TRADEMARK/TRADE NAME FORM
If you are planning to use a trade name or trademark on your company product(s) in lieu of or in addition to
your company name and have it appear in our published records, an authorized officer of your company shall
sign this form, verifying ownership of the trade name or trademark. The trade name or trademark will be
added the UL FUS Procedure (required) and UL’s Online Certification Directory (unless specifically
requested to be omitted). If a trademark is to be used, a black and white .pdf, .jpg or .tif image or drawing of
the trademark is also required.
社名の代わりに、或いは社名に加えトレードネームまたはトレードマークを御社製品へ表示することや、ULの
発行物に掲載を希望される方は、トレードネームまたはトレードマークの所有者である証明としてアプリカント
様内で上位職の方が本用紙にご署名をしてからご申請ください。
トレードネームやトレードマークは（掲載が必須である）UL フォローアップ サービス プロシージャ、及び
（除外する特別な依頼がない限り）オンライン・サーティフィケーション（認証製品）ディレクトリーへ登録されま
す。トレードマークの使用を希望される場合は、本申請書以外に
本申請書以外に別途白黒のpdf、jpg
や tif画像、又はトレードマー
本申請書以外に
クの図面が必要となります。

TRADEMARK / TRADE NAME FORM
トレードマーク/トレードネーム
トレードマーク トレードネーム の申請依頼
の申請依頼書
依頼書

We are the owner or have the right to use the following trademark
我々はこのトレードネーム、或いはトレードマークの所有者であり、

(insert image, quote or otherwise describe trademark or trade name)
（登録されたいトレードマークまたはトレードネームを貼りつけるか、ここに詳細を説明してください。）

and wish to have the option of using either this mark or our full company name on products that are Certified
under the product category for
リスティッド、レコグナイズド、もしくはクラシファイド”として認証を受けた製品カテゴリーにおいて上記の
マーク又は我々の正式名称のいずれかを選択できることを希望します。

(Insert File No. and Vol. No. and CCN or Product Category from Online Certifications Directory in which
Applicant’s model is Listed, Recognized Or Classified)
（File No. , Vol. No. リスティッド、レコグナイズド、クラシファイドの何れか該当するものを記入してください。
※オンライン・サーティフィケーション ディレクトリー参照）

To the best of our knowledge and belief, no other person, firm, corporation, or association, other than those
duly authorized by us, has the right to use the mark on products of the above category.
我々の知り得る限り、いかなる者、会社、法人又は組合も、我々が正式に権限を与えた者以外は、上記カテゴリー製
品に対してこのマークの使用を認めません。

It is understood that this mark is to be used for identification of our company in connection with products
manufactured as authorized by the Procedure covering the products Listed, Recognized, or Classified for us.
このマークは、我々にとってリスティッド、レコグナイズド、もしくはクラシファイドで認証を受けている
プロシージャ―に基づいて製造された製品であり、我々を特定するために使用されることを理解しました。

申請責任者であり上位職の方の手書きの署名をお願いします。
(Signature of Authorized Official)

上記の方のお名前、お役職を活字体でご記入ください。
(Printed or Typed Name and Title of Authorized Official)
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