

2012/10/3 2012-359888

区分

指定商品・役務

12,37

【12】自動車の板金、修理、自動車並びにその部品及び付属品の取り扱い
【37】自動車の板金、修理、自動車並びにその部品及び付属品の取り扱い

12

【12】救命艇，水に浮く津波用シェルター，水に浮く防災用シェルター，防災用シェルター，
津波用シェルター

09

【09】Bond wire.
【09】ボンドワイヤー

12

【12】Bicycles and bicycle frames.
【12】自転車及び自転車用フレーム

09

【09】Cell phone cases.
【09】携帯電話用のケース

09

【09】Electric sockets and plugs exclusively for powering electric vehicles; magnetic
socket and plug recognition devices exclusively for recharging electric vehicles; power
supply terminals for electric vehicles.
【09】電気式ソケット及びプラグ（専ら電気式乗物の電力供給用のもの），磁気式ソケット及
びプラグの認識用装置（専ら電気式乗物の再充電用のもの），電気式乗物用の電源端末

35

【35】Wholesale or retail sale, including by electronic means, of clothing, lingerie, footwear
and hats, perfumery, cosmetics, scented candles, optical goods, umbrellas, items of
jewelry and timepieces, leather goods, stationery articles, articles for writing and drawing,
articles for furnishing, mirrors, frames, accessories for interior and exterior decoration,
crockery, articles for lighting, table, bed and household linen, articles for smokers;
presentation of goods on communication media, for retail purposes; shop window
dressing; bringing together for others a variety of goods (excluding the transportation
thereof) enabling customers to conveniently view and purchase them via retail or
wholesale stores, mail order catalogs or by electronic means .
【35】被服，婦人用肌着類，履物及び帽子，香料、薫料及び香水類，化粧品，香料入りの
ろうそく，光学製品，傘，宝飾品及び計時用具，革製品，文房具類，筆記用具及び製図用
具，調度用品，鏡・枠，室内装飾用及び屋外装飾用のアクセサリー，陶磁器，照明用品，
食卓，ベッド用及び家庭用のリネン製品，喫煙用品の卸売又は小売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供（電子的手段による場合を含む。），販売を目的とした、各

Ｈｅｒａｅｕｓ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ

Ｓｐｅｃｉａｌｉｚｅｄ Ｂｉｃｙｃｌｅ Ｃｏｍｐｏｎｅ
ｎｔｓ， Ｉｎｃ．

2012/10/6 2012-360163 Ｕｒｂａｎ Ａｒｍｏｒ Ｇｅａｒ， Ｉｎｃ．

2012/10/3 2012-360182

ＬＥＧＲＡＮＤ ＦＲＡＮＣＥ
ＬＥＧＲＡＮＤ ＳＮＣ

2012/10/3 2012-360290 ＳＩＭＯＥＮＳ Ｍａｘｉｍｅ－Ｈｅｒｖe

※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）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
09,16

75

ＬＩＶＥ ＰＤＦ

マド
プロ:
通常:
標準

ＬＩＶＥ ＰＥＮ

マド
プロ:
通常:
標準

ＩＴＹＰＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/10/1 2012-360344 Ａｎｏｔｏ ＡＢ

09,16
76

2012/10/1 2012-360345 Ａｎｏｔｏ ＡＢ

09
77

78

79

§ＴＥＧＯ

マド
プロ:
通常

ＬＡＢＷＩＴ

マド
プロ:
通常

ＣＥＮＴＵＲＹＬＩＮＫ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/10/1 2012-360523 ＭＯＮＯＴＹＰＥ ＩＭＡＧＩＮＧ ＩＮＣ．

09

【09】Radio Frequency Identification (RFID) chips, tags, and readers, and operational
software therefor.
【09】無線周波識別（ＲＦＩＤ）チップ・タグ及び読み取り装置並びにそれ用の操作用ソフトウ
エア

09

【09】Apparatus and instruments for physical and chemical test and analysis purpose;
chemistry apparatus and instruments; chromatography apparatus for laboratory use;
incubators for bacteria culture; furnaces for laboratory use; thermostats; acid
hydrometers; food analysis apparatus; viscosimeters; measuring instruments, namely,
protractors.
【09】物理的及び化学的試験用及び分析用の機器，化学研究室用機械器具，実験室用ク
ロマトグラフ装置，細菌培養器，実験室用炉，サーモスタット，酸用浮きばかり，食品分析
装置，粘度計，測定用具、すなわち測定用分度器
【09】Apparatus and computer software for the recording, transmission and reproduction
of sound, images or data; computer hardware; downloadable movies, games and music via
the internet and wireless devices.
【09】音響・映像又はデータの記録用・送信用及び再生用の機器及びコンピュータソフトウ
エア，コンピュータハードウエア，インターネット及び無線装置経由によってダウンロード可
能な映画・ゲーム及び音楽

2012/9/30 2012-360647 Ｔｅｇｏ， Ｉｎｃ．

ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＺＨＩＣＨＥＮＧ ＡＮＡＬ
2012/10/1 2012-360649 ＹＴＩＣＡＬ ＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴ ＭＡＮＵ
ＦＡＣＴＵＲＩＮＧ ＣＯ．， ＬＴＤ．
09

80

2012/10/3 2012-360655 ＣｅｎｔｕｒｙＬｉｎｋ， Ｉｎｃ．

09
81

ＷＡＳＵＮＧ

マド
プロ:
通常

2012/10/1 2012-360710

※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】Hand-held digital devices, namely, hand-held digital pens, hand-held digital styluses,
hand-held digital code readers, hand-held computers; computer programmes; computer
software; computer operating programs.
【16】Paper; computer paper; copy paper; printing paper; writing paper.
【09】手持ち式デジタル装置、すなわち手持ち式デジタルペン，手持ち式のデジタル式ペン
型データ入力具，手持ち式のデジタル式コード読み取り装置，手持式コンピュータ，コン
ピュータプログラム，コンピュータソフトウエア，コンピュータ操作用プログラム
【16】紙，コンピュータ用印刷用紙，複写用紙，印刷用紙，筆記用紙
【09】Hand-held digital devices, namely, hand-held digital pens, hand-held digital styluses,
hand-held digital code readers, hand-held computers; computer programmes; computer
software; computer operating programs.
【16】Paper; computer paper; copy paper; printing paper; writing paper.
【09】手持ち式デジタル装置、すなわち手持ち式デジタルペン，手持ち式のデジタル式ペン
型データ入力具，手持ち式のデジタル式コード読み取り装置，手持式コンピュータ，コン
ピュータプログラム，コンピュータソフトウエア，コンピュータ操作用プログラム
【16】紙，コンピュータ用印刷用紙，複写用紙，印刷用紙，筆記用紙
【09】Computer software for processing typefaces, type fonts and type designs of
alphanumeric characters and/or typographical symbols.
【09】英数字文字及び／又は活版印刷のシンボルの活字書体・活字体及び書体のデザイ
ンの加工用コンピュータソフトウエア

Ｇｕａｎｇｄｏｎｇ Ｈｕａｓｈｅｎｇ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ
ａｌ Ａｐｐｌｉａｎｃｅｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

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

【09】Cables, electric; wires, electric; identification threads for electric wires; telegraph
wires; copper wire, insulated; telephone wires; starter cables for motors; coaxial cables;
material for electricity mains [wires, cables]; sockets, plugs and other contacts [electric
connections].
【09】電気用ケーブル，電線，電線識別用外被織り込み糸，電信線，絶縁被覆銅線，電話
線，原動機始動装置用ケーブル，同軸ケーブル，送電線用材料，ソケット、プラグその他
の電気接続具
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

82

83

84

85

86

商標（見本）

商標

種別

ＵａＧ

マド
プロ:
通常

ＴＵＲＢＯ ＡＩＲ

マド
プロ:
通常:
標準

ＲＡＮＤＯＭ ＯＲＤＥＲ

マド
プロ:
通常:
標準

ＧＲＯＵＰＭＥ

マド
プロ:
通常:
標準

ＰＡＮＡＶＩＳＯＲ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
【09】Cell phone cases.
【09】携帯電話用のケース

11

【11】Air conditioners; refrigerators.
【11】気象条件調整用及び空気調和用装置，冷蔵庫

09

【09】Mobile electronic device accessories, namely, antennas, batteries, battery chargers,
cases, specialty holsters for carrying cellular phones and personal digital assistants,
electrical connectors, headsets, electronic docking stations, speakers, and off-grid power
supplies.
【09】可動式の電子装置用付属品、すなわちアンテナ，蓄電池，バッテリーチャージャー，
ケース，セルラー式電話機及び携帯情報端末の持ち運び用の特殊なホルダー，電気コネ
クター，ヘッドセット，電子式ドッキングステーション，スピーカー，オフグリッド電源

09

【09】Computer software for transmitting a message from a message originator to multiple
predefined recipients across wired and wireless networks.
【09】メッセージの作成者から複数の所定の受信者への有線ネットワーク及び無線ネット
ワーク経由によるメッセージの送信用のコンピュータソフトウエア

09

【09】Computers; computer hardware; computer servers; computer software for use in
cloud computing; computer software for use in controlling the operation and execution of
computer systems, programs, and networks; computer software for use in connecting
disparate computer networks and systems, servers and storage devices; computer
operating system software; computer software for linking together computers and for
enabling computing across a globally accessible network; computer software for use in
developing computer programs, computer applications and computer software
architecture; computer software for managing hardware, software and processes that
exist within an information technology environment; and instructional manuals sold as a
unit therewith.
【09】コンピュータ，コンピュータハードウエア，コンピュータサーバー，クラウドコンピュー
ティング用のコンピュータソフトウエア，コンピュータシステム・プログラム及びネットワーク
の操作及び実行の制御用のコンピュータソフトウエア，異なるコンピュータネットワーク及
びシステム・サーバー及び保存装置の接続用のコンピュータソフトウエア，コンピュータ操
作用プログラムを記憶させた記憶媒体，コンピュータの相互連結用及びグローバルに接
【09】Video cameras; computer hardware for imaging, three-dimensional range sensing,
autonomous navigation, three-dimensional digitization and image manipulation; computer
software for imaging, three-dimensional range sensing, autonomous navigation, threedimensional digitization and image manipulation; printed circuit boards; computer software
development tools.
【09】ビデオカメラ，画像化用・三次元の距離感知用・自動誘導用・三次元のデジタル化用
及び画像操作用のコンピュータハードウエア，画像化用・三次元の距離感知用・自動誘導
用・三次元のデジタル化用及び画像操作用のコンピュータソフトウエア，プリント回路基
板，コンピュータソフトウエア開発用ツール

2012/10/6 2012-360777 Ｕｒｂａｎ Ａｒｍｏｒ Ｇｅａｒ， Ｉｎｃ．

2012/10/4 2012-360809 ＴＵＲＢＯ ＡＩＲ， ＩＮＣ．

2012/10/4 2012-360851 Ｆｏｒｅｉｇｎ Ｔｒａｄｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

2012/10/5 2012-360910 Ｇｒｏｕｐｍｅ， Ｉｎｃ．

2012/10/2 2012-360962 Ｐａｎａｖｉｓｏｒ， Ｉｎｃ．

09

87

マド
ＰＯＩＮＴ ＧＲＥＹ＼ＲＥＳＥＡＲＣ プロ:
通常:
Ｈ
標準

指定商品・役務

09

2012/10/3 2012-360963 Ｐｏｉｎｔ Ｇｒｅｙ Ｒｅｓｅａｒｃｈ， 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）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

88

89

商標（見本）

商標

ＥｃｏＴｅｃｈ

ＰＩＬＯＸＩＮＧ

種別
マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【07】Strapping machines.
【22】Straps for securing bundles.
【07】バンド締付機
【22】束を固定するためのストラップ

09,25,28,41

【09】Audio and visual recordings featuring instruction in the field of exercise, health,
fitness, personal motivation, wellness, weight loss, weight control.
【25】Clothing, namely, tops, bottoms, pants, shirts, underwear, jackets, t-shirts and
sweatshirts; headwear.
【28】Exercise equipment, namely, weighted gloves.
【41】Educational services, namely, classes and seminars in the field of exercise, health,
fitness, wellness, personal motivation, weight loss, weight control; instruction services
relating to exercise, health, fitness, wellness, personal motivation, weight loss, weight
control, and advisory and information and consultancy services relating to the aforesaid
instruction services.
【09】エクササイズ・健康・フィットネス・個人的動機・ウェルネス・減量・体重管理の分野に
おける指導を特徴とする視聴覚記録物
【25】被服、すなわちトップ（上半身用衣類），ボトム（下衣），ズボン及びパンツ，ワイシャツ
類及びシャツ，下着，ジャケット，ティーシャツ及びスウェットシャツ，帽子
【28】身体エキササイズ用器具、すなわち重りの付いた手袋
【41】知識又は技芸の教授、すなわちエクササイズ・健康・フィットネス・ウェルネス・個人的
動機・減量・体重管理の分野の教室及びセミナーの提供，エクササイズ・健康・フィットネ
ス・ウェルネス・個人的動機・減量・体重管理に関連する指導並びに前述の指導に関連す
【09】Computer software for composing music and for creating and editing musical
recordings; computer software featuring musical sound recordings; hardware used for
recording, transmission or reproduction of sound and images; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images.
【15】Musical instruments with functions for recording and reproduction of sound and
images and for creating music.
【42】Design and development of software and hardware for recording and reproduction of
sound and images and for creating music; providing information, advice and consultancy
services in the field of computer software and hardware for creating music; creation of
software and hardware for recording and reproduction of sound and images and for
creating music.
【09】作曲用並びに音楽記録物の作成用及び編集用のコンピュータソフトウエア，音楽記
録物を特徴とするコンピュータソフトウエア，音響及び映像の記録用・送信用又は再生用
のハードウエア，音響又は映像の記録用，送信用又は再生用の装置
【15】音響及び画像の記録機能及び再生機能が付いた及び作曲のための楽器
【42】音響及び映像の記録用及び再生用並びに作曲用のソフトウエア及びハードウエアの
設計及び開発，作曲用コンピュータソフトウエア及びコンピュータハードウエアの分野にお
【09】Computer games software; computer software for video games or for games
machines; computer programs for video and computer games; video discs, discs, tapes,
cassettes, compact discs; CD ROMs, data bearing record carriers for computers; sound
recordings, video recordings; software for playing video, computer and on-line games;
software for enabling video, computer and on-line games to be run on multiple platforms;
downloadable software for developing, designing, modifying and customizing video,
computer and on-line games; games software for mobile phones; electronic publications
(downloadable) provided on-line from databases for the Internet; video games enhancers;
parts and fittings for all the aforesaid goods.
【16】Printed matter, printed matter relating to computer games and entertainment;
stationery; stickers, decals.
【28】Games and playthings; handheld computer games equipment; home video game
machines and hand-held video game machines; computer games equipment adapted for
use with TV receivers; parts and fittings for all the aforesaid goods.

2012/10/4 2012-360965 Ｓｔｒａｐａｃｋ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

2012/10/3 2012-361063 Ｐｉｌｏｘｉｎｇ， ＬＬＣ

09,15,42

90

ＡＤＤＩＣＴＩＶＥ ＫＥＹＳ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/10/1 2012-361092 ＸＬＮ Ａｕｄｉｏ ＡＢ

09,16,28,41

91

ＷＡＲＧＡＭＩＮＧ．ＮＥＴ

マド
プロ:
通常

2012/10/1 2012-361102

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

指定商品・役務

07,22

Ｗａｒｇａｍｉｎｇ．ｎｅｔ ＬＬＰ Ｏｆｆｉｃｅ ４
１５
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.30～2012.10.06.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

92

§ｍｏｋｉ

マド
プロ:
通常

2012/10/3 2012-361123

Ｒｅｄｒｏｋｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＩＰ Ｐｔｙ
Ｌｔｄ

01,07,09,12,16,17,3
7

93

マド
プロ:
通常

2012/10/4 2012-361130

ＣＨＡＳＳＩＳ ＢＲＡＫＥＳ ＩＮＴＥＲＮＡ
ＴＩＯＮＡＬ ＢＶ

01,07,09,12,16,17,3
7

94

マド
ＣＨＡＳＳＩＳ ＢＲＡＫＥＳ ＩＮＴＥ プロ:
通常:
ＲＮＡＴＩＯＮＡＬ
標準

2012/10/4 2012-361131

ＣＨＡＳＳＩＳ ＢＲＡＫＥＳ ＩＮＴＥＲＮＡ
ＴＩＯＮＡＬ ＢＶ

09
95

マド
プロ:
通常

2012/10/5 2012-361157 Ｇｒｏｕｐｍｅ， Ｉｎｃ．

06
96

マド
ＭＡＲＩＬＬＡＮＡ ＳＩＮＴＥＲ ＦＩＮ プロ:
通常:
ＥＳ
標準

2012/10/5 2012-361158 Ｂｒｏｃｋｍａｎ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ 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。
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指定商品・役務
【09】Headphones and earphones; headsets being headphones or earphones with
microphones for use with cellular or mobile phones; headphone and earphone cushions
and pads; extension cables for headphones and earphones; carrying bags for headphones
and earphones; cases for headphones and earphones; portable audio speakers for use
with cellular or mobile phones, MP3 players and portable audio and video devices; audio
speakers for use with computers; connecting cables, chargers and docks for MP3 players
and portable audio and video devices; computer cables; audio cables.
【09】ヘッドホーン及びイヤホーン，セルラー式電話機用又は移動電話機用のマイクロホン
付きのヘッドホーン及びイヤホーンとしてのヘッドセット，ヘッドホーン用及びイヤホーン用
クッション及びパッド，ヘッドホーン用及びイヤホーン用の延長用のケーブル，ヘッドホン用
及びイヤホン用の持ち運びかばん，ヘッドホン用及びイヤホン用のケース，セルラー式電
話機用又は移動電話機用・ＭＰ３プレーヤー用並びに携帯用のオーディオ用及びビデオ
用の装置用の持ち運べるオーディオスピーカー，コンピュータ用のオーディオスピーカー，
接続用ケーブル，ＭＰ３プレーヤー用及並びに携帯用のオーディオ用及びビデオ用の装
置用の充電器及びドック，コンピュータケーブル，オーディオ用ケーブル
【01】Industrial chemicals; brake fluids; brake circuit fluids; driving fluids for hydraulic
devices.
【07】Electric motors other than for land vehicles; compressed air machines; compressed
air pumps; compressed air engines; shaft couplings (machines); control cables for
machines, engines or motors; universal joints [cardan joints]; hydraulic controls for
machines, motors and engines; pneumatic controls for machines, motors and engines;
compressors (machines); machine valves; fuel filters; oil filters; air cleaners; hydraulic
pumps; hydraulic control cylinders; hydraulic motors; hydraulic valves; hydraulic tanks;
hydraulic filters; apparatus for filling and draining motor vehicle hydraulic circuits; air
valves; air brakes; pneumatic coupling apparatus; hydraulic coupling apparatus; pistons
(parts of machines or engines); pumps (machines); pump (machine, engine or motor
parts); pressure regulators (parts of machines); valves (parts of machines).
【01】Industrial chemicals; brake fluids; brake circuit fluids; driving fluids for hydraulic
devices.
【07】Electric motors other than for land vehicles; compressed air machines; compressed
air pumps; compressed air engines; shaft couplings (machines); control cables for
machines, engines or motors; universal joints; hydraulic controls for machines, motors and
engines; pneumatic controls for machines, motors and engines; compressors (machines);
machine valves; fuel filters; oil filters; air cleaners; hydraulic pumps; hydraulic control
cylinders; hydraulic engines and motors; hydraulic valves; hydraulic tanks; hydraulic
filters; apparatus for filling and draining motor vehicle hydraulic circuits; air valves; air
brakes; pneumatic coupling apparatus; hydraulic coupling apparatus; pistons (parts of
machines or engines); pumps (machines); pump (machine, engine or motor parts);
pressure regulators (parts of machines); valves (parts of machines).
【09】Computer software for transmitting a message from a message originator to multiple
predefined recipients across wired and wireless networks.
【09】メッセージの作成者から複数の所定の受信者への有線ネットワーク及び無線ネット
ワーク経由によるメッセージの送信用のコンピュータソフトウエア

【06】Ores; refined ores; processed ores; ores of metal; iron ores.
【06】鉱石，精錬済み鉱石，加工済み鉱石，金属鉱石，鉄鉱石

27／29

今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.30～2012.10.06.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

97

ＣｌｅａｎＳｐａｃｅ

マド
プロ:
通常:
標準

ＩＮＮＯＣＵＢＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/10/4 2012-361235 ＰＡＦｔｅｃ Ｐｔｙ Ｌｔｄ

09
98

99

100

￠ＧＲＵＮＤＥＮＳ

§ｉ∞ｉＰｏｉｎｔ

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常

2012/10/4 2012-361237 ＩＮＮＯＩＯ Ｃｏ．， Ｌｔｄ

09,25

【09】Protective clothing, protective gloves, protective headgear and protective boots for
protection against accidents or injury.
【25】Clothing, footwear and headgear including rainwear.
【09】防護用被服，保護手袋，事故又は外傷から身体を保護するための保護用帽子及び
保護用ブーツ
【25】被服・履物及び帽子（雨着を含む）

09,42

【09】Computer software for sustainable business systems to comply with environmental
regulations; computer software for collecting, storing, and managing supply chain data;
computer software for data integration of supply chains.
【42】Computer software services, namely, designing and developing software for others
for complying with environmental regulations; designing and developing computer
software for process management, supply chain management, product lifecycle tracking,
and data integration; software development consulting in the field of environmental
compliance; software development consulting for data integration of supply chains,
namely collecting, storing, and managing supply chain data.
【09】環境規制に則した持続可能な事業システム用のコンピュータソフトウエア，サプライ
チェーンデータの収集用・保存用及び管理用のコンピュータソフトウエア，サプライチェーン
データ統合用コンピュータソフトウエア
【42】コンピュータソフトウエアに関する役務の提供、すなわち環境規制に応じたソフトウエ
アの設計及び開発（他人のためのこと），プロセス管理用・サプライチェーン管理用・製品ラ
イフサイクルの追跡用及びデータ統合用のコンピュータソフトウエアの設計及び開発，環
境に関する法令順守の分野でのソフトウエアの開発に関する助言，サプライチェーンの
データ統合のためのソフトウエアの開発に関する助言、すなわちサプライチェーンデータ
【09】Anti-pollution masks for respiratory protection; filters for respiratory masks; filters
for use in respiratory masks; filters for use with respiratory apparatus; filters for use with
respiratory face masks; powered respirators (other than for artificial respiration);
respirators (other than for artificial respiration); respirators for filtering air; respirators for
protective purposes; respiratory apparatus, other than for medical use; respiratory gas
blending apparatus, other than for medical use; respiratory helmets, other than for
artificial respiration; respiratory masks (other than for artificial respiration); respiratory
monitoring apparatus (non-medical); respiratory monitors (non-medical); respiratory
protection apparatus (non-medical); compressed air emergency respirators; control
systems and mechanisms including operating computer software for the aforementioned
goods.
【10】Asphyxial neonates respirators; humidifiers for use with respiratory therapy

2012/10/2 2012-361662 Ｇｒｕｎｄeｎｓ Ｒｅｇｎｋｌaｄｅｒ ＡＢ

2012/10/4 2012-361758 ｉＰｏｉｎｔ－Ｓｙｓｔｅｍｓ ｇｍｂｈ

09,10

101

ＡｉｒＳｅｎｓｉｔ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/10/4 2012-361760 ＰＡＦｔｅｃ Ｐｔｙ Ｌｔｄ

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

指定商品・役務
【09】Breathing apparatus; self contained breathing apparatus other than for artificial
respiration; portable breathing apparatus other than for artificial respiration; apparatus to
prevent the inhalation of noxious substances; personal pollution protection devices;
breathing apparatus for protective purposes; breathing masks other than for artificial
respiration; protective breathing masks other than for artificial respiration; breathing
assistance and breathing therapy apparatus other than for artificial respiration; apparatus
other than artificial respiration apparatus for the alleviation and treatment of breathing
difficulties; respirators other than for artificial respiration; air purifying respirators other
than for artificial respiration; parts, fittings and connections for breathing apparatus,
respirators and masks.
【09】呼吸装置，内蔵型呼吸装置（人工呼吸器用のものを除く。），携帯呼吸装置（人工呼
吸器用のものを除く。），有害物質の吸入を防ぐ機器，身体の汚染防止用装置，保護用呼
吸装置，呼吸マスク（人工呼吸器用のものを除く。），保護用呼吸マスク（人工呼吸器用の
ものを除く。），呼吸補助用及び呼吸療法用の機器（人工呼吸器用のものを除く。），呼吸
【09】Beam projectors; projectors; mini projectors; micro projectors; lens for projectors;
remote controller for projectors; screens for projectors; hand-held projectors; overhead
projectors; slide projectors.
【09】ビームプロジェクター，プロジェクター，小型プロジェクター，マイクロプロジェクター，プ
ロジェクター用レンズ，プロジェクター用遠隔制御装置，プロジェクター用スクリーン，手持
ち式のプロジェクター，オーバーヘッドプロジェクター，スライド映写機

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：12A05）2012.09.30～2012.10.06.xls
No.

102

103

商標（見本）

商標

ＳＥＡＦＬＡＭＥ

種別
マド
プロ:
通常:
標準

§ＴＥＣＨＩＭＰ

マド
プロ:
通常

ＥＰＩ ＡＩＲ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

2012/10/4 2013-350012

2012/10/3 2013-350412

出願人／権利者

区分

【09】Electrical cables, optical cables, optical fiber cables, submarine cables.
【09】電気ケーブル，光ケーブル，光ファイバーケーブル，海底ケーブル

09,42

【09】Scientific, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision) and
diagnostic apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; diagnostic
apparatus and instruments for electric systems, relays, railway points, of samples subject
to stress, electrical and environmental quantities; electric and electronic apparatus and
instruments for industrial automation; monitoring (control) apparatus and instruments for
telecommunications and industrial computer systems; apparatus and instruments for the
measurement and analysis of electrical quantities; instruments for the conditioning of
high-frequency signals including sensors, amplifiers, filters (electrical instruments);
software (recorded programs) for: database and data management, provision of energy
services, forecasting in relation to electrical and environmental quantities, management
of machine, building and installations maintenance, energy brokerage, automatic decision【09】Dust control systems comprised of power supplies, ground electrodes and discharge
electrodes.
【09】電源・接地電極及び放電極からなる塵埃制御用システム

ＰＲＹＳＭＩＡＮ ＣＡＶＩ Ｅ ＳＩＳＴＥＭＩ
Ｓ．Ｒ．Ｌ．

ＴＥＣＨＩＭＰ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ
Ｓ．ｒ．ｌ．

09
104

2012/10/3 2013-350458

Ｂａｕｍｇａｒｔｎｅｒ Ｅｎｖｉｒｏｎｉｃｓ， Ｉｎ
ｃ．

17,22,23,24,25

マド
プロ:
通常

105

2012/10/4 2013-350465 Ｌｅｎｚｉｎｇ Ａｋｔｉｅｎｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ

09,16,42

106

ＰＬＥＳＩＡ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/10/2 2013-350809

※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

Ｐｒｏｔｅｕｍ Ｓｏｆｔｗａｒｅ Ｐｔｙ Ｌｉｍｉｔｅ
ｄ
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【17】Chemical fibres excluding those for textile use.
【22】Raw fibres; chemical fibres for textile use, in particular of cellulose, in particular of
regenerated and/or non derivatised man-made cellulose.
【23】Yarns and threads for textile use, in particular of cellulose, in particular of
regenerated and/or non derivatised man-made cellulose.
【24】Woven fabrics, knitted fabrics, non-woven fabrics, household and home textile
articles, not included in other classes, in particular of cellulose, in particular of
regenerated and/or non derivatised man-made cellulose.
【25】Articles of outerclothing for men, women and children, articles of underclothing,
shirts, blouses, articles of sports clothing, articles of leisure clothing, hosiery, in particular
of cellulose, in particular of regenerated and/or non derivatised man-made cellulose.
【17】織物用のものを除く化学繊維
【22】未加工繊維，織物用の化学繊維、特にセルロース、特に再生された及び／又は非誘
導体の人工セルロースからなるもの
【23】糸及び織物用糸、特にセルロース、特に再生された及び／又は非誘導体の人工セ
ルロースからなるもの
【24】他の類に属さない織物、編物、不織布、家庭用繊維商品、特にセルロース、特に再
生された及び／又は非誘導体の人工セルロースからなるもの
【09】Application software; communication software; communications processing computer
software; computer programmes (programs) and recorded software distributed online;
computer programs (downloadable software); computer software; computer software
(programs); computer software (recorded); computer software downloaded from the
Internet; computer software for business purposes; computer software for communication
between computer processes; computer software packages; computer software products;
computer software programs; integrated software packages; interactive computer
software; packaged software; pre-recorded software; recorded computer software.
【16】Computer software operating manuals; documentation for use in the development of
computer software programs; handbooks relating to computer software (sold with the
software); instruction books sold with computer software; instruction guides sold with
computer software; instruction manuals (handbooks) sold with computer software;
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指定商品・役務
【06】Metal powders having spherical or irregular shape, of any size and consisting of
various chemical compositions, comprising low-alloy steels, stainless steels, tool steels,
high-speed steels, refractory steels and similar products, nickel alloys, cobalt alloys,
copper alloys, titanium alloys, tin alloys, silver alloys or gold alloys, composite materials
with a metal matrix, or other metals; products made from these metal powers or from
these alloys, or from these composites, particularly shaped parts, products such as
capsules, billets, blocks, bars, shapes, wires, sheets and plates, bands, tubes.
【06】球形又は異形・あらゆる大きさの及びさまざまな化学成分からなる・低合金鋼からな
る金属粉，ステンレス鋼，工具鋼，高速度鋼，耐火鋼及び類似製品，ニッケル合金，コバ
ルト合金，銅合金，チタン合金，スズ合金，銀合金又は金合金，金属マトリクス又は他の金
属からなる合成材料，これらの金属製粉又はこれらの合金又はこれらの合成物からなる
製品、特に成形部品，製品（例えばカプセル），ビレット，ブロック，金属棒，形材，ワイヤ，
【06】Metal cables.
【07】Elevators.
【09】Electrical cables, optical cables, fibre optic cables, terminals (electricity); industrial
electricity plants consisting of distribution stations, switching stations and main grids
used for the production and distribution of electricity; apparatus and instruments for the
production and distribution of electricity for electricity distribution networks; apparatus
and instruments for checking (supervision), remote control, controlling and measuring of
electricity and energy consumption and for remote controlling of power plants, electric
connectors, transformers and/of poles, not of metal, for electric pipes; data processing
apparatus and recorded computer programs for use in the production, distribution and
control of energy and electricity; solar cells and solar batteries for the generation of
electricity and energy; land surveying instruments; detectors and alarm installations for
industrial purposes and for use in energy production and distribution; elevator control

