
Trademark guidelines and policies.  

1. Unauthorized use of trademark. 

 (1) The trademarks owned by tonoi Co., Ltd. (hereinafter referred to as "our company") are the 

valuable property of our company and are only usable by those who have duly authorized our 

company and our company to fulfill any of the following 1.1-3. 

1.1. Our trademark warrants only our products and services. 

1.2. Use in accordance with these guidelines. 

1.3. The secondary use deliverable is recognized by our company. 

［Examples of improper use］ 

 XX’s unique Hybrid Computing device. 

(2) Do not use our trademarks to describe technologies or services other than ours as this may 

cause misunderstandings by our customers. 

［Examples of improper use］ 

 tonoi’s Hybrid Computing equivalent. 

（3） Do not use or display names that may be mistaken for common names, common names or 

other common names. 

［Examples of improper use］ 

 Hybrid Computing technology : xxxx 

 Our service has a Hybrid Computing features. 

(4) Do not change the trademark partly, combine it with another company's trademark, use the 

trademarks in verbs, or use other trademarks that may damage the value of the trademark. 

(5) If you use the product in violation of the above, we may take legal measures such as claiming 

injunction. 

 



2. Introduction of our company technologies and services. 

When you display our trademark for introducing our technology, services or other activities, 

please do one of the following. 

(1) It should be accompanied by the general name of the technology/service (See " [Reference] 

Examples of registered trademarks and generic names"). 

［Display example］ 

 Distributed processing technology “Hybrid Computing” 

(2) Distinguish a trademark from other words using [] or "", or mark it with a ® or TM symbol. 

(Please write the ® symbol only in the country where the trademark is registered.)  

［Display example］ 

 Hybrid Computing® 

(3) Display the attribution for indicated trademark. 

［Display example］ 

 "Hybrid Computing" is a registered trademark of tonoi Co.,Ltd. 

*If they cannot be displayed individually, a comprehensive representation is acceptable.  

［Display example］ 

 The service names are trademarks or registered trademarks of their respective companies. 

[Contact] 

Room 101 Casa Goban-chou, 2-14 Goban-chou, Chiyoda-ku, 

Tokyo, 102-0076, Japan 

tonoi Co.,Ltd. 

info@tonoi.co.jp 



[Reference] Examples of registered trademarks and generic 

names  

Trademarks Generic names 

 

tonoi Co.,Ltd. Logo mark 

tonoi tonoi Co.,Ltd. company name 

とのい same as above 

トノイ same as above 

Hybrid Computing Distributed processing technology for distributed data access 

Hybrid Computer same as above 

Shadow Pointer Virtual location specification 

 The above are some of the trademarks owned by our company. For other trademarks, please 

display them appropriately in accordance with the trademark guidelines. 

 

3. Changes and discontinuance of disclaimers and guidelines 

(1) Our company may change these guidelines at any time. Logo users must comply with any 

changes to these Guidelines. 

(2) Our company are not responsible for any damages caused to the user by using our company 

trademarks. 

(3) If our company requests that you stop using our company trademarks, you must stop using 

them immediately and erase our company trademarks used. 

(4) The latest version of these Guidelines is posted on our company website. 

  



商標ガイドライン 

1.商標の無断使用 

（1）tonoi 株式会社 （以下「当社」という）保有の商標は、当社の貴重な財産であり当社及び当社

が以下の①から③のいずれかを充たすものとして正規に使用を許諾した者のみが使用可能で

す。 

①当社の商標が当社の製品・サービスのみを保証する場合。 

②当ガイドラインに従って使用する場合。 

③二次利用した成果物を当社が認めた場合。 

［不適切な使用の例］ 

 ○○社独自の Hybrid Computing 端末 

（2）当社以外の技術・サービスの説明のために当社の商標を使用する行為も、お客さまにおける

品質誤認が生じるおそれがあるため行わないでください。 

［不適切な使用の例］ 

 tonoi の Hybrid Computing 相当 

（3）普通名称、慣用名称その他一般的名称と誤認される使用・表記は行わないでください。 

［不適切な使用の例］ 

 Hybrid Computing 技術 「xxxxx」 

 当社のサービスは、Hybrid Computing 機能を有しています。 

（4）商標の一部変更、他社の商標との結合、動詞的な商標使用、その他商標の価値を毀損する

おそれのある使用は行わないでください。 

（5）上記に反する使用をされた場合、当社から差止請求等の法的措置をとらせて頂く場合があり

ます。 

2. 当社の技術・サービスをご紹介いただく場合 



当社の技術・サービス、その他活動を紹介する際に当社の商標を表記する必要がある場合には、

以下のいずれかの対応をお願いいたします。 

（1）技術・サービスの一般的名称と併記する（「【参考】登録商標と一般名称例」参照）。 

［表示例］ 

 分散処理技術「Hybrid Computing」 

（2）商標を他の文言と「 」や” ”を用い区別するか、®記号または TM 記号を付記する。  

（®記号は、商標が登録された国でのみ表記してください）  

［表示例］ 

 Hybrid Computing® 

（3）表記した商標について帰属を表示する。 

［表示例］ 

 「Hybrid Computing」は tonoi 株式会社の登録商標です。 

※個別に表示できない場合には包括的な表現も可とします。 

［表示例］ 

 記載されているサービス名等は、各社の商標または登録商標です。 

お問い合わせ窓口 

〒102-0076 

東京都千代田区五番町 2-14 カーサ五番町 101 号 

tonoi 株式会社 

お問い合わせ info@tonoi.co.jp 

【参考】登録商標と一般名称例 

登録商標 一般的名称 



 

tonoi 株式会社ロゴマーク 

tonoi tonoi 株式会社社名 

とのい 同上 

トノイ 同上 

Hybrid Computing 分散データアクセス分散処理技術 

Hybrid Computer 同上 

Shadow Pointer 仮想的存在場所指定 

 上記は tonoi 株式会社が保有する商標の一部です。これ以外の商標についても、商標ガイドラ

インに沿った適切な表示を行ってください。 

 

3. 免責事項・ガイドラインの変更・使用中止 

(1)当社は、本ガイドラインをいつでも変更することができます。ロゴ使用者は、本ガイドラインが変

更された場合、変更後の本ガイドラインを遵守しなければなりません。 

(2)当社は、当社商標を使用したことにより使用者に生じたいかなる損害についても責任を負いま

せん。 

(3)当社が当社商標の使用中止を求めた場合は、早急に使用を中止し、使用した当社商標を消去

しなければなりません。 

(4)本ガイドラインは当社ホームページに掲出されるものを最新とします。 

 


