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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

商標（見本）
1

商標
アロハマハロ

種別
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
29,30,32,33

2012/7/2

2012-052982 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社
03,32

2

じはだ＼滋肌

通常

2012/7/2

2012-053029 池田 慶昌

05,29,30,32

3

美温生姜

4

洋梨づくし

5

豊後の宝石

6

通常:
標準

通常:
標準
通常:
標準

くらし＼マルシェ∞市（マル）／３
通常
６５

2012/7/2

2012-053031 株式会社福光屋

2012/7/2

2012-053033 アサヒ飲料株式会社

2012/7/2

2012-053040 大分ゼネラルサービス株式会社

2012/7/2

※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
【29】乳製品，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，カレー・シチュー又はスープ
のもと
【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，香辛料，穀物の加工品，即席菓子のもと
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
【03】せっけん類（シャンプーを含む。），歯磨き，化粧品
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

2012-053068

32

【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
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，乳幼児用粉乳，生姜を使用してなるサプリメン
ト，生姜を使用してなる食餌療法用飲料，生姜を使用してなる食餌療法用食品，生姜を使
用してなる乳幼児用飲料，生姜を使用してなる乳幼児用食品，生姜を使用してなる栄養補
助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【29】生姜を使用してなる乳製品，冷凍生姜，加工生姜，生姜を使用してなる油揚げ，生姜
を使用してなる凍り豆腐，生姜を使用してなるこんにゃく，生姜を使用してなる豆乳，生姜
を使用してなる豆腐，生姜を使用してなる納豆，生姜を使用してなるカレー・シチュー又は
スープのもと，生姜を使用してなるお茶漬けのり，生姜を使用してなるふりかけ
【30】生姜を使用してなる茶，生姜を使用してなる角砂糖，生姜を使用してなる果糖，生姜
を使用してなる氷砂糖，生姜を使用してなる砂糖，生姜を使用してなる麦芽糖，生姜を使
用してなるはちみつ，生姜を使用してなるぶどう糖，生姜を使用してなる粉末あめ，生姜を
使用してなる水あめ，生姜を使用してなるうま味調味料，生姜を使用してなる香辛料，生
姜を使用してなる穀物の加工品，生姜を使用してなる即席菓子のもと，生姜を使用してな
る酒かす
【32】生姜を使用してなるビール，生姜を使用してなる清涼飲料，生姜を使用してなる果実
飲料，生姜を使用してなる飲料用野菜ジュース，生姜を使用してなるビール製造用ホップ
【32】洋梨を加味した清涼飲料，洋梨を加味した果実飲料，洋梨を加味した乳清飲料，洋
梨を加味した飲料用野菜ジュース

31,32

【31】野菜
【32】飲料用野菜ジュース

35,43

【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，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，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，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，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

株式会社純正食品マルシマ
株式会社ハーストーリィプラス

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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No.

商標（見本）

7

商標

￠Ａｃａｉ ｅｎｅｒｇｙ

種別

通常

8

フルッタフルッタ＼ＦＲＵＴＡＦＲＵ
通常
ＴＡ

9

フォレストリーフウォーター

10

サルーネコ

通常:
標準
通常:
標準

出願日

2012/7/2

出願番号

出願人／権利者

区分

【05】アサイーを主原料とするサプリメント
【32】アサイーを加味した清涼飲料，アサイーを加味した果実飲料，アサイーを加味した飲
料用野菜ジュース，アサイーを加味した乳清飲料，アサイーを加味したビール，アサイー
を加味したビール製造用ホップエキス
【43】アサイーを主とする飲食物の提供

05,32,43

【05】サプリメント
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，ビール製造用ホップエキス
【43】飲食物の提供

32

【32】ミネラルウォーター

30,32

【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール
【35】広告業，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，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
【41】セミナーの企画・運営又は開催，興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽
の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除
く。）

2012-053073 株式会社フルッタフルッタ

2012/7/2

2012-053074 株式会社フルッタフルッタ

2012/7/2

2012-053109 株式会社フォレストホームサービス

2012/7/2

2012-053133 株式会社サルーネコ

32,35,41
11

図形商標

通常

2012/7/2

2012-053139 ＮＰＯ法人 宗春ロマン隊

30,32,35
12

ないちゃー＼内地茶

通常

2012/7/2

2012-053162

株式会社琉球食品
有賀 俊二

32
13

フルボーラ

14

Ｃｅｌｅｂ Ｇｒｅｅｎ Ｊｕｉｃｅ

15

ライジングサン

16

日は昇る

17

昇る太陽

通常

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

2012/7/2

2012-053176 株式会社モットイイ

2012/7/2

2012-053187 株式会社ブルドッグ

2012/7/2

2012-053212 大正製薬株式会社

2012/7/2

2012-053213 大正製薬株式会社

2012/7/2

2012-053214 大正製薬株式会社

※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

05,32,43

【30】茶，菓子，調味料，穀物の加工品
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【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，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，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，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，茶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供
【32】ミネラルウォーター，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール，ビール製造
用ホップエキス，乳清飲料

32

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

32

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

32

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

32

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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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

18

§Ｂ∞ＢＯＮＪＯＵＲＢＲＯＷＮＷ
ＡＴＥＲ＼ボンジュールブラウン 通常
ウォーター

2012/7/2

2012-053220 株式会社ジュン

指定商品・役務
【35】輸出入に関する事務の代理又は代行，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，広告用具の貸与，求人情報の提供，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，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

25,28,29,30,32,35,4 【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
1

19

§ＭＡＴＳＵＭＯＴＯ＼Ｙａｍａｇａ
通常
ｆ．ｃ．

2012/7/2

2012-053286 株式会社松本山雅

35

20

生活雑貨詰め放題

通常:
標準

2012/7/2

2012-053287 株式会社インテリア計画

16,25,28,30,32,35,4
1

21

ＧＡＮＳ

通常:
標準

2012/7/2

2012-053289 株式会社松本山雅

30,35
22

Ｂｅａｒ’ｓ Ｃｈｏｃｏｌａｔｉｅｒ

通常

2012/7/2

※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。

2012-053414 株式会社中村屋

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

【28】愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，人形，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，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆
虫採集用具
【29】乳製品，食肉，卵，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，カレー・シチュー
又はスープのもと
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，みそ，穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッ
チ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，
ミートパイ，ラビオリ，野菜又は肉入りおやき，米
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
ジュース
【35】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
【35】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，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，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，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，カーペットの小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，ベルトの小売又は卸売の業務において行わ
【16】紙製のぼり，紙製旗，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，印刷物，書画，写真，写真立て，かるた，歌がるた，トランプ，花札
【25】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】愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，人形，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，遊戯用器具，ビリヤード用具，運動用具，釣り具，昆
虫採集用具
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，みそ，穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッ
チ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，
ミートパイ，ラビオリ，野菜又は肉入りおやき，米
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
ジュース
【35】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
【30】チョコレート，チョコレートを使用した菓子及びパン
【35】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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

23

24

25

商標（見本）

商標

図形商標

こども＼文庫＼プロジェクト

ｐｅｔｉｔ ｖｉｓａｇｅ

種別

通常

通常

通常:
標準

出願日

2012/7/2

2012/7/2

2012/7/2

※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。

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

32

【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料

32

【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料

35,41,44

【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，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，広告用具の貸与，求人情報の提供，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，携帯用化粧道具入れの小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）の小売又は
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，サプリメントの小売又は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，電気式歯ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，家庭用電気マッサージ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，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，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，業務用美容マッサージ器・美容院用又は理髪
店用の機械器具（「椅子」を除く。）・美容院用椅子・理髪用椅子の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供
【41】資格の認定及び資格の付与，検定試験の企画・運営又は実施，技芸・スポーツ又は
知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供
覧，図書の貸与，書籍の制作，通信を用いて行う映像又は画像の提供，映画の上映・制
作又は配給，通信を用いて行う音楽又は音声の提供，演芸の上演，演劇の演出又は上
演 音楽の演奏 興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及び

2012-053415 キリンビバレッジ株式会社

2012-053416 キリンビバレッジ株式会社

2012-053420 八藤 浩志

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：29C01）2012.07.01～2012.07.07.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
35,41,44

26

ＫＯＧＡＯ ｐｅｔｉｔ ｖｉｓａｇｅ

通常:
標準

2012/7/2

2012-053421 八藤 浩志

27

トリニティークリスタル

通常:
標準

2012/7/3

2012-053430 株式会社 環境保全研究所

28

オリシャン

通常:
標準

2012/7/3

2012-053481 株式会社ムーシェン

01,03,32

32

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，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，広告用具の貸与，求人情報の提供，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，携帯用化粧道具入れの小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）の小売又は
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，サプリメントの小売又は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，電気式歯ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，家庭用電気マッサージ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，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，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，業務用美容マッサージ器・美容院用又は理髪
店用の機械器具（「椅子」を除く。）・美容院用椅子・理髪用椅子の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供
【41】資格の認定及び資格の付与，検定試験の企画・運営又は実施，技芸・スポーツ又は
知識の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供
覧，図書の貸与，書籍の制作，通信を用いて行う映像又は画像の提供，映画の上映・制
作又は配給，通信を用いて行う音楽又は音声の提供，演芸の上演，演劇の演出又は上
演 音楽の演奏 興行の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及び
【01】化学品，植物成長調整剤類，非鉄金属，工業用粉類，肥料
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料
【32】ミネラルウォーター，飲料用蒸留水，ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用
ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜ジュース
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料

16,35,36,39,41,42,4 【16】雑誌，書籍，地域情報誌
【35】環境保全に関する広報活動の代行，国際関係の分野における教育・文化交流事業
3,44,45

千葉 透
佐藤 明子

29

楽好

通常:
標準

2012/7/3

2012-053482

30

朝スタイル

通常:
標準

2012/7/3

2012-053503 キッコーマン株式会社

※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。

32

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

の管理運営，雑誌、書籍の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，市場調査，託児施設の提供に係る事業の管理又は運営，職業のあっせん，人材派
遣に関する助言及び代行，求人情報の提供，広告，雑誌による広告の代理，新聞による
広告の代理，ソーシャルネットワークに関する事業の運営、管理，古物の売買の事業の管
理，輸出入に関する事務の代理又は代行，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，カルチャースクール、学習塾、英会話教室の事業の運
営、管理，ホテルの事業の運営、管理，カイロプラクティックの事業の運営、管理
【36】生命保険契約の締結の媒介，損害保険契約の締結の代理，慈善のための募金
【39】旅行者の案内，旅行に関する契約の代理、媒介又は取次ぎ
【41】子供の健全な成長を助ける活動に関するセミナー、講習会、講演会の企画・運営又
は開催，子供の社会教育に関するセミナー、講習会、講演会の企画・運営又は開催，学
術、文化、芸術又はスポーツの興行の企画、運営又は開催，環境保全に関する知識の教
授，異国文化及び国際交流に関する知識の教授，国際交流を目的としたセミナー、興行
の企画、運営又は開催及びそれらに関する情報の提供，国際理解に関する教育のため
のセミナー・シンポジウム・会議の企画、運営又は開催，国際関係の分野における教育・
文化交流のための研修会、講座又はこれらに関する催しの企画、運営又は開催，日本の
伝統文化紹介、日本文化の振興に関するイベントの企画、運営又は開催，雑誌、書籍の
編集、企画又は制作及びこれらに関する情報の提供，新聞、雑誌、書籍、刊行物の編集，
イベントの企画、運営又は開催，会社事業案内、企業宣伝誌、社内報の制作（広告物を除
く。），人材の職業適応能力の開発のための講習会の企画、運営及び開催，カルチャース
クール、学習塾、英会話教室における知識の教授，カウンセリングに関する研修会の企
画・運営又は開催，図書及び記録の供覧，図書の貸与
【42】環境保全に関する試験、検査又は研究
【43】飲食物の提供，キャンプ場、研修センターなどの宿泊を伴う施設の提供
【44】カイロプラクティック 医療情報の提供 栄養の指導及び助言
【32】ビール，清涼飲料，豆乳飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料，ビール製
造用ホップエキス
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.01～2012.07.07.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
05,30,32

31

ＪＡＶＡ ＭＯＮＳＴＥＲ ＧＲＥＥＮ 通常:
ＢＥＡＮＳ
標準

2012/7/3

2012-053527 モンスター エナジー カンパニー

05,32
32

ＭＯＮＳＴＥＲ ＣＵＢＡ－ＬＩＭＡ

33

霊峰白山の水

34

太陽のオレンジ

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

2012/7/3

2012-053528 モンスター エナジー カンパニー

2012/7/3

2012-053560 クリーンライフ株式会社

2012/7/3

2012-053565 株式会社マフィス

35

ほっと あさのちゃじ＼朝の茶
事＼緑茶∞国産茶葉一〇〇％ 通常
使用＼無香料・無調味

2012/7/3

2012-053581

36

岐阜美の命水

通常:
標準

2012/7/3

2012-053590 河上薬品商事株式会社

32

指定商品・役務
【05】液状の栄養補給剤，その他の栄養補給剤，その他の薬剤，サプリメント，食餌療法用
食品及び飲料
【30】缶・びん・ペットボトル・紙容器入りのコーヒー・アイスコーヒー・コーヒー飲料，缶・び
ん・ペットボトル・紙容器入りの香りづけしたコーヒー・アイスコーヒー・コーヒー飲料，香り
づけしたコーヒー・アイスコーヒー・コーヒー飲料，コーヒー，アイスコーヒー，コーヒー飲料
【32】ビタミン・ミネラル・滋養物・アミノ酸・ハーブを加味したエネルギー補給用清涼飲料，
茶で香りづけしたエネルギー補給用清涼飲料，ジュースで香りづけしたエネルギー補給用
清涼飲料，ビタミン・ミネラル・滋養物・アミノ酸・ハーブを加味したスポーツ用清涼飲料，ビ
タミン・ミネラル・滋養物・アミノ酸・ハーブを加味した果実飲料
【05】液状の栄養補給剤，その他の栄養補給剤，その他の薬剤，サプリメント，食餌療法用
食品及び飲料
【32】ビタミン・ミネラル・滋養物・アミノ酸・ハーブを加味したエネルギー補給用清涼飲料，
茶で香りづけしたエネルギー補給用清涼飲料，ジュースで香りづけしたエネルギー補給用
清涼飲料，ビタミン・ミネラル・滋養物・アミノ酸・ハーブを加味したスポーツ用清涼飲料，ビ
タミン・ミネラル・滋養物・アミノ酸・ハーブを加味した果実飲料
【32】清涼飲料，天然水を使用した飲料水

32

【32】オレンジを用いた清涼飲料，オレンジを用いた炭酸飲料，オレンジ果汁の果実飲料，
オレンジジュース

30,32

【30】緑茶
【32】緑茶を使用してなる清涼飲料

32

【32】岐阜県産の飲料水その他の岐阜県産の清涼飲料，岐阜県産の果実飲料，岐阜県産
の飲料用野菜ジュース

株式会社ＪＲ東日本ウォータービジ
ネス

03,05,10,16,18,21,2 【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづ
9,30,32,33,35,41,42, 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，
44
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，

37

大塚製薬

通常:
標準

2012/7/3

※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。

2012-053620 大塚製薬株式会社

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

胸当てパッド，おむつ，おむつカバー，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
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，哺乳用具，魔法哺乳器，綿棒，指サック，避妊用具，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用差込み便器，耳かき
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，
紙類，文房具類，印刷物，書画
【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，乗馬用具
【21】プラスチック製飲料貯蔵容器，スポーツ飲料用水筒，プラスチック製の飲料水用保
温・保冷タンク，化粧用具，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，台所用品（「ガス湯沸かし
器・加熱器・調理台・流し台」を除く。），清掃用具及び洗濯用具
【29】乳製品，冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚
げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，豆
【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，穀物の加工品，即席菓子のもと，食用粉類
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料
【33】日本酒，洋酒，果実酒，酎ハイ，中国酒，薬味酒
【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，職業のあっせん，
競売の運営，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，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，食
餌療法用食品及び食餌療法用飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.01～2012.07.07.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

03,05,10,16,18,20,2 【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
1,25,28,29,30,32,33, 剤，洗濯用漂白剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，
つけづめ，つけまつ毛
35,41,42,44
【05】殺菌剤，消毒剤，口腔用剤，薬剤，妊産婦用胸当てパッド，医療用油紙，衛生マス

38

ＢｅａｎＳｔａｌｋ

通常

2012/7/3

2012-053621 大塚製薬株式会社

03,05,10,16,18,21,2
5,26,28,29,30,32,33,
35,41,42,44

39

ビーンスターク

通常

2012/7/3

※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。

2012-053622 大塚製薬株式会社

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

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，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，乳幼児の離乳
育児用加工食品，乳幼児の離乳育児用飲料用野菜ジュース，乳幼児の離乳育児用菓
子，乳幼児の離乳育児用清涼飲料，乳幼児の離乳育児用果実飲料，乳幼児の離乳育児
用乳清飲料，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，哺乳用具，魔法哺乳器，綿棒，指サック，避妊用具，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用差込み便器，耳かき
【16】紙製包装用容器，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，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，紙類，文房具類，印刷物，
写真，写真立て
【18】かばん金具，がま口口金，蹄鉄，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，皮革
【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，扇子，家具，揺りかご，幼児用歩行器，マネキン人形，洋服飾り型類，スリーピン
グバッグ
【21】デンタルフロス，化粧用具，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，プラスチック製の飲
料水用保温・保冷スクイズボトル，スポーツ飲料用水筒，台所用品（「ガス湯沸かし器・加
熱器・調理台・流し台」を除く。），清掃用具及び洗濯用具，愛玩動物用食器，愛玩動物用
ブラシ，犬のおしゃぶり，小鳥かご，小鳥用水盤，紙タオル取り出し用金属製箱，せっけん
用ディスペンサー
【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
【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
剤，洗濯用漂白剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，
つけづめ，つけまつ毛
【05】殺菌剤，消毒剤，口腔用剤，薬剤，妊産婦用胸当てパッド，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，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，乳幼児の離乳
育児用加工食品，乳幼児の離乳育児用飲料用野菜ジュース，乳幼児の離乳育児用菓
子，乳幼児の離乳育児用清涼飲料，乳幼児の離乳育児用果実飲料，乳幼児の離乳育児
用乳清飲料，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，哺乳用具，魔法哺乳器，綿棒，指サック，避妊用具，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用差込み便器，耳かき
【16】紙製包装用容器，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，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，紙類，文房具類，印刷物，
写真，写真立て
【18】かばん金具，がま口口金，蹄鉄，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，皮革
【21】デンタルフロス，化粧用具，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，プラスチック製の飲
料水用保温・保冷スクイズボトル，スポーツ飲料用水筒，台所用品（「ガス湯沸かし器・加
熱器・調理台・流し台」を除く。），清掃用具及び洗濯用具，愛玩動物用食器，愛玩動物用
ブラシ，犬のおしゃぶり，小鳥かご，小鳥用水盤，紙タオル取り出し用金属製箱，せっけん
用ディスペンサー
【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
【26】テープ，リボン，編み棒，裁縫箱，裁縫用へら，裁縫用指抜き，針刺し，針箱，衣服用
き章（貴金属製のものを除く。） 衣服用バックル 衣服用バッジ（貴金属製のものを除
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.01～2012.07.07.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

03,05,10,16,18,20,2 【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
1,25,28,29,30,32,33, 剤，洗濯用漂白剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，
つけづめ，つけまつ毛
35,41,42,44
【05】殺菌剤，消毒剤，口腔用剤，薬剤，妊産婦用胸当てパッド，医療用油紙，衛生マス

40

図形商標

通常

2012/7/3

2012-053623 大塚製薬株式会社

05,10,29,30,32

41

ビーンスタークマム

通常

2012/7/3

2012-053624 大塚製薬株式会社

05,10,29,30,32

42

ビーンスタークマム＼ＢｅａｎＳｔａ
通常
ｌｋｍｏｍ

2012/7/3

※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。

2012-053625 大塚製薬株式会社

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

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，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，乳幼児の離乳
育児用加工食品，乳幼児の離乳育児用飲料用野菜ジュース，乳幼児の離乳育児用菓
子，乳幼児の離乳育児用清涼飲料，乳幼児の離乳育児用果実飲料，乳幼児の離乳育児
用乳清飲料，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，哺乳用具，魔法哺乳器，綿棒，指サック，避妊用具，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用差込み便器，耳かき
【16】紙製包装用容器，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，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，紙類，文房具類，印刷物，
写真，写真立て
【18】かばん金具，がま口口金，蹄鉄，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，皮革
【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，扇子，家具，揺りかご，幼児用歩行器，マネキン人形，洋服飾り型類，スリーピン
グバッグ
【21】デンタルフロス，化粧用具，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，プラスチック製の飲
料水用保温・保冷スクイズボトル，スポーツ飲料用水筒，台所用品（「ガス湯沸かし器・加
熱器・調理台・流し台」を除く。），清掃用具及び洗濯用具，愛玩動物用食器，愛玩動物用
ブラシ，犬のおしゃぶり，小鳥かご，小鳥用水盤，紙タオル取り出し用金属製箱，せっけん
用ディスペンサー
【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
【05】殺菌剤，消毒剤，口腔用剤，薬剤，妊産婦用胸当てパッド，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，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，乳幼児の離乳
育児用加工食品，乳幼児の離乳育児用飲料用野菜ジュース，乳幼児の離乳育児用菓
子，乳幼児の離乳育児用清涼飲料，乳幼児の離乳育児用果実飲料，乳幼児の離乳育児
用乳清飲料，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，哺乳用具，魔法哺乳器，綿棒，指サック，避妊用具，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用差込み便器，耳かき
【29】妊産婦用粉乳，乳製品，冷凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，
カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，豆
【30】茶，コーヒー，ココア，口中清涼菓子，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハン
バーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，穀物の加工品，かゆ，即席菓子のもと
【05】殺菌剤，消毒剤，口腔用剤，薬剤，妊産婦用胸当てパッド，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，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，乳幼児の離乳
育児用加工食品，乳幼児の離乳育児用飲料用野菜ジュース，乳幼児の離乳育児用菓
子，乳幼児の離乳育児用清涼飲料，乳幼児の離乳育児用果実飲料，乳幼児の離乳育児
用乳清飲料，乳幼児用飲料，乳幼児用食品
【10】おしゃぶり，氷まくら，三角きん，支持包帯，手術用キャットガット，吸い飲み，スポイ
ト，乳首，氷のう，氷のうつり，哺乳用具，魔法哺乳器，綿棒，指サック，避妊用具，医療用
機械器具，家庭用電気マッサージ器，医療用手袋，しびん，病人用差込み便器，耳かき
【29】妊産婦用粉乳，乳製品，冷凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，
カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，豆
【30】茶，コーヒー，ココア，口中清涼菓子，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハン
バーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，穀物の加工品，かゆ，即席菓子のもと
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.01～2012.07.07.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

六六八二＼ＭｕｒｏｐｐＡｒｔｓ

44

ＴＨＥ ＰＲＯＦＥＳＳＩＯＮＡＬ

45

ＢＡＢＹ ＭＡＭＵＴ

通常

通常:
標準
通常:
標準

2012/7/3

2012-053635 株式会社ＭＵＲＯＮＥ

2012/7/3

2012-053683 ニック食品株式会社

2012/7/3

2012-053692

ウォーターズ オブ パタゴニア エ
ス．エ－．

30,32
32

指定商品・役務
【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，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，自動車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，二輪自動車の小売又は
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，自転車の小売又は
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，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 電気機械器具類の部品及び附属品の小売又は卸売の業務において
【30】茶，コーヒー，ココア
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース
【32】飲料水，ミネラルウォーター，炭酸水

05,09,11,24,25,29,3 【05】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
2,35,36,41,42,44

46

Ａｓｋ＼Ｄｏｃｔｏｒｓ＼医師との共
同開発商品

通常

2012/7/3

※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。

2012-053702 エムスリー株式会社

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

てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，乳幼児用粉乳，サプリメント，乳幼児用飲
料，乳幼児用食品
【09】業務用テレビゲーム機用プログラム，電気通信機械器具，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，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
【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，家庭用電熱用品
類，家庭用浄水器，洗浄機能付き便座，洗面所用消毒剤ディスペンサー，便器，和式便
器用椅子，浴槽類
【24】織物，オイルクロス，ゴム引防水布，ビニルクロス，ラバークロス，レザークロス，ろ過
布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物
製テーブルナプキン，ふきん，織物製椅子カバー，織物製壁掛け，カーテン，テーブル掛
け，どん帳
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運
動用特殊靴
【29】食用油脂，乳製品，卵，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り
豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料
【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，ホテル事業の管理，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，求人情報の提供，新聞記事情
報の提供
【36】クレジットカードの発行の取次ぎ クレジットカード利用者に代わってする支払い代金
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.01～2012.07.07.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

05,09,11,24,25,29,3 【05】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
2,35,36,41,42,44

47

Ａｓｋ＼Ｄｏｃｔｏｒｓ∞医師の確認
通常
済み商品

2012/7/3

2012-053703 エムスリー株式会社

29,30,32
48

ｅ－コロン

通常:
標準

2012/7/3

2012-053711 江崎グリコ株式会社
29,30,31,32,33

49

§氷美柑∞ｋｏｒｉ－ｍｉｋａｎ

通常

2012/7/3

2012-053742 三ヶ日町農業協同組合

32,35,43
50

Ｐ．Ｃ．Ｗ． ココナッツ ウォー
ター

通常:
標準

2012/7/3

2012-053822 株式会社アール・エフ
32,35,43

51

Ｐ．Ｃ．Ｗ． ＣＯＣＯＮＵＴ ＷＡＴ 通常:
ＥＲ
標準

2012/7/3

2012-053823 株式会社アール・エフ
32,35,43

52

ＡＢＳＯＲＢ ココナッツ ウォー 通常:
ター
標準

2012/7/3

※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。

2012-053824 株式会社アール・エフ

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

てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，乳幼児用粉乳，サプリメント，乳幼児用飲
料，乳幼児用食品
【09】業務用テレビゲーム機用プログラム，電気通信機械器具，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，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
【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，家庭用電熱用品
類，家庭用浄水器，洗浄機能付き便座，洗面所用消毒剤ディスペンサー，便器，和式便
器用椅子，浴槽類
【24】織物，オイルクロス，ゴム引防水布，ビニルクロス，ラバークロス，レザークロス，ろ過
布，布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，織物
製テーブルナプキン，ふきん，織物製椅子カバー，織物製壁掛け，カーテン，テーブル掛
け，どん帳
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運
動用特殊靴
【29】食用油脂，乳製品，卵，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り
豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料
【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，ホテル事業の管理，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，求人情報の提供，新聞記事情
報の提供
【36】クレジットカードの発行の取次ぎ クレジットカード利用者に代わってする支払い代金
【29】乳製品，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃ
く，納豆，豆乳，豆腐，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりか
け
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラ
ビオリ，即席菓子のもと
【29】乳製品，冷凍果実，加工野菜及び加工果実，お茶漬けのり，ふりかけ，冷凍みかん，
加工みかん
【30】アイスクリーム用凝固剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料（精油のものを除
く。），氷，菓子，パン，調味料，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，即席菓子のもと
【31】果実，みかん
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【33】日本酒，洋酒，果実酒，酎ハイ，中国酒，薬味酒
【32】ココナッツ入りの清涼飲料，ココナッツ入りの果実飲料，ココナッツ入りの飲料用野菜
ジュース，ココナッツ入りの乳清飲料
【35】喫茶店の経営の診断又は経営に関する助言，喫茶店に関する市場調査又は分析，
商品の販売に関する情報の提供，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
【43】飲食物の提供，会議室の貸与，展示施設の貸与
【32】ココナッツ入りの清涼飲料，ココナッツ入りの果実飲料，ココナッツ入りの飲料用野菜
ジュース，ココナッツ入りの乳清飲料
【35】喫茶店の経営の診断又は経営に関する助言，喫茶店に関する市場調査又は分析，
商品の販売に関する情報の提供，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
【43】飲食物の提供，会議室の貸与，展示施設の貸与
【32】ココナッツ入りの清涼飲料，ココナッツ入りの果実飲料，ココナッツ入りの飲料用野菜
ジュース，ココナッツ入りの乳清飲料，
【35】喫茶店の経営の診断又は経営に関する助言，喫茶店に関する市場調査又は分析，
商品の販売に関する情報の提供，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，
【43】飲食物の提供，会議室の貸与，展示施設の貸与，
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.01～2012.07.07.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
32,35,43

53

ＡＢＳＯＲＢ ＣＯＣＯＮＵＴ ＷＡ 通常:
ＴＥＲ
標準

2012/7/3

2012-053825 株式会社アール・エフ
35

54

§楽農や＼Ｔｅａｍｓ＼ＲＡＫＵＮ
通常
ＯＵＹＡ

2012/7/3

2012-053831 株式会社Ｔｅａｍｓ

35

55

アクアスパイス＼ＡＣＱＵＡＳＰＩ
通常
ＣＥ

2012/7/3

2012-053835 沼崎 信行

35

56

ハピカル

通常

2012/7/4

※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。

2012-053873 メディア株式会社

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

指定商品・役務
【32】ココナッツ入りの清涼飲料，ココナッツ入りの果実飲料，ココナッツ入りの飲料用野菜
ジュース，ココナッツ入りの乳清飲料，
【35】喫茶店の経営の診断又は経営に関する助言，喫茶店に関する市場調査又は分析，
商品の販売に関する情報の提供，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，
【43】飲食物の提供，会議室の貸与，展示施設の貸与，
【35】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
【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，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，広告用具の貸与，求人情報の提供，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，ミネラルウォーターの小売又は
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，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，水の小売又
は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，プラスチック製包装用ボトルの小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，プラスチック製包装用袋及びプ
ラスチック製の包装用容器（「プラスチック製栓及びふた」を除く。）の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，プラスチック製栓及びふたの小売又は卸売
【35】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，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，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，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，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，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，写真機械器具
及び写真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，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，宝玉及び
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.01～2012.07.07.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

57

ＬＩＶＩＮＧ ＲｅＭＩＸ＼ｂｙ Ａｆｔｅｒｎ
通常
ｏｏｎＴｅａ

2012/7/4

2012-053906 株式会社サザビーリーグ

30,32
58

§画龍点睛

通常

2012/7/4

2012-053911 井谷 秀一

30,35
59

お山の大将おれ１人

通常:
標準

2012/7/4

※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
【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，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，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，楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，写真機械器具及び写真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，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，宝石箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，ろうそくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供 壁掛け及び敷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
【30】酢，調味料，ドレッシング
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

2012-053916 株式会社カイセー

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

【30】菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパ
イ，ウースターソース，グレービーソース，ケチャップソース，しょうゆ，食酢，酢の素，そば
つゆ，ドレッシング，ホワイトソース，マヨネーズソース，焼肉のたれ，穀物の加工品，ぎょう
ざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ
【35】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，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，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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.01～2012.07.07.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

29,30,31,35,36,44,4 【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷
凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，
5

60

みのっ太

通常

2012/7/4

2012-053927 ぎふ農業協同組合

61

北海道より愛をこめて

通常:
標準

2012/7/4

2012-053936 株式会社清月

62

ＨＡＣｖｅｒｙ

通常:
標準

2012/7/4

2012-053943 株式会社ＣＦＳコーポレーション

35
35,44

35,44
63

64

65

§ＨＡＣ＼ｖｅｒｙ

§ＨＡＣｖｅｒｙ

§ＨＡＣ＼ｖｅｒｙ

通常

通常

通常

2012/7/4

2012/7/4

2012/7/4

※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。

2012-053944 株式会社ＣＦＳコーポレーション

豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，
なめ物，豆，食用たんぱく
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー，ココア，氷，調味料，香辛料，アイスクリームのもと，
シャーベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁
当，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，パ
スタソース，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用グルテン，食用粉類
【31】生花の花輪，釣り用餌，ホップ，食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野
菜，糖料作物，果実，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，もろこ
し，飼料用たんぱく，飼料，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆
栽，獣類・魚類（食用のものを除く。）・鳥類及び昆虫類（生きているものに限る。），蚕種，
種繭，種卵，漆の実，未加工のコルク，やしの葉
【35】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，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（「菓子・パン・サンドイッチ・中華まんじゅう・ハンバーガー・ピザ・ホッ
トドッグ・ミートパイの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を
除く。），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，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
【35】北海道における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
【35】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，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
【35】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，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
【44】医業・医療情報の提供・健康診断・歯科医業・調剤，栄養の指導

35,44

【35】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，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
【44】医業・医療情報の提供・健康診断・歯科医業・調剤，栄養の指導

35,44

【35】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，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
【44】医業・医療情報の提供・健康診断・歯科医業・調剤，栄養の指導

2012-053945 株式会社ＣＦＳコーポレーション

2012-053946 株式会社ＣＦＳコーポレーション

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

66

商標（見本）

商標

ＫｅｔｏｇｅｎｉｃＤＩＥＴ

種別

通常

出願日

2012/7/4

出願番号

出願人／権利者

ＫｅｔｏｇｅｎｉｃＤＩＥＴ＼Ｃｏｍｐａｔｉｂｌ
通常
ｅ

2012/7/4

2012-053964 斎藤 糧三

68

森のハーモニー

通常:
標準

2012/7/4

2012-054021 神奈川県

Ｈ∞Ｈ

70

ブック陳列

71

カレーなる本棚

通常

通常:
標準
通常:
標準

2012/7/4

2012-054025 沖縄ハム総合食品株式会社

2012/7/4

2012-054093 株式会社 エース

2012/7/4

2012-054095 株式会社 エース

72

イオンドリンク＼ＩＯＮＤＲＩＮＫ

通常

2012/7/4

2012-054103 株式会社ファイン

73

グリーンチャージ

通常:
標準

2012/7/4

2012-054234 山本漢方製薬株式会社

※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
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料

32

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料

32

【32】清涼飲料

16,18,25,29,35

【16】紙類，文房具類，印刷物，写真
【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘，皮革
【25】被服，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷
凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，
豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，
なめ物，豆，食用たんぱく，レトルトパウチされた野菜・果実・魚介類・肉製品を主材とする
惣菜
【35】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，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，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
【35】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

2012-053963 斎藤 糧三

67

69

区分
32

35
20,35

【20】陳列棚
【35】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

32

【32】各種ミネラルを含んだ粉末状または液体状の清涼飲料，その他の清涼飲料，果実飲
料，飲料用野菜ジュース

32

【32】大麦若葉を主原料とする粉末状の飲料用青汁のもと

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：29C01）2012.07.01～2012.07.07.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

09,16,20,21,24,29,3 【09】電子出版物
【16】紙類，文房具類
0,31,32,35,41

74

自遊人

通常:
標準

2012/7/4

2012-054238 株式会社膳

35,43

75

東京▲か▼▲り▼大王

通常

2012/7/4

2012-054241 内村 雅生

35,43

76

Ｇｒａｎｄ Ｎｉｋｋｏ

通常:
標準

2012/7/5

2012-054243 日本航空株式会社

05,30,32
77

ギガエナジー＼ＧＩＧＡ ＥＮＥＲ
通常
ＧＹ

2012/7/5

※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。

2012-054264 株式会社ノエビア

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

【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，
家具
【21】家事用手袋，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，台所用品（『ガス湯沸かし器・加熱
器・調理台・流し台』を除く。），清掃用具及び洗濯用具
【24】織物，メリヤス生地，フェルト及び不織布，布製身の回りの品，かや，敷布，布団，布
団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，ふきん
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷
凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，
豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，
なめ物，豆，食用たんぱく
【30】茶，コーヒー，ココア，氷，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，
ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，香辛料，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁
当，ラビオリ，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，パ
スタソース，酒かす，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類
【31】海藻類，野菜，糖料作物，果実，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾
米，もろこし，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース
【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，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，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
【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，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，広告用具の貸与，求人情報の提供，調味料の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，香辛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，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，調理済みカレーライ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，カレーのもと・カレールー・即席カレー・調理済みのカ
レーの小売又は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
【43】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，飲食物の提供，会議
室の貸与，展示施設の貸与，加熱器の貸与，食器の貸与，調理台の貸与，流し台の貸
【35】広告業，トレーディングスタンプの発行，蓄積式ポイントカードの発行及び清算，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，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
【43】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，飲食物の提供，動物
の宿泊施設の提供，会議室の貸与，展示施設の貸与，会議室・宴会施設の提供，布団の
【05】サプリメント
【30】菓子，パン，茶，コーヒー，ココア
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

78

79

80

商標（見本）

商標

種別

ウェイトバランス＼ＷＥＩＧＨＴ Ｂ
通常
ＡＬＡＮＣＥ

ハリズム＼Ｈａ－Ｒｈｙｔｈｍ

通常

ファインビューティー＼Ｆｉｎｅ Ｂ
通常
ｅａｕｔｙ

81

アクティブシェイプ＼ＡＣＴＩＶＥ
ＳＨＡＰＥ

82

メロディアン∞ヨーグルト応援団
∞がんばれ＼乳酸菌∞がんば
通常
れ＼乳酸菌∞がんばれ＼乳酸
菌

83

§孝（マル）∞光玉園

通常

通常

出願日

2012/7/5

2012/7/5

2012/7/5

2012/7/5

2012/7/5

2012/7/5

※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。

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

05,30,32

【05】サプリメント
【30】菓子，パン，茶，コーヒー，ココア
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料

05,30,32

【05】サプリメント
【30】菓子，パン，茶，コーヒー，ココア
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料

05,30,32

【05】サプリメント
【30】菓子，パン，茶，コーヒー，ココア
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料

05,30,32

【05】サプリメント
【30】菓子，パン，茶，コーヒー，ココア
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料

30,32

【30】オリゴ糖，調味料，菓子，パン，コーヒー，ココア，茶，アイスクリームのもと，シャー
ベットのもと，即席菓子のもと
【32】ヨーグルト用シロップ，オリゴ糖入り清涼飲料，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜
ジュース，乳清飲料

35

【35】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，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，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

2012-054265 株式会社ノエビア

2012-054269 株式会社ノエビア

2012-054270 株式会社ノエビア

2012-054271 株式会社ノエビア

2012-054301 メロディアン株式会社

2012-054359 丸山 孝之

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：29C01）2012.07.01～2012.07.07.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

84

マキシフレッシュプラス

通常:
標準

2012/7/5

2012-054379 岡本 幸士

01,05,29,30,31,32

85

ミドリオウムギ

通常:
標準

2012/7/5

2012-054433 株式会社東洋新薬

35
86

§ＩＯＬＡＮＩ＼ｏｎ Ｋｏｎａ Ｓｔｒｅｅ
通常
ｔ

2012/7/5

※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。

2012-054477 イオラニ・スポーツウェア・リミテッド

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

指定商品・役務
【35】広告，商品の販売に関する情報の提供，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，一輪車及び
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，クリスタルガ
ラス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，電気機械
器具類の小売及び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，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，楽器及びレコードの小売又は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
【01】化学品，工業上用いられる化学品，化粧品の原料となる化学品，サプリメントの原料
となる化学品，飲食品の原料となる化学品，植物からの抽出物または有効成分を原材料
としてなる化学品，植物成長調整剤類，肥料，脂肪酸，試験紙，人工甘味料，工業用粉類
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），動物用薬剤，外皮用薬剤，化のう性疾患用剤，寄
生性皮膚疾患用剤，殺菌消毒剤，収れん剤，消炎剤，鎮痛剤，鎮痒剤，てんか粉，皮膚
軟化剤，日本薬局方の薬用せっけん，日本薬局方の抗菌石鹸，毛髪用剤，薬用毛髪用
剤，育毛剤，薬用育毛剤，養毛剤，薬用養毛剤，発毛剤，薬用発毛剤，発毛促進剤，薬用
ベビーオイル，薬用ベビーパウダー，浴剤，虫歯予防剤，ビタミン剤，アミノ酸剤，滋養強
壮変質剤，カルシウム剤，生薬，食品強化剤，医療用食品添加剤，食餌療法用の食品調
製剤，医療用栄養添加剤，栄養補助食品，栄養補給剤，栄養補強剤，栄養補給用ドリン
ク剤，サプリメント，食物繊維，食餌療法用飲料，食事療法用食品，乳児用飲料，乳児用
食品，乳児用粉乳，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【29】冷凍野菜，冷凍果実，カレー・シチュー又はスープのもと，即席カレー，即席シ
チュー，即席スープ，即席みそ汁，野菜スープのもと，加工野菜及び加工果実，調理用野
菜ジュース，調理用野菜ジュースのもと，調理用青汁，調理用青汁のもと，お茶漬けのり，
ふりかけ，食用タンパク，食用油脂
【30】食用粉類，食用澱粉，粉製品，麦粉，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，茶，
烏龍茶，紅茶，麦茶，緑茶，昆布茶，番茶，煎茶，ほうじ茶，ハーブティー，薬草茶，果実
茶，穀物茶，ブレンド茶，茶エキス，茶飲料，濃縮茶，粉末茶，即席茶，ティーバッグ入りの
茶，アイスティー，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを含有する茶，浸出液（医療用の
ものを除く。），コーヒー，コーヒー飲料，ブレンドコーヒー，代用コーヒー，植物を原料とす
る代用コーヒー，コーヒーエキス，コーヒー濃縮エキス，コーヒー粉，粉状コーヒー，アイス
コーヒー，インスタントコーヒー，エスプレッソコーヒー，カフェオレ，焙煎したコーヒー豆，ミ
ルクコーヒー，ココア，チョコレート飲料，ミルクココア，ココアパウダー，ココア濃縮エキス，
菓子 グミ菓子 アイスクリーム キャラメル キャンディ ウェハース クッキー クラッ
【35】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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.01～2012.07.07.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
05,29,30,32

87

ベースケアサプリ

通常:
標準

2012/7/5

2012-054482 株式会社ファンケル

35

88

キッチン アサヒ

通常

2012/7/5

2012-054498

アサヒグループホールディングス株
式会社

09,14,16,18,21,24,2
5,28,35

89

ＤＲＩＬＡＮＤ

通常:
標準

2012/7/5

2012-054540 グリー株式会社

35

90

ＢＡＤ ＴＯＲＯ

通常

2012/7/5

※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。

2012-054571 ジョルディ ヌゲス，エス．エル．

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

指定商品・役務
【05】薬剤，サプリメント，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，乳幼児用粉乳，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。）
【29】食用油脂，乳製品，加工野菜及び加工果実，調理用青汁，油揚げ，凍り豆腐，こん
にゃく，豆乳，豆腐，納豆，カレー・シチュー・リゾット又はスープのもと，お茶漬けのり，ふり
かけ，食用たんぱく
【30】茶，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミー
トパイ，調味料，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ，米，
発芽玄米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，飲料用青汁，乳清飲料
【35】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
【09】携帯電話機，携帯電話機用ストラップ，携帯電話機用カバー，その他の電気通信機
械器具，ダウンロード可能な携帯電話・携帯電子計算機端末用のゲームプログラム，ダウ
ンロード可能な携帯電話・携帯電子計算機端末用のプログラム，ダウンロードが可能な
ゲームプログラム，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，家庭用
テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲーム
プログラム，サングラス，水中眼鏡，眼鏡ふき，その他の眼鏡，レコード，ダウンロード可能
な携帯電話用の着信メロディ，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，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，ダウンロード可能なゲームキャラクター画像，ダウンロード可能な映像又
は動画，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，ダウンロード可能な
携帯電話・携帯電子計算機端末用の画像，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，電子出版物
【14】貴金属，キーホルダー，宝石箱，記念カップ，記念たて，身飾品，宝玉及びその原石
並びに宝玉の模造品，時計
【16】紙製包装用容器，紙製のぼり，紙製旗，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，紙類，文房具類，書画，写真，写真立て
【18】かばん金具，がま口口金，蹄鉄，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，乗馬用具，ステッキ，つえ，つえの金具，つえの柄
【21】ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），ガラス製又は陶磁製の包装用容器，鍋類，
コーヒー沸かし（電気式のものを除く。），鉄瓶，やかん，食器類，携帯用アイスボックス，
米びつ，食品保存用ガラス瓶，水筒，魔法瓶，泡立て器，魚ぐし，こし器，シェーカー，手動
式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき，すりこぎ，すりばち，大根卸し，まな板，麺棒，焼
き網，レモン絞り器，ワッフル焼き型（電気式のものを除く。），その他の調理用具，アイス
ペール こしょう入れ 砂糖入れ ざる 塩振り出し容器 しゃもじ じょうご ストロー 膳
【35】輸出入に関する事務の代理又は代行，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，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，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，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，家庭用又は台所用の容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，飾り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，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，贈答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，広告，事業の運営及び管理，事務処理の代行
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.01～2012.07.07.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

91

§Ｙ－ＥＳ

通常

2012/7/5

2012-054700

一般社団法人 山形県国際経済振
興機構

29,30,32

92

§ＤＥＬ ＳＯＬＥ＼デルソーレ

通常

2012/7/5

2012-054704 株式会社ジェーシー・コムサ

29,30,32,33

93

一品

通常

2012/7/5

2012-054712 株式会社五星コーポレーション

29,30,32,33

94

一品

通常

2012/7/5

※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。

2012-054719 株式会社五星コーポレーション

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，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，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
【29】チーズ，クリーム，その他の乳製品，食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉
製品，チーズ入りコロッケ，加工水産物（「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・
干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。），冷凍調理済みの鶏のから揚げ，
チーズに衣をつけた揚げ物，野菜の缶詰及び瓶詰，野菜の漬物，その他の加工野菜及び
加工果実，カレー・シチュー又はスープのもと，レトルトパウチされた調理済みカレー
【30】ピザ，ナン，ピタパン，フォッカッチャその他のパン，菓子，サンドイッチ，中華まんじゅ
う，ハンバーガー，ホットドッグ，ミートパイ，ピザソース，ウースターソース，グレービーソー
ス，ケチャップソース，しょうゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング，ホワイトソース，マ
ヨネーズソース，焼肉のたれ，穀物の加工品，ピザ生地，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ
焼き，弁当，ラビオリ，調理済みのパスタ，パスタソース，冷凍パスタソース，米，脱穀済み
のえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類
【29】肉製品，加工水産物，キムチ，干しのり，焼きのり，味付けのり，刻みのり，のりの佃
煮，加工野菜及び加工果実，キムチ鍋のもと，韓国餅の甘辛炒め（トッポギ）のもと，カ
レー・シチュー又はスープのもと，韓国風お好み焼きのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，乳
製品，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆
【30】茶，コーヒー及びココア，調味料，冷麺スープ，ウースターソース，グレービーソース，
ケチャップソース，しょうゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング，ホワイトソース，マヨ
ネーズソース，焼肉のたれ，香辛料，穀物の加工品，調理済み冷麺，米，脱穀済みのえん
麦，脱穀済みの大麦，食用粉類
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料
【29】肉製品，加工水産物，キムチ，干しのり，焼きのり，味付けのり，刻みのり，のりの佃
煮，加工野菜及び加工果実，キムチ鍋のもと，韓国餅の甘辛炒め（トッポギ）のもと，カ
レー・シチュー又はスープのもと，韓国風お好み焼きのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，乳
製品，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆
【30】茶，コーヒー及びココア，調味料，冷麺スープ，ウースターソース，グレービーソース，
ケチャップソース，しょうゆ，食酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング，ホワイトソース，マヨ
ネーズソース，焼肉のたれ，香辛料，穀物の加工品，調理済み冷麺，米，脱穀済みのえん
麦，脱穀済みの大麦，食用粉類
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

95

96

商標（見本）

商標

赤い橋

Ｓａｎｒｉｏ ｎｏｗ！！！

種別

通常

通常

出願日

2012/7/6

2012/7/6

出願番号

出願人／権利者

区分

【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

35

【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
【16】紙類，文房具類，印刷物，書画，写真
【35】広告，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，商品の販売に関する情報の提供，職業のあっせん，求人情報の提供，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

2012-054755 有限会社 知究

2012-054768 株式会社サンリオ

16,35,36

97

年金疎開

通常:
標準

2012/7/6

※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

32

2012-054797 株式会社メイク・ヴィー

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：29C01）2012.07.01～2012.07.07.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

98

ユニフォームネット＼ＵＮＩＦＯＲ
通常
Ｍ‐ＮＥＴ

2012/7/6

2012-054820 株式会社ユニフォームネット

99

マハロアロハ

通常:
標準

2012/7/6

2012-054845 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社

29,30,32,33

01,02,04,06,07,09,1
0,11,14,16,17,19,21,
25,35,36,37,38,39,4
0,42,43,44

100

ＹＡＺＡＫＩ

通常

2012/7/6

※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。

2012-054852 矢崎総業株式会社

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

指定商品・役務
【35】インターネットによる公告，商品の展示会の企画・運営及び開催に関する情報の提
供，商品の販売・役務の提供の促進のための払戻し分蓄積式証票又はトレーディングス
タンプの発行に関する情報の提供，カタログ及びインターネットウェブサイトにおけるショッ
ピングモール形式で提供する商品の販売に関する情報の提供，加盟店に対する商品の
販売に関する情報，商品の販売に関する情報の提供又は指導・助言，防災用商品の販売
に関する情報の提供，輸出入に関する事務の代理又は代行，書類の複製，商品の発注・
発注事務の代行又はこれに関する情報の提供，コンピュータデータベースへの情報編
集，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
【29】乳製品，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，カレー・シチュー又はスープ
のもと
【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，香辛料，穀物の加工品，即席菓子のもと
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
【01】植物成長調製剤類，発泡ガラス製の植物生育用人工土壌，無機質を焼成してなる多
孔質粒状の植物生育用人工土壌，セラミック製植物生育用人工土壌，その他の植物生育
用人工土壌，食品残渣・食料品残渣を原料とする有機肥料，肥料
【02】プリンター用及び写真複写機用トナー入りカートリッジ，コピー機用トナーカートリッ
ジ，ファクシミリ用トナー入りカートリッジ，印刷用機械器具用トナーカートリッジ，インク
ジェットプリンター用インクカートリッジ，コピー機用インクカートリッジ，コンピュータプリン
ター用インクカートリッジ，ファクシミリ用インクカートリッジ，プリンター用トナー，コンピュー
タプリンター用トナー，コピー機用トナー，ファクシミリ用トナー，印刷用機械器具用トナー
【04】木質ペレット燃料，燃料
【06】金属製のガス配管用鋼管，金属製のガス用バルブ，金属製連結弁，金属製液化ガス
貯蔵槽，金属製管継ぎ手，金属製のガス遮断弁，金属製のガス栓，家庭用ガス器具に用
いる接続金具付金属製フレキシブルホース，金属製のガス貯蔵槽，金属製貯蔵槽類，金
属製バルブ，ＬＰＧ貯蔵槽（金属製），金属製フレキシブルガス管，金属製高圧ガスパイ
プ，低圧金属ホース，ヒューズガス栓（金属製），金属製メーター継手，金属製支柱ユニッ
ト，金属製支柱，金属製燃焼器用ホース，金属製ホース，コンセント型ヒューズボックスガ
ス栓，ガス管用バルブ，ガス遮断弁，ガス安全弁，ガス制御弁，多機能ガス調整弁，ＬＰＧ
容器用バルブ，金属用ガス栓，ネジガス栓，可とう管ガス栓，双方向弁，建築用又は構築
用の金属製専用材料，金属製ＬＰガス用バルク貯蔵槽，ガスコンセント用金属製継手，金
属製ＬＰガス貯蔵槽用バルブ，ガス装置用金属製バルブ，金属製包装用容器（「金属製
栓・金属製ふた」を除く。），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
【07】ペレタイザー，ガス圧力調整器
【09】自動車用ワイヤーハーネス，ワイヤーハーネス，バッテリーケーブル，点火プラグ付
コード，電気自動車用高圧ケーブル，自動車用低圧電線，光ファイバー用コネクター，電
線用コネクター，ケーブル用コネクタ，配電用又は制御用機械器具用のコネクター，電気
用のコネクタ 光コネクタ 電源プラグ その他の電気接続具 充電コネクタ 光コネクタ用
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.01～2012.07.07.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

01,02,04,06,07,09,1 【01】植物成長調製剤類，発泡ガラス製の植物生育用人工土壌，無機質を焼成してなる多
0,11,14,16,17,19,21, 孔質粒状の植物生育用人工土壌，セラミック製植物生育用人工土壌，その他の植物生育
25,35,36,37,38,39,4 用人工土壌，食品残渣・食料品残渣を原料とする有機肥料，肥料
【02】プリンター用及び写真複写機用トナー入りカートリッジ，コピー機用トナーカートリッ
0,42,43,44
ジ，ファクシミリ用トナー入りカートリッジ，印刷用機械器具用トナーカートリッジ，インク

101

図形商標

102

生活応援

103

デイリークラブ

104

ＤＡＩＬＹＣＬＵＢ

105

ＤＡＩＬＹ ＣＬＵＢ

106

伊右衛門

107

蘇る水

108

太陽と大地の恵みを子供達へ

通常

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
防護,
分割:
標準
通常:
標準
通常:
標準

2012/7/6

2012-054853 矢崎総業株式会社

2012/7/6

2012-054871 カゴメ株式会社

2012/7/6

2012-054881 三井農林株式会社

2012/7/6

2012-054882 三井農林株式会社

2012/7/6

2012-054883 三井農林株式会社

2012/7/6

2012-054901 株式会社福寿園

2012/7/6

2012-054903 平田 耕一

2012/7/6

2012-054914 株式会社サカガミ

109

Ｗｉｎｅ Ａｐａｒｔｍｅｎｔ＼ワインア
通常
パートメント

2012/7/6

2012-054937 イノーヴ株式会社

110

イニシアル

通常:
標準

2012/7/6

2012-055128 興和株式会社

32
30,32

【30】茶，コーヒー及びココア，氷
【32】清涼飲料，果実飲料

30,32

【30】茶，コーヒー及びココア，氷
【32】清涼飲料，果実飲料

30,32

【30】茶，コーヒー及びココア，氷
【32】清涼飲料，果実飲料

30,31,32,33,43

【30】コーヒー及びココア，菓子及びパン，穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうま
い，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，
ラビオリ
【31】茶の葉
【32】ビール，ビール風味の麦芽発泡酒，乳清飲料，飲料用野菜ジュース
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒
【03】洗浄剤，化粧品
【32】飲料水

03,32
35

【35】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

35

【35】ワインの小売販売及び卸売販売に関する情報の提供，ワイ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，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，ワイングラス・デキャンタ・ワインオープナー・ソムリ
エナイフ・ワインクーラー・ワイン用クーラーバッグ・ワインストッパー・ワイン温度計の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，その他のワインに関連する
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，ワインに関連する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，ワインに関連する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，ワイン包装用紙製手提げ袋及びワイン包装用紙
製容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，ワイン保管・
【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，耳帯，眼帯，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，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品
【32】清涼飲料，果実飲料

05,32

※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。

ジェットプリンター用インクカートリッジ，コピー機用インクカートリッジ，コンピュータプリン
ター用インクカートリッジ，ファクシミリ用インクカートリッジ，プリンター用トナー，コンピュー
タプリンター用トナー，コピー機用トナー，ファクシミリ用トナー，印刷用機械器具用トナー
【04】木質ペレット燃料，燃料
【06】金属製のガス配管用鋼管，金属製のガス用バルブ，金属製連結弁，金属製液化ガス
貯蔵槽，金属製管継ぎ手，金属製のガス遮断弁，金属製のガス栓，家庭用ガス器具に用
いる接続金具付金属製フレキシブルホース，金属製のガス貯蔵槽，金属製貯蔵槽類，金
属製バルブ，ＬＰＧ貯蔵槽（金属製），金属製フレキシブルガス管，金属製高圧ガスパイ
プ，低圧金属ホース，ヒューズガス栓（金属製），金属製メーター継手，金属製支柱ユニッ
ト，金属製支柱，金属製燃焼器用ホース，金属製ホース，コンセント型ヒューズボックスガ
ス栓，ガス管用バルブ，ガス遮断弁，ガス安全弁，ガス制御弁，多機能ガス調整弁，ＬＰＧ
容器用バルブ，金属用ガス栓，ネジガス栓，可とう管ガス栓，双方向弁，建築用又は構築
用の金属製専用材料，金属製ＬＰガス用バルク貯蔵槽，ガスコンセント用金属製継手，金
属製ＬＰガス貯蔵槽用バルブ，ガス装置用金属製バルブ，金属製包装用容器（「金属製
栓・金属製ふた」を除く。），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
【07】ペレタイザー，ガス圧力調整器
【09】自動車用ワイヤーハーネス，ワイヤーハーネス，バッテリーケーブル，点火プラグ付
コード，電気自動車用高圧ケーブル，自動車用低圧電線，光ファイバー用コネクター，電
線用コネクター，ケーブル用コネクタ，配電用又は制御用機械器具用のコネクター，電気
用のコネクタ 光コネクタ 電源プラグ その他の電気接続具 充電コネクタ 光コネクタ用
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，豆乳飲料，ビール製造用ホップエキス

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：29C01）2012.07.01～2012.07.07.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
29,30,35,43

111

カ・ナ・ダ・ラ

通常

サラディアン

通常:
標準

2012/7/6

2012-055131 株式会社韓国広場

03,29,30,32
112

2012/7/6

2012-055138 オリヒロ株式会社
35

113

美望酵素

通常:
標準

2012/7/6

2012-055155 株式会社エムケー・コーポレーション

01,03,05,07,11,32

114

バイオクラスター

通常:
標準

2012/7/2

2012-056725 萩原 信子

35
115

116

117

図形商標

ハートリンピック

通常

通常

はっこうあまみこうそ＼発酵▲
通常
天▼▲彌▼酵素＼こうき＼皇起

2012/7/3

2012/7/3

2012/7/3

※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
【29】食用油脂，乳製品，食肉，肉製品，加工水産物，キムチその他の加工野菜及び加工
果実，カレー・シチュー又はスープのもと
【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，香辛料，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，
たこ焼き，弁当，ラビオリ
【35】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
【43】韓国料理を主とする飲食物の提供，その他の飲食物の提供，料理のレシピに関する
情報の提供，宿泊施設の提供
【03】サプリメント，食餌療法用飲料
【29】食用油脂，乳製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こん
にゃく，豆乳，豆腐，納豆，カレー・シチュー又はスープのもと，食用たんぱく
【30】茶，コーヒー，ココア，調味料，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，
弁当，ラビオリ，パスタソース
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【35】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
【01】化学品，植物成長調整剤類，肥料，土壌改良剤，高級脂肪酸，人工甘味料
【03】洗濯用柔軟剤，洗濯用漂白剤，化粧品，化粧水，クリーム，頭髪用化粧品，香料類，
せっけん類，歯磨き
【05】薬剤，乳糖，乳幼児用粉乳
【07】化学機械器具としての気液溶融装置，魚業用機械器具，食料加工用又は飲料加工
用の機械器具，農業用機械器具，農業用の消毒・殺虫又は防臭用散布機，消毒・殺虫又
は防臭用散布機（農業用のものを除く），半導体製造装置，食器洗浄機，電気洗濯機
【11】汚水浄化装置，し尿処理装置，浄水装置，業務用・家庭用オゾン水生成装置，業務
用・家庭用酸素水生成装置，業務用・家庭用水素水生成装置，オゾン水を利用した業務
用・家庭用減菌装置
【32】飲料用炭酸水・飲料用水素水・飲料用酸素水・飲料用オゾン水・飲料用窒素水その
他の清涼飲料，清涼飲料，ゼリー状清涼飲料，果実飲料，ゼリー状果実飲料，乳清飲料，
ゼリー状乳清飲料，飲料用野菜ジュース，ゼリー状飲料用野菜ジュース
【35】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，広告
業

2012-057167 フェニックスビジネス株式会社

35

【35】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，広告
業

32

【32】清涼飲料水

2012-057168 フェニックスビジネス株式会社

2012-057178 ワイドプランニング株式会社

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.01～2012.07.07.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

09,16,25,28,32,33,3 【09】電気通信機械器具，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，インターネットを利用し
5,41

118

Ｏｎｅ Ｓｔｏｒｍｙ Ｎｉｇｈｔ

通常

2012/7/3

2012-057183 有限会社ラビットパブリッシャーズ

119

ＤＲＡＣＵＬＡ

通常:
標準

2012/7/3

2012-057185 アイサプリ株式会社

120

▲茶▼

通常

2012/7/2

ＨＯＧ’Ｓ ＨＥＡＤ

通常

2012/7/2

2012-057221 高桜 淳一

122

南ＡＳＯの天然水

通常:
標準

2012/7/4

2012-057610 ジェイウォーター株式会社

竹田城跡

通常

2012/7/2

※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。

30,32,35

【30】茶，コーヒー，ココア，氷
【32】清涼飲料，果実飲料
【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

30,32

【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，コーヒー豆，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，す
し，たこ焼き，弁当，ラビオリ
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料

32

【32】飲料水，清涼飲料，果実飲料

29,30,32,33,43

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類，冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工野菜
及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シ
チュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆
【30】茶，コーヒー及びココア，氷，菓子及びパン，調味料，アイスクリームのもと，シャー
ベットのもと，コーヒー豆，穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，たこ焼
き，ハンバーガー，べんとう，ホットドッグ，酒かす，米，食用粉類
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース
【33】日本酒，洋酒，果実酒，中国酒，薬味酒
【43】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，飲食物の提供

2012-057188 株式会社大門かんばやし

121

123

32

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，事務用又は家庭用
ののり及び接着剤
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，あて名，印刷機印字用インクリボン，自動印
紙はり付け機，事務用電動式ステープラ，事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプラ
イター，チェックライター，謄写版凸版複写機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，
紙類，文房具類，印刷物，写真，写真立て
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，和服，ア
イマスク，エプロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足
袋，足袋カバー，手袋，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サポーター，マフラー，
耳覆い，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。），げた，
草履類，仮装用衣装，運動用特殊衣服（「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。），運動用特
殊靴（「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。），
【28】スキーワックス，遊園地用機械器具，愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用
具，将棋用具，歌がるた，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，釣り具，昆虫
採集用具
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【33】日本酒，洋酒，果実酒，酎ハイ，中国酒，薬味酒
【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，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，広告用具の貸与
【41】電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，図書の貸与，書籍の制作，映画・演芸・
演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 映画の上映・制作又は配給 演芸の上演
【32】炭酸飲料

2012-057624 朝来市商工会
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

124

125

126

127

商標（見本）

商標

マスク ドリンク

ドリンクマスク

ガルガルガール

§ｎｏｒｄ＼ｇｒａｎｖｏｌａ＼２０１２

種別

通常

通常

通常

通常

出願日

2012/7/3

2012/7/3

2012/7/3

2012/7/3

出願番号

出願人／権利者

区分
【05】サプリメント
【32】清涼飲料水

05,32

【05】サプリメント
【32】清涼飲料水

16,29,30,32

【16】紙類，文房具類
【29】加工野菜及び加工果実，冷凍野菜，きのこの子実体・菌糸体又は培養物を主原料と
する液状・粉状・顆粒状・錠剤状又はカプセル入りの加工食品，きのこの子実体・菌糸体
又は培養物から抽出した成分を主原料とする液状・粉状・顆粒状・錠剤状又はカプセル入
りの加工食品
【30】食品香料，茶，菓子，パン
【32】飲料用野菜ジュース

35,43

【35】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，野菜又は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
【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，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，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

2012-057627 株式会社日本高速物流

2012-057628 株式会社日本高速物流

2012-057648 株式会社岩出菌学研究所

2012-058021 株式会社アービレック

35
128

129

130

§ＡＭ∞アビリティーマネジメン
通常
ト

カラースムージー

サミーズ Ｓｕｍｍｙ’ｓ

通常

通常

2012/7/6

2012/7/6

2012/7/6

※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

05,32

2012-058372 青木 薫

2012-058393

2012-058394

32

【32】野菜を使用した果実飲料，その他の果実飲料，果実を使用した飲料用野菜ジュー
ス，その他の飲料用野菜ジュース，果実及び野菜を使用したスムージー，ビール，乳清飲
料

30,32

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，茶，コー
ヒー及びココア，菓子及びパン，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，ぎょうざ，サンド
イッチ，しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッ
グ，ミートパイ，ラビオリ，即席菓子のもと
【32】野菜を使用した果実飲料，その他の果実飲料，果実を使用した飲料用野菜ジュー
ス，その他の飲料用野菜ジュース，果実及び野菜を使用したスムージー，ビール

一般社団法人ファームマエストロ協
会

一般社団法人ファームマエストロ協
会
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.01～2012.07.07.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

131

§えッ出たの！∞グングンね
∞，，

通常

2012/7/7

2012-058850 星 孝一

132

きれいになるためのドリンクＳＰ 通常:
４
標準

2012/7/7

2012-058894 世古 恵子

133

134

135

136

ＳＥＲＰＥＮＴＩＮ

マド
プロ:
通常:
標準

§ＢＥＨＥＲ∞ＢＥＨＥＲ

マド
プロ:
通常

ＭＲ．ＰＩＮＫ

マド
プロ:
通常:
標準

§ＶＩＲＩＤＩｕＭ

マド
プロ:
通常

2012/7/5

2012/7/6

2012/7/3

2012/7/6

※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。

05,32
32,33

【32】Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit
beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
【33】Alcoholic beverages (except beers); alcoholic cocktails; spirits; liqueurs.
【32】ビール，ミネラルウォーター，炭酸水及びその他のアルコールを含有しない飲料，果
実飲料，シロップその他の飲料製造用調製品
【33】アルコール飲料（ビールを除く），アルコール入りのカクテル，スピリッツ（蒸留酒），リ
キュール

29

【29】Meat products and especially jams and sausages.
【29】食肉製品及び特にジャム及びソーセージ

32

【32】Energy drinks.
【32】エネルギー飲料

29

【29】Preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; Jellies, jams, compotes;
Edible oils and fats, olive oil.
【29】保存処理・冷凍処理・乾燥処理及び調理をした果実及び野菜，ゼリー，ジャム，コン
ポート，食用油脂，オリーブ油

2012-356528 Ｚ Ｇａｓｔｒｏ

2012-356894

2012-357303

2012-358628

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
【05】栄養補給用ドリンク剤
【32】清涼飲料，果実飲料

ＢＥＲＮＡＲＤＯ ＨＥＲＮＡＮＤＥＺ，
Ｓ．Ｌ．

Ｋｉｎｇ’ｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅ
ｎｔ Ｇｒｏｕｐ， ＬＬＣ

ＳＰＡＮＩＳＨ ＡＧＲＯＱＵＡＬＩＴＹ ＦＯ
ＯＤ， Ｓ．Ｌ．

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

29／29

今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.01～2012.07.07.xls
No.

137

138

商標（見本）

商標

種別

マド
§ＯＬＩＶＡ２＼ＳＰＡＮＩＳＨ ＡＧ
プロ:
ＲＯＱＵＡＬＩＴＹ ＦＯＯＤ
通常

ＮＬＹ

マド
プロ:
通常

出願日

2012/7/6

2012/7/3

出願番号

2012-358629

出願人／権利者

区分

【29】Preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; Jellies, jams, compotes;
Edible oils and fats, olive oil.
【29】保存処理・冷凍処理・乾燥処理及び調理をした果実及び野菜，ゼリー，ジャム，コン
ポート，食用油脂，オリーブ油

25,35

【25】Clothing, footwear, headgear; sports jackets; sports clothing; sports shirts; sports
shoes; sports jerseys.
【35】Retailing, including mail order sale and sale via the internet, of clothing, footwear,
headgear, leather and imitations of leather, and goods made of these materials, trunks
and travelling bags, umbrellas, parasols, wallets, bags, jewellery, horological and
chronometric instruments, hair bands, hair grips (slides) and clothing accessories; online
information relating to shopping for fashion items; advertising via online electronic
communications networks; marketing of branded goods and fashion items.
【25】被服，履物及び運動用特殊靴，帽子，スポーツジャケット，運動用被服，スポーツシャ
ツ，運動靴及び運動用特殊靴，スポーツジャージー及び競技用ジャージー
【35】被服，履物，帽子，革及び人工皮革並びにこれらを材料とする商品，トランク及び旅
行用バッグ，傘，日傘，財布，バッグ，宝飾品，計時用具，ヘアバンド，ヘアグリップ及び被
服用アクセサリー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（通信販売及
びインターネット経由による販売を含む），ファッション製品の買い物に関するオンラインに
よる情報の提供，オンライン電子通信ネットワーク経由による広告，ブランド製品及び
【29】Meat, fish, poultry, and wild fowl; meat extract; preserved, dried and cooked fruit and
vegetables; jellies, marmalades and jams, stewed fruit; eggs, milk and milk or dairy
products; edible oils and fats.
【33】Wines and alcoholic drinks.
【29】食肉・魚・家禽肉，家禽肉，肉エキス，保存処理，乾燥処理及び調理をした果実及び
野菜，ゼリー，マーマレード及びジャム，とろ火で煮た果実，卵，牛乳並びに牛乳又は乳製
品，食用油脂
【33】ぶどう酒及びアルコール飲料
【29】Chicken; chicken product {processed}; vegetable salads; pickled radish.
【43】Cafes; chicken restaurants; restaurant chain services (chicken franchise).
【29】鶏肉，鶏肉製品（加工済みのもの），野菜サラダ，酢漬けのラディッシュ
【43】喫茶店における飲食物の提供，チキンレストランにおける飲食物の提供，レストラン
チェーンにおける飲食物の提供

ＳＰＡＮＩＳＨ ＡＧＲＯＱＵＡＬＩＴＹ ＦＯ
ＯＤ， Ｓ．Ｌ．

2012-359334 ＮＬＹ Ｓｃａｎｄｉｎａｖｉａ ＡＢ

29,33
139

ＬＡ ＭＡＬＩＯＳＡ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/6

2012-359435

ＯＬＩＳ － ＳＯＣＩＥＴＡ’ ＡＧＲＩＣＯＬ
Ａ Ｓ．Ｒ．Ｌ．
ＭＯＮＴＥ ＣＡＶＡＬＬＯ － ＳＯＣＩＥ
ＴＡ’ ＡＧＲＩＣＯＬＡ Ｓ．Ｒ．Ｌ．
29,43

140

§ｂｂｑ＼ＧＲｅａｔ Ｔａｓｔｅ，Ｅａｔ
ｆＲｅｓｈ

マド
プロ:
通常

2012/7/4

2012-359453 ＧＥＮＥＳＩＳ ＢＢＱ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

35

141

§Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｉｎｇ＼Ｓｐａｉｎ

マド
プロ:
通常

2012/7/6

※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。

2012-359585

指定商品・役務

29

ＳＰＡＮＩＳＨ ＡＧＲＯＱＵＡＬＩＴＹ ＦＯ
ＯＤ， Ｓ．Ｌ．
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【35】Advertising; business management; business administration; franchising services,
relating to consultancy and assistance in business management, organization and
promotion; administration of franchised business operations; organization of business
presentations in connection with the purchase and sale of goods; administrative services
for the reception of sale orders; retail sale and sale via global computer networks in
connection with all types of foodstuffs; sales promotion for others; intermediary services
in the field of agreements relating to the sale and purchase of goods; advertising,
including promotion of the sale of articles and services for others by means of the
transmission of advertising material and the dissemination of advertising messages in
computer networks; business administration services for processing of sales made via
the Internet; retail sale services in connection with food; providing information concerning
commercial sales; commercial representation, import and export services; organization of

