2019 年 6 月 20 日

TASAKI、アイコンデザイン「バランス シグネチャー リング」の
立体商標登録を完了
TASAKI（株式会社 TASAKI
中央区銀座 5－7－5

神戸本社：神戸市中央区港島中町 6－3－2

取締役兼代表執行役社長

東京本社：東京都

田島寿一）のアイコンジュエリーとして

知られる「balance（バランス）」シリーズの「バランス シグネチャー リング」の形状が、
特許庁により立体商標として登録されました。今回の登録は、商品形状そのものにかかる、
ロゴなしでの立体商標登録となります。

バランス シグネチャー リング
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「立体商標」は、1996 年より導入された制度で、商品やサービスの自他商品識別力がある
立体的な形状を「商標」として登録し、保護するものです。今回の登録により、パールを直線に
並べた「バランス シグネチャー リング」の立体的形状が、ブランドのロゴや刻印が無い場合
でも TASAKI の商品であると広く一般的に認識されるものであることが、公式に認められた
こととなります。
「バランス」シリーズは、TASAKI COLLECTION LINE デザイナー タクーン・パニクガルが、
バランスボールからインスピレーションを得て生み出したデザインです。パールを直線に並べた
ミニマルでモダンなフォルムは、発表当時、その革新性によりジュエリー デザインの概念を
揺るがすほどのインパクトを与えました。今日では、日本のみならず世界中で愛され続ける
デザインとなっています。
TASAKI は今後も、最高のクオリティ、クリエイティビティ、クラフツマンシップへのこだわり
に満ちた、モダンで洗練された美の世界を表現しながら、ブランドのヘリテージを知的財産の
観点からも、国内だけでなく海外でも保護する活動を積極的に行ってまいります。

株式会社 TASAKI

プレスコンタクト：奈良・田中 （コミュニケーション部 AD/ PR 課）

プレスコンタクト問い合わせ先：

Tel 03-3289-1184

E-mail: communicationdpt@tasaki.co.jp

※ご紹介いただく際の問い合わせ先： TASAKI カスタマーサービス 0120-111-446

June 20, 2019

TASAKI’s Iconic balance signature Ring
Registered as a 3D Trademark
TASAKI (TASAKI & Co., Ltd.; Kobe Headquarter Office: 6-3-2 Minatojima Nakamachi,
Chuo-ku, Kobe; Tokyo Headquarter Office: 5-7-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo; Board Director
& CEO: Toshikazu Tajima) is proud to announce the successful registration of the design
of its iconic balance signature Ring, part of the balance series, as a three-dimensional
(3D) trademark with the Japan Patent Office. This means that the shape of the product
itself has now become 3D trademark, independent of the TASAKI logo.

balance signature Ring
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The 3D trademark system began in 1996 to register and protect the 3D shape of
products and services with distinctive characteristics that set them apart from other
products and services as trademarks. This registration is official recognition that the 3D
shape of the balance signature Ring, with its distinctive row of pearls, is widely familiar to
members of the public as a TASAKI product, even without the TASAKI logo.
The balance series was created by TASAKI COLLECTION LINE designer Thakoon
Panichgul, who used balance balls as the inspiration for his design. The ring features a
row of pearls on a bar as a minimal, modern motif. This innovative design had a major
impact on the industry after its release, challenging conventional notions of jewellery
design. This unique design is now known and loved by people in Japan and all over the
world.
TASAKI will continue to provide jewellery with the highest standards of Quality, Creativity,
and Craftsmanship, embodying TASAKI’s unique world of modern, sophisticated beauty.
From the perspective of intellectual property as well, we intend to proactively preserve
our brand’s heritage both in Japan and overseas.
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