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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.

商標（見本）
1

2

3

商標
まぼろしジュース

種別

出願日

通常:
標準

2012/7/8

ａｍｉｎｏ＼ＶＩＴＡＬ ＧＯＬＤ∞アミ
通常
ノバイタル ゴールド

§Ｂｕｄｗｅｉｓｅｒ

通常

2012/7/9

2012/7/9

出願番号

出願人／権利者

2012-055164 有限会社やぎぬま

区分

【32】昆布又は昆布エキスを使用した清涼飲料水

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

18,20,21,25,32

【18】皮革，擬革，獣皮，旅行用トランク，原革，原皮，なめし皮，毛皮，皮革製包装用容
器，トランク，旅行かばん，傘，日傘，つえ，むち，馬具，馬具用革ひも，馬具用附属品，革
及び人工皮革並びにこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの
【20】家具，鏡（姿見），手鏡（化粧用鏡），額縁，コルク栓，あし，枝編み細工品，木製又は
プラスチック製貯蔵容器，瓶用木製箱，木製又はプラスチック製の容器，木製又はプラス
チック製の容器，角，骨，鯨のひげ，貝殻，こはく，真珠母（未加工又は半加工のもの），海
泡石
【21】台所用具及び清掃用具，台所用器具，家庭用又は台所用の容器，くし，ブラシ，ブラ
シ製造用材料，洗濯用具，手動清浄用具，清浄用スチールウール，ガラス基礎製品（建築
用のものを除く。），磁器，陶器
【25】被服，履物及び運動用特殊靴，帽子，ずきん，ナイトキャップ，ヘッドバンド
【32】ビール，ミネラルウォーター，炭酸水，アルコール分を含まない飲料，果実飲料（アル
【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

2012-055174 味の素株式会社

2012-055191

アンハイザー・ブッシュ エルエル
シー

32
4

こまえ～る

通常

2012/7/9

2012-055206 有限会社秋元商店

30,35,43
5

￠Ｅ ＰＩＵ＼エピュ

通常

2012/7/9

※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

2012-055207 株式会社 かみや

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

【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，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，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】飲食物の提供
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.08～2012.07.14.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

6

ＯＦＦＩＣＥ ＭＡＳＴＥＲ＼オフィス
通常
マスター

7

通常:
標準

2012/7/9

2012-055242 株式会社ライオン事務器

29,30,31,32,33
なかの里・まち連携

2012/7/9

2012-055259 中野区
35

8

ａｑｕａ ｐｏｃｋｅｔ＼アクアポケット 通常

2012/7/9

※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。

2012-055264 株式会社サンシャインシティ

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

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，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
【29】乳製品，食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，加工野
菜及び加工果実，豆
【30】茶，菓子及びパン，みそ，ドレッシング，べんとう，こうじ，米
【31】食用魚介類（生きているものに限る。），果実
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース
【33】日本酒，果実酒
【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，家具・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，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，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，宝玉及びその模
造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，理化学機械器
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，写真・写真たての
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，観賞用水槽及びその
付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，お守り・おみ
くじの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 買い物かごの小
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.08～2012.07.14.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

9

ハチミツ屋のおいしい青汁

10

環境水

11

らく楽サーバー

通常:
標準

通常:
標準
通常:
標準

2012/7/9

2012-055290 株式会社武州養蜂園

2012/7/9

2012-055294 株式会社くれえる

2012/7/9

2012-055330 株式会社コスモライフ

2012/7/9

アサヒグループホールディングス株
2012-055332
式会社

2012/7/9

アサヒグループホールディングス株
2012-055334
式会社

03,32
32,43
32,33

12

クリアアサヒ

通常:
標準

コクの贅沢

通常:
標準

32,33
13

30,35,43
14

夢壱庵

通常:
標準

2012/7/9

2012-055348 明食フーズ株式会社
05,29,32

15

えがおの青汁コラーゲン

通常:
標準

2012/7/9

2012-055363 株式会社えがお

05,32
16

えがおのウコン

通常:
標準

2012/7/9

※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。

2012-055365 株式会社えがお

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

指定商品・役務
【32】飲料用青汁，飲料用青汁のもと，青汁を含有する清涼飲料，青汁を含有する清涼飲
料のもと，青汁を含有するビール風味の清涼飲料，青汁を含有する果実飲料，青汁を含
有する果実飲料のもと，青汁を含有する飲料用野菜ジュース，青汁を含有する飲料用野
菜ジュースのもと，青汁を含有するコーヒーシロップ，青汁を含有するトマトジュース，青汁
を含有するシャーベット水，青汁を含有するシロップ，青汁を含有するビール，青汁を含有
するビール風味の麦芽発泡酒，青汁を含有するビール製造用ホップエキス，青汁を含有
する麦芽汁，青汁を含有するビール製造用麦芽汁，青汁を含有する乳清飲料，青汁を含
有する乳清飲料のもと，青汁を含有するアルコール分を含まない飲料，青汁を含有するリ
【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛
【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】ミネラルウォーター，その他の清涼飲料，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
【43】飲料水ディスペンサーの貸与
【32】ビール，ビール風味の麦芽発泡酒，アルコール分を含まないビール風味の清涼飲
料，その他の清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，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，麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール
飲料，麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料（ビール・ビール風味の麦芽
【32】ビール，ビール風味の麦芽発泡酒，アルコール分を含まないビール風味の清涼飲
料，その他の清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス
【33】日本酒，洋酒，果実酒，酎ハイ，麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール
飲料，麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料（ビール・ビール風味の麦芽
発泡酒を除く。），中国酒，薬味酒
【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，アイスクリーム，かき氷，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ，茶，コー
ヒー，ココア，穀物の加工品
【35】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，
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】カフェにおける飲食物の提供，飲食物の提供
【05】青汁とコラーゲンを使用した薬剤，青汁とコラーゲンを使用したビタミン剤・アミノ酸
剤・滋養強壮変質剤，青汁とコラーゲンを使用した乳幼児用粉乳，青汁とコラーゲンを主
成分とするサプリメント，青汁とコラーゲンを使用した食餌療法用飲料・食餌療法用食品，
青汁とコラーゲンを使用した乳幼児用飲料・乳幼児用食品，青汁とコラーゲンを使用した
栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【29】青汁とコラーゲンを使用した食用油脂，青汁とコラーゲンを使用した乳製品，青汁とコ
ラーゲンを使用した食肉，青汁とコラーゲンを使用した卵，青汁とコラーゲンを使用した食
用魚介類（生きているものを除く。），青汁とコラーゲンを使用した冷凍野菜，青汁とコラー
ゲンを使用した冷凍果実，青汁とコラーゲンを使用した肉製品・加工水産物，青汁とコラー
ゲンを使用した加工野菜及び加工果実，コラーゲンを使用した調理用青汁，青汁とコラー
ゲンを使用した油揚げ・凍り豆腐・こんにゃく・豆乳・豆腐・納豆，青汁とコラーゲンを使用し
た加工卵，青汁とコラーゲンを使用したカレー・シチュー又はスープのもと，青汁とコラーゲ
ンを使用したお茶漬けのり・ふりかけ，青汁とコラーゲンを使用したなめ物，青汁とコラー
ゲンを使用した豆，青汁とコラーゲンを使用した食用たんぱく
【32】青汁とコラーゲンを使用したビール，青汁とコラーゲンを使用した清涼飲料・果実飲
料・飲料用野菜ジュース，コラーゲンを使用した飲料用青汁，青汁とコラーゲンを使用した
【05】ウコンを使用した薬剤，ウコンを使用したビタミン剤・アミノ酸剤・滋養強壮変質剤，ウ
コンを使用した乳幼児用粉乳，ウコンを主成分とするサプリメント，ウコンを使用した食餌
療法用飲料・食餌療法用食品，ウコンを使用した乳幼児用飲料・乳幼児用食品，ウコンを
使用した栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【32】ウコンを使用したビール，ウコンを使用した清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜ジュー
ス，ウコンを使用したビール製造用ホップエキス，ウコンを使用した乳清飲料
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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
05,29,32

17

えがおの青汁酵素

通常:
標準

えがおのコラーゲン

通常:
標準

2012/7/9

2012-055366 株式会社えがお

05,32
18

2012/7/9

2012-055367 株式会社えがお
05,29,32

19

えがおの乳酸菌

通常:
標準

2012/7/9

2012-055370 株式会社えがお

35,41

20

みんなのミュージアム

通常:
標準

2012/7/9

2012-055380 株式会社清水メガネ

21

スマイルミックス

通常:
標準

2012/7/9

2012-055390 アサヒ飲料株式会社

※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/

指定商品・役務
【05】青汁と酵素を使用した薬剤，青汁と酵素を使用したビタミン剤・アミノ酸剤・滋養強壮
変質剤，青汁と酵素を使用した乳幼児用粉乳，青汁と酵素を主成分とするサプリメント，青
汁と酵素を使用した食餌療法用飲料・食餌療法用食品，青汁と酵素を使用した乳幼児用
飲料・乳幼児用食品，青汁と酵素を使用した栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するもの
を除く。）
【29】青汁と酵素を使用した食用油脂，青汁と酵素を使用した乳製品，青汁と酵素を使用し
た食肉，青汁と酵素を使用した卵，青汁と酵素を使用した食用魚介類（生きているものを
除く。），青汁と酵素を使用した冷凍野菜，青汁と酵素を使用した冷凍果実，青汁と酵素を
使用した肉製品・加工水産物，青汁と酵素を使用した加工野菜及び加工果実，酵素を使
用した調理用青汁，青汁と酵素を使用した油揚げ・凍り豆腐・こんにゃく・豆乳・豆腐・納
豆，青汁と酵素を使用した加工卵，青汁と酵素を使用したカレー・シチュー又はスープのも
と，青汁と酵素を使用したお茶漬けのり・ふりかけ，青汁と酵素を使用したなめ物，青汁と
酵素を使用した豆，青汁と酵素を使用した食用たんぱく
【32】青汁と酵素を使用したビール，青汁と酵素を使用した清涼飲料・果実飲料・飲料用野
【05】コラーゲンを使用した薬剤，コラーゲンを使用したビタミン剤・アミノ酸剤・滋養強壮変
質剤，コラーゲンを使用した乳幼児用粉乳，コラーゲンを主成分とするサプリメント，コラー
ゲンを使用した食餌療法用飲料・食餌療法用食品，コラーゲンを使用した乳幼児用飲料・
乳幼児用食品，コラーゲンを使用した栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【32】コラーゲンを使用したビール，コラーゲンを使用した清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜
ジュース，コラーゲンを使用したビール製造用ホップエキス，コラーゲンを使用した乳清飲
【05】乳酸菌を使用した薬剤，乳酸菌を使用したビタミン剤・アミノ酸剤・滋養強壮変質剤，
乳酸菌を使用した乳幼児用粉乳，乳酸菌を主成分とするサプリメント，乳酸菌を使用した
食餌療法用飲料・食餌療法用食品，乳酸菌を使用した乳幼児用飲料・乳幼児用食品，乳
酸菌を使用した栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【29】乳酸菌を使用した食用油脂，乳製品，乳酸菌を使用した食肉，乳酸菌を使用した卵，
乳酸菌を使用した食用魚介類（生きているものを除く。），乳酸菌を使用した冷凍野菜，乳
酸菌を使用した冷凍果実，乳酸菌を使用した肉製品・加工水産物，乳酸菌を使用した加
工野菜及び加工果実，乳酸菌を使用した油揚げ・凍り豆腐・こんにゃく・豆乳・豆腐・納豆，
乳酸菌を使用した加工卵，乳酸菌を使用したカレー・シチュー又はスープのもと，乳酸菌を
使用したお茶漬けのり・ふりかけ，乳酸菌を使用したなめ物，乳酸菌を使用した豆，乳酸
菌を使用した食用たんぱく
【32】乳酸菌を使用したビール，乳酸菌を使用した清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜ジュー
【35】インターネットのウェブサイト上の広告用スペースの貸与及びこれに関する情報の提
供，インターネットのウェブサイト上における見本市及び展示即売会の企画・運営又は開
催，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
に関する情報の提供，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
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.08～2012.07.14.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

22

ｓｗｅｅｔｓ ｒｅｃｉｐｅ

通常

2012/7/9

指定商品・役務
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

2012-055391 アサヒ飲料株式会社

01,05,09,10,14,16,1 【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，
8,21,24,25,32,33,35, 肥料，高級脂肪酸，人工甘味料，原料プラスチック
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），燻蒸剤（農薬に当たるものに限る。），殺菌剤（農
41,42,43
薬に当たるものに限る。），殺そ剤（農薬に当たるものに限る。），殺虫剤（農薬に当たるも

23

ＯＩＳＴ∞ＯＫＩＮＡＷＡ ＩＮＳＴＩＴＵ
ＴＥ ＯＦ ＳＣＩＥＮＣＥ ＡＮＤ Ｔ
ＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＧＲＡＤＵＡＴＥ 通常
ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ＼沖縄科学技術
大学院大学

2012/7/9

2012-055421

24

なごみ果実

通常:
標準

2012/7/9

2012-055431 山崎製パン株式会社

学校法人沖縄科学技術大学院大学
学園

32
35

25

ＫＡＮＴＯ

通常

2012/7/9

2012-055447 関東食糧株式会社

32
26

Ｈａｐｐｙ＼Ｆｒｉｅｎｄｌｙ＼Ｗａｔｅｒ

通常

2012/7/9

※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。

2012-055571 株式会社ハッピー・パスポート

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

のに限る。），除草剤，防虫剤（農薬に当たるものに限る。），防腐剤（農薬に当たるものに
限る。），歯科用材料，サプリメント，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。）
【09】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
子応用機械器具及びその部品，電子出版物
【10】医療用機械器具
【14】貴金属，宝玉及びその模造品，キーホルダー，記念カップ，記念たて，身飾品（「カフ
スボタン」を除く。），カフスボタン，時計
【16】紙製包装容器，プラスチック製包装用袋，文房具類，印刷物，写真
【18】かばん類，袋物，傘
【21】ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。），ガラ
ス製包装用容器（「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。），食器類，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，貯金箱
【24】織物（「畳べり地」を除く。），メリヤス生地，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，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，ナイトキャップ，帽子，げた，草履類，水上スポーツ用特殊衣服
【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，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，求人情報の提供，新聞記事情
報の提供
【41】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
【32】清涼飲料，果実飲料
【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，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，その他の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，なべ類及び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，その他の台所用品・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，業務用厨房機器・調理器具の小売又
【32】ミネラルウォーター，清涼飲料

8／32

今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.

27

28

商標（見本）

商標

ハッピー・フレンドリーウォー
ター＼ＨａｐｐｙＦｒｉｅｎｄｌｙＷａｔｅｒ

トマト党

種別

通常

通常:
標準

出願日

2012/7/9

出願番号

出願人／権利者

区分

【32】ミネラルウォーター，清涼飲料

05,29,30,31,32

【05】薬剤，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，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを
除く。）
【29】トマトソースを加えた乳製品，冷凍トマト，トマトソースを加えた肉製品，トマトソースを
加えた加工水産物，加工トマト，トマトソースを加えた加工卵，トマト入りのカレー・シ
チュー・ドリア・グラタン・リゾット又はスープのもと，トマトスープ，乾燥トマト入りのお茶漬け
のり，乾燥トマト入りのふりかけ
【30】トマトを加えた菓子及びパン，スライストマト入りのハンバーガー，スライストマト入り
のピザ，トマトソースつきのホットドッグ，トマトソースつきのミートパイ，トマトケチャップ，ト
マトソース，粉末トマトを加えたカレー粉，トマトソースつきの穀物の加工品，スライストマト
入りのべんとう，トマトソースつきのラビオリ，トマトソースつきのドリア，トマトソースつきの
リゾット，即席菓子のもと，トマト入りパスタソース
【31】釣り用餌，海藻類，野菜，果実，飼料，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗
木，花，牧草，盆栽
【32】トマト果汁を加えたビール，トマトジュース，トマト果汁を加えた清涼飲料・果実飲料・
【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
【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
【01】原料プラスチック
【02】塗料
【09】配電用又は制御用の機械器具，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子回路
（「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。），レコード
【11】電球類及び照明用器具，あんどん，ちょうちん
【12】乗物用盗難警報器，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付属品，二輪自動車・自転車並びにその部品及び付属
品
【16】事務用品（家具を除く。）
【20】家具
【35】広告業，広告用具の貸与，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，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，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，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
【37】自転車の修理，自動車の修理・整備・改造，二輪自動車の修理又は整備，照明用器
【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

2012-055572 株式会社ハッピー・パスポート

2012/7/10 2012-055608 カゴメ株式会社

29,35
29

チーズヨー

通常:
標準

2012/7/10 2012-055618

株式会社琉球食品
有賀 俊二
01,02,09,11,12,16,2
0,35,37

30

Ｂｅａｔ－Ｓｏｎｉｃ

通常

2012/7/10 2012-055651 株式会社ビートソニック

35
31

Ｂｒｅａｄｍａｎｓ＼ブレッドマンズ

通常

2012/7/10 2012-055653 株式会社ジョイス

※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

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）2012.07.08～2012.07.14.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
16,35

32

月読生活＼Ｔｓｕｋｉｙｏｍｉ Ｌｉｆｅ

通常

2012/7/10 2012-055654 合同会社 月の農楽部

33

産地の実り

通常:
標準

2012/7/10 2012-055662 株式会社 伊藤園

32
09,11,12,35,37

34

Ｂｅａｔ－Ｓｏｎｉｃ

通常:
標準

2012/7/10 2012-055676 株式会社ビートソニック

09,11,12,35,37

35

ビートソニック

通常:
標準

2012/7/10 2012-055677 株式会社ビートソニック

36

夢美創

通常:
標準

2012/7/10 2012-055698 株式会社ルネット

37

麗人創

通常:
標準

2012/7/10 2012-055699 株式会社ルネット

35

35

※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
【16】文房具類，カレンダー，日記帳，その他の印刷物
【35】広告業，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，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
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【09】配電用又は制御用の機械器具，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子回路
（「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。），レコード
【11】電球類及び照明用器具，あんどん，ちょうちん
【12】乗物用盗難警報器，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付属品，二輪自動車・自転車並びにその部品及び付属
品
【35】広告業，商品の販売に関する情報の提供，広告用具の貸与，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，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，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，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
【09】配電用又は制御用の機械器具，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子回路
（「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。），レコード
【11】電球類及び照明用器具，あんどん，ちょうちん
【12】乗物用盗難警報器，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付属品，二輪自動車・自転車並びにその部品及び付属
品
【35】広告業，商品の販売に関する情報の提供，広告用具の貸与，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，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，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，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
【35】薬剤および医療補助品の小売りまたは卸売り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，歯磨きおよび石けん類の小売りまたは卸売りの業務において行
われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売りまたは卸売りの業務において行われ
る顧客に対する便益の提供
【35】薬剤および医療補助品の小売りまたは卸売り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，歯磨きおよび石けん類の小売りまたは卸売りの業務において行
われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売りまたは卸売り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）2012.07.08～2012.07.14.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

38

ブルーベリースウィート－アイ

通常:
標準

2012/7/10 2012-055700 株式会社ルネット

39

コラーゲン－アイ

通常:
標準

2012/7/10 2012-055701 株式会社ルネット

40

ファンケルマイルドテイスト製法

通常:
標準

2012/7/10 2012-055717 株式会社ファンケル

35

29,32

35

41

ＣＵ∞ＣＶＳ＼ｆｏｒ＼Ｙｏｕ

優先

2012/7/10 2012-055726

ビー・ジー・エフ・リテイル・カンパ
ニー・リミテッド

35

42

ＢＧＦ

通常

2012/7/10 2012-055727

ビー・ジー・エフ・リテイル・カンパ
ニー・リミテッド

35

43

§ｓｔｏｒｅ∞Ｆ

優先

2012/7/10 2012-055728

ビー・ジー・エフ・リテイル・カンパ
ニー・リミテッド

29,30,35,39,41,43

44

グー んま

通常

2012/7/10 2012-055743 須永 政志

※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】薬剤および医療補助品の小売りまたは卸売り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，歯磨きおよび石けん類の小売りまたは卸売りの業務において行
われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売りまたは卸売りの業務において行われ
る顧客に対する便益の提供
【35】薬剤および医療補助品の小売りまたは卸売り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，歯磨きおよび石けん類の小売りまたは卸売りの業務において行
われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売りまたは卸売りの業務において行われ
る顧客に対する便益の提供
【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
【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】コンビニエンス・ストア，百貨店サービス，大規模ディスカウント・ストアサービス，スー
パーマーケットサービス，広告の代理，経理事務の代行，薬剤の卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，食料品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，菓子類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，アルコー
ル飲料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，巻きたばこの小売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服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，靴類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，かばん類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，おもちゃの小売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，運動具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，文房具類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，電子機器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，装飾
品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，眼鏡の小売の業務におい
【35】コンビニエンス・ストア，百貨店サービス，大規模ディスカウント・ストアサービス，スー
パーマーケットサービス，広告の代理，経理事務の代行，薬剤の卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，食料品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，菓子類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，アルコー
ル飲料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，巻きたばこの小売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服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，靴類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，かばん類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，おもちゃの小売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，運動具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，文房具類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，電子機器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，装飾
品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，眼鏡の小売の業務におい
【35】コンビニエンス・ストア，百貨店サービス，大規模ディスカウント・ストアサービス，スー
パーマーケットサービス，広告の代理，経理事務の代行，薬剤の卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，食料品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，菓子類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，アルコー
ル飲料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，巻きたばこの小売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服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，靴類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，かばん類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，おもちゃの小売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，運動具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，文房具類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，電子機器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，装飾
品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，眼鏡の小売の業務におい
【29】乳製品，食肉，肉製品，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・焼のり」を除く。），加工野菜及び加工果実，冷凍野
菜，冷凍果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆
【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，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，調味料，米，脱
穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦
【35】観光事業の促進のための広告，広告業，市場調査又は分析，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
【39】企画旅行の実施，旅行者の案内，旅行に関する契約（宿泊に関するものを除く。）の
代理・媒介又は取次ぎ，観光業務，地域観光に関する情報の提供，旅行情報の提供，旅
行者の輸送
【41】地域の特産品及び観光イベントの企画・運営又は開催，観光農園・観光果樹園・観
光牧場の提供，旅行又は観光の知識の教授，観光案内ビデオの製作（映画・放送番組・
広告用のものを除く。）
【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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

45

§味∞ＯＩＳＨＩ＼Ｂｒａｎｄ＼Ｇｒｅｅ
通常
ｎ＼Ｔｅａ

2012/7/10 2012-055749

オイシ グループ パブリック カンパ
ニー リミテッド

46

真珠小町

通常:
標準

2012/7/10 2012-055761

御木本製薬株式会社
株式会社御木本真珠島

47

真珠遊ｓｈｉｎ

通常:
標準

2012/7/10 2012-055762

御木本製薬株式会社
株式会社御木本真珠島

区分

【30】緑茶，緑茶飲料，緑茶を主原料とするスナック菓子
【32】緑茶風味の飲料（アルコール分を含まないもの）

35

【35】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，宝玉及びその模造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，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
【35】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，宝玉及びその模造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，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
【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，
肥料，陶磁器用釉薬，塗装用パテ，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，試験紙，人工
甘味料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
【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
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
具，防錆グリース，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
【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，かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛
用接着剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，塗料用剥離剤，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，薫料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つ
や出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，燃料，工業用油，工業用油脂，ろう，ランプ用灯しん，ろ
うそく
【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，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，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，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
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，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，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除
く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発
光式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵
槽類 いかり 金属製輸送用コンテナ かな床 はちの巣 金属製金具 ワイヤロープ 金
【05】乳児用食品，医療用衛生剤，医療用茶，食餌療法用食品・飲料・砂糖・代用砂糖，薬
用コーヒー飲料・ココア飲料・チョコレート飲料又はシロップ，歯科用ワックス，薬剤，人体
消毒用衛生剤，動物用薬剤
【32】アルコールを含まない炭酸飲料，炭酸及びアルコールを含まない清涼飲料・果実飲
料・飲料用野菜ジュース，炭酸を含む果実飲料及び炭酸を含まない果実飲料，炭酸を含
むノンアルコールカクテルのもと及び炭酸を含まないノンアルコールカクテルのもと，炭酸
を含む飲料水・ミネラルウォーター及び炭酸を含まない飲料水・ミネラルウォーター，薬草
を加味した清涼飲料（医療用でないもの），低カロリーの清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜
ジュース（医療用でないもの），果実を使用したスムージー，ビール，アルコール分を含ま
ないビール風味の清涼飲料，シロップ又はエキスで作られたアルコールを含まないサイ
ダー，飲料製造用のアルコールを含まない天然の又は人工の果実・果実の皮・種・野菜・
【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，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，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

35

01,02,03,04,05,06,0
7,08,09,10,11,12,13,
14,15,16,17,18,19,2
0,21,22,23,24,25,26,
27,28,29,30,31,32,3
3,34,35,36,37,38,39,
40,41,42,43,44,45

48

ＯＬＹＭＰＵＳ

防護

2012/7/10 2012-055765 オリンパス株式会社

05,32

49

ＧＯ ＦＲＥＥ

通常:
標準

2012/7/10 2012-055782 アショーリアン、ジャムシッド

35
50

ルトーレ＼Ｌｅｔｏｒｒｅ

通常

2012/7/10 2012-055784 エイボン・プロダクツ株式会社

※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

30,32
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30,35

51

§畑から あなたへ＼Ｖｅｒｇｅｒ
＼ヴェルジェ

通常

2012/7/10 2012-055791 株式会社ヴェルジェ

指定商品・役務
【30】茶，コーヒー及びココア，フルーツゼリー，フルーツパフェ，菓子及びパン，サンドイッ
チ，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，切りもち，穀物の
加工品，ぎょうざ，しゅうまい，べんとう，米
【35】フランチャイジーに対する経営指導又は助言，市場調査，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

05,09,16,29,30,32,3 【05】サプリメント，栄養サプリメント，栄養サプリメントとして使用されるプロテインパウ
ダー，棒状のミールリプレースメント，スナックバー，液状又は粉末状のミールリプレースメ
5,38,41,42,43,44

52

ボディキー

通常:
標準

2012/7/10 2012-055825 アルティコア インコーポレイテッド

53

ＩＮＤＵＳ ＰＲＩＤＥ

通常:
標準

2012/7/10 2012-055826 サブミラー インディア リミテッド

32
32

54

國生１１０

通常

2012/7/10 2012-055850 株式会社井國

※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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ント飲料，医療用栄養添加剤，食餌療法用の食品調製剤，臨床用食餌療法用食品，その
他の医療用食餌療法用飲料・食品，乳幼児用粉乳，乳幼児の離乳用加工食品
【09】体重管理プログラムに使用されるコンピュータハードウェア・コンピュータソフトウェア
及びそれらの周辺機器、すなわち食事日記トラッキング・活動計画・メニュー計画・カロリー
トラッカー・レシピ計算及び結果トラッキング用のソフトウェア，デジタル教材、すなわち減
量・体重管理・栄養及び運動に関する情報を含むＣＤ・ＤＶＤ及びダウンロード可能なファイ
ル，体重管理用ソフトウェアを含む携帯電話用コンピュータ応用ソフトウェア，電子日記
帳，電子計算機，電子計算機用プログラム，コンピュータ周辺機器，録音又は録画済みＣ
Ｄ・ＤＶＤ・記録媒体，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，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，電子出版
物，携帯電話機用プログラム，携帯用電子式日記帳，電子応用機械器具及びその部品，
電気通信機械器具，測定機械器具
【16】体重管理・栄養及び運動の分野における日記帳・カレンダー・バインダー・定期刊行
物及びパンフレット，体重管理・栄養及び運動の分野における訓練及び教育に関する印
刷物及びマニュアル，日記帳，カレンダー，バインダー，定期刊行物，パンフレット，印刷
物，文房具類，写真
【29】家禽肉・魚・魚介類・牛肉・豚肉及び野菜を主原料とする調理済み加工食品，栄養強
化された加工果実，ビタミン及びミネラルで強化されたナッツを主成分とするスナック菓
子，加工水産物，加工野菜及び加工果実，加工食料品
【30】パスタ・米又はその他の穀物を主原料とする調理済み加工食品，ビタミン及びミネラ
ルで強化されたコーンシロップ・食用粉類並びに穀物を主原料とするスナック食品，栄養
強化されたクッキー，茶，ティーバッグ入りの茶，コーヒー及びココア，調味料，香辛料，穀
物の加工品，菓子及びパン
【32】スポーツ飲料 アイソトニック飲料 アイソトニック飲料のもと 果実飲料 フレーバー
【32】ビール，ミネラルウォーター及び炭酸水、その他のアルコール分を含まない飲料，果
実飲料，シロップ、その他の飲料製造用調整品
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ミネラルウォーター，ビール製造
用ホップエキス，乳清飲料

13／32

今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.
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指定商品・役務

03,09,14,16,18,21,2 【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
4,25,26,28,30,31,35, め，つけまつ毛
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具（「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロト
40,43,45
ロン・産業用Ｘ線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱器・磁気探知機・地震探鉱機

55

ＭＡＩＳＯＮ＼ＤＥ＼ＲＥＥＦＵＲ

通常

2012/7/10 2012-055955 株式会社ジュン

14,16,18,26,31,35,4
0,45

56

Ｌｅｓ ｐｅｔｉｔｓ ｂｏｎｈｅｕｒｓ

通常:
標準

2012/7/10 2012-055956 株式会社ジュン

57

Ｌｅｓ ｐｅｔｉｔｓ ｂｏｎｈｅｕｒｓ

通常:
標準

2012/7/10 2012-055960 株式会社ジュン

35

35
58

§創健社の∞かんたん＼ナ
チュラル！∞ＬＯＶＥ・ＦＯＯＤ・Ｐ 通常
ＥＡＣＥ

2012/7/11 2012-056026 株式会社 創健社

※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/

械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知
機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。），電子管，半導体素子，電子回路
（「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。），電子計算機用プログラム，
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，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，電子出版物
【14】貴金属，宝玉及びその模造品，キーホルダー，宝石箱，記念カップ，記念たて，身飾
品，時計
【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，紙類，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，携帯用化粧道具入れ，
傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄
【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。），ガラス製包装用容器（「ガラス製栓・ガラス製
ふた」を除く。），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，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，栓抜，卵立て，タルト取り分け用へら，ナプキンホルダー，ナプキンリング，
鍋敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，盆，ようじ，ようじ入れ，ろうそく消し，ろうそく立
て，花瓶，水盤
【24】織物（「畳べり地」を除く。），フェルト及び不織布，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
【14】貴金属，宝玉及びその模造品，キーホルダー，宝石箱，記念カップ，記念たて，身飾
品，時計
【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，紙類，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，携帯用化粧道具入れ，
傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄
【26】テープ，リボン，編みレース生地，刺しゅうレース生地，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く。），衣服用ブローチ，帯
留，ボンネットピン（貴金属製のものを除く。），ワッペン，腕章，頭飾品，ボタン類，造花
【31】生花の花輪，海藻類，野菜，果実，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，
盆栽
【35】家具・電気機械器具類・手動利器・手動工具及び金具・台所用品・清掃用具及び洗
濯用具・薬剤及び医療補助品・農耕用品・花及び木・燃料・印刷物・紙類及び文房具類・
運動具・おもちゃ・人形及び娯楽用具・楽器及びレコード・写真機械器具及び写真材料・時
計及び眼鏡・たばこ及び喫煙用具・宝玉及びその模造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，糊及び接着剤・靴クリーム及び靴墨・つやだし剤・植
物性天然香料及びその他の香料・におい袋・ポプリ・家庭用手動式ローラーマッサージ器
（美容用のものを除く。）・ラベルプリンタ・事務用ラミネーター及び事務用裁断機・測定機
械器具・ショッピングカート・救命用具・スプレー式消火器・携帯用防犯ブザー・防犯用スプ
レー・防護マスク・金属製包装容器・ガラス製又は陶磁器製の包装容器・プラスチックス製
包装用容器・紙製包装材・布製手さげ付包装用袋・手提げバスケット・買物かご・家庭用バ
スケット・皮革製の包装容器・手芸用糸及び毛糸・テープ及びリボン・編みレース生地及び
刺しゅうレース生地・ひも及び革ひも・アイロン台及び霧吹き・ネームプレート及び表札・あ
んどん及びちょうちん・ガスランプ及び石油ランプ並びにその部品及び付属品・のぼり及び
【35】広告業，販売促進のための企画及び実行の代理，他人の事業のために行う物品の
調達及びサービスの手配，商品の販売に関する情報の提供，他人のためにする事業の
管理，オークションの運営，輸出入に関する事務の代理及び代行，織物及び寝具類・被
服・履物・かばん類及び袋物・身の回り品・飲食料品の小売又は卸売の業務において行
【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，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，自動販売機の貸与
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No.

59

60

商標（見本）

商標

ゆふの＼黒

§ＪＰ＼ＰＯＳＴ

種別

通常

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【32】大分県由布市で生産又は販売される清涼飲料水，大分県由布市で生産又は販売さ
れるミネラルウォーター飲料

09,25,35,36,39

【09】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
【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
【35】広告業，車両の内外における広告，屋外広告物による広告，ダイレクトメールによる
広告，広告宣伝物の企画及び製作，広告の企画，インターネットにおける広告用スペース
の提供及びこれに関する情報の提供，ディスプレーによる広告，宅配による広告物・試供
品の配布，宅配便及びメール便の伝票による広告，トレーディングスタンプの発行，ポイン
トカード会員の募集及び会員の管理，販売又は営業促進のためのクーポン券の発行，イ
ンターネット・カタログ又は電子メールを利用して行う商品の売買契約の取次ぎ及びこれに
係る情報の提供，競売の運営，新聞・雑誌・書籍の予約購読の取次ぎ，宛名書き及び書
類の封入・封緘・発送の代行，印刷物の発送代行，ＯＣＲで行う文書の複製，光学式読取
り方式で行う手続き文書の複製，通信販売の注文・受注・発注に関する事務処理の代行，
ガソリンの販売に関する事務の代行，コンピュータデータベースの情報構築及び情報編
集，荷物の送り状の作成に関する事務の代行，荷役用パレット等の商品の伝票処理・出
荷確認処理・入荷確認処理等の事務の代行，海外留学に関する事務の代理又は代行，
海外留学の事務手続に関する情報の提供，外国の研修生の受入れに関する事務の代理
又は代行，銀行のキャッシュカード・各種クレジットカードの紛失・盗難通知事務に関する
情報の提供，銀行のキャッシュカード・各種クレジットカードの紛失・盗難通知事務の代行・
媒介又は取次ぎ，軽油の販売に関する事務の代行，建築物の管理に関する一般事務及
び経理事務の代行，顧客管理・商品の仕入・配送に関する事務の代行・在庫管理の代
行，自動車学校入校契約に関する事務の代行・媒介又は取次ぎ，集金に関する事務処理
の代行，請求書発行事務の代理又は代行，通信教育講座の入会契約に関する事務の代
行・媒介又は取次ぎ，督促状の発行事務の代行，電子式複写機又はこれらに準ずる事務
用機器の操作 コンピュータの操作又はこれに関する助言 広告スペースの提供 事務用
【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，かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛
用接着剤，靴クリーム，靴墨，せっけん類，歯磨き，化粧品，つけづめ，つけまつ毛
【04】靴油，保革油，燃料，ろう，ランプ用灯しん，ろうそく
【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，はえ取り紙，防虫紙，乳幼児用粉乳，サプリメント
【08】ピンセット，電気アイロン，電気かみそり及び電気バリカン，手動利器，エッグスライ
サー（電気式のものを除く。），角砂糖挟み，かつお節削り器，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
【09】業務用テレビゲーム機用プログラム，電池，眼鏡，眼鏡の部品及び附属品，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，ウエイトベルト，エアタンク，レギュレー
ター，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－ＲＯ
Ｍ，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，電
子出版物
【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，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，しびん，病人用差込み便
器，耳かき
【11】電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，アイスボックス，氷冷蔵庫，あんか，懐
炉，懐炉灰，湯たんぽ
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，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，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，紙類，写真，写真立て
【18】乗馬用具

2012/7/11 2012-056036 株式会社ＭＹＭウォーター

2012/7/11 2012-056107 日本郵政株式会社

03,04,05,08,09,10,1
1,16,18,20,21,24,25,
29,30,31,32,33,35,3
6,37,38,39,41,42,45

61

日本郵便

通常:
標準

指定商品・役務

32

2012/7/11 2012-056108 日本郵政株式会社

※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：29C01）2012.07.08～2012.07.14.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

03,05,09,16,33,34,3 【03】口臭用消臭剤，動物用防臭剤
【05】おむつカバー，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
5,39,40,43,44,45

62

ＪＡＰＡＮ ＰＯＳＴ

通常:
標準

2012/7/11 2012-056111 日本郵政株式会社

63

ユズッシュ

通常:
標準

2012/7/11 2012-056138 チョーヤ梅酒株式会社

32,33

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。）
【09】太陽電池，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，電子出版物
【16】プラスチック製包装用袋，印刷物，切手帳，はがき
【33】日本酒，洋酒，果実酒，酎ハイ，中国酒，薬味酒
【34】紙巻きたばこ用紙，たばこ，喫煙用具，マッチ
【35】車両の内外における広告，屋外広告物による広告，ダイレクトメールによる広告，広
告宣伝物の企画及び製作，広告の企画，インターネットにおける広告用スペースの提供
及びこれに関する情報の提供，ディスプレーによる広告，宅配による広告物・試供品の配
布，宅配便及びメール便の伝票による広告，トレーディングスタンプの発行，ポイントカード
会員の募集及び会員の管理，販売又は営業促進のためのクーポン券の発行，コールセン
ター事業の運営及び事業の管理，インターネット・カタログ又は電子メールを利用して行う
商品の売買契約の取次ぎ及びこれに係る情報の提供，雑誌・書籍の予約購読の取次ぎ，
宛名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行，印刷物の発送代行，ＯＣＲで行う文書の複
製，光学式読取り方式で行う手続き文書の複製，カタログを利用した通信販売の注文・受
注・発注に関する事務処理の代行，ガソリンの販売に関する事務の代行，コンピュータ
データベースへの情報編集，荷物の送り状の作成に関する事務の代行，荷役用パレット
等の商品の伝票処理・出荷確認処理・入荷確認処理等の事務の代行，海外留学に関す
る事務の代理又は代行，海外留学の事務手続に関する情報の提供，外国の研修生の受
入れに関する事務の代理又は代行，銀行のキャッシュカード・各種クレジットカードの紛
失・盗難通知事務に関する情報の提供，コンピューターのオンラインシステムによる商品
の受注事務，銀行のキャッシュカード・各種クレジットカードの紛失・盗難通知事務の代行・
媒介又は取次ぎ，軽油の販売に関する事務の代行，建築物の管理に関する一般事務及
び経理事務の代行 顧客管理・商品の仕入・配送に関する事務の代行・在庫管理の代
【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
【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

03,05,21,29,30,32,3
剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛
5

64

§ｕ

通常

2012/7/11 2012-056170 株式会社キセキファクトリー

65

まごラブ

通常:
標準

2012/7/11 2012-056176 ディップ株式会社

35,42

※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/

用接着剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し
剤，せっけん類，歯磨き，化粧品（化粧用マスク型パックシートを含む。），香料（アロマオイ
ルを含む。），薫料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つや出し紙，つや出し布，つ
けづめ，つけまつ毛
【05】薬剤（入浴剤を含む。），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，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫
紙，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，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
【21】デンタルフロス，ガラス基礎製品（建築用のものを除く。），かいばおけ，家禽用リン
グ，化粧用具（手動式美容用ローラーを含む。），おけ用ブラシ，金ブラシ，管用ブラシ，工
業用刷毛，船舶ブラシ，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・加熱機・調理台・流し台」を除く。），清掃用具及び洗濯用具，アイロン台，
霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手おけ，ろうそく消し，ろうそく
立て，家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，ねずみ取り器，はえたたき，植木鉢，家庭園芸用
の水耕式植物栽培器，じょうろ，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，洋服ブラシ，寝室用簡易便器，貯金箱，お守り，おみくじ，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，観賞魚用水槽及びその附属品，トイ
レットペーパーホルダー，花瓶，水盤，ガラス製又は磁器製の立て看板，香炉，靴ブラシ，
靴べら，靴磨き布，軽便靴クリーナー，シューツリー，コッフェル，ブラシ用牛毛・たぬきの
毛・豚毛及び馬毛，アロマテラピー用ポット
【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
【35】通信販売，商品の販売に関する情報提供，商品販売の代行，商品の販売促進のた
めの企画及び実行の代理および助言
【42】ソーシャルネットワーキング用電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，ソー
シャルネットワーキングの電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.

66

商標（見本）

商標

まごラブ

種別

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【35】通信販売，商品の販売に関する情報提供，商品販売の代行，商品の販売促進のた
めの企画及び実行の代理および助言
【42】ソーシャルネットワーキング用電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，ソー
シャルネットワーキングの電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守

35,42

【35】通信販売，商品の販売に関する情報提供，商品販売の代行，商品の販売促進のた
めの企画及び実行の代理および助言
【42】ソーシャルネットワーキング用電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，ソー
シャルネットワーキングの電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守

35

【35】雑誌，新聞，インターネット，による広告。また被服，かばん類及び袋物，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。

2012/7/11 2012-056180 ディップ株式会社

67

まごラブ

通常

2012/7/11 2012-056181 ディップ株式会社

68

ＢＩＷＡＫＯ ＲＩＢＢＯＮ

通常:
標準

2012/7/11 2012-056182 中川リボン株式会社

指定商品・役務

35,42

05,29,30,32,33,43,4 【05】薬剤，衛生マスク，医療用腕環，医療用ネックレス
【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，豆腐
4
通常:
標準

69

源寿挑戦

70

ＯＲＩＨＩＲＯ∞ぽっか＼ぽか∞
ほっと＼レモン＼ビタミンＣ
たっぷり∞お湯を注いで混ぜる
だけ！ とけやすいシロップタイ 通常
プ∞寒い＼季節に∞甘酸っぱ
い＼おいしさ∞ぽっか＼ぽか∞
ほっと＼レモン

2012/7/11 2012-056187 株式会社国際メディカル研究所

32
2012/7/11 2012-056205 オリヒロ株式会社

29,30,31,32,33,35

71

サンホーム＼ＳＵＮＨＯＭＥ

通常

【30】茶，コーヒ及びココア，菓子及びパン，調味料，穀物の加工品，べんとう，酵母
【32】ビール，清涼飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース
【33】白酒，しょうちゅうその他の日本酒，果実酒，中国酒，薬味酒
【43】飲食物の提供
【44】美容，はり，きゅう，医業，健康管理の指導及び助言，栄養の指導，医療用機械器具
の貸与，老人の養護及び介護
【32】ビタミンＣを配合したレモン風味のシロップ状の清涼飲料のもと

2012/7/11 2012-056234 尾家産業株式会社

※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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【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】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，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，アイスクリームのもと，
シャーベットのもと，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】食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野菜（「茶の葉」を除く。），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，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，種卵
【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】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，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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.08～2012.07.14.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
29,30,31,32,33,35

72

サンプラザ＼ＳＵＮＰＬＡＺＡ

通常

2012/7/11 2012-056235 尾家産業株式会社

01,03,05,32
73

図形商標

通常

2012/7/11 2012-056259 林原 健

35

74

郷商事株式会社

通常

2012/7/11 2012-056357 郷商事株式会社

05,30,32
75

カゼバリア

通常:
標準

2012/7/12 2012-056424 大正製薬株式会社

05,30,32
76

カゼテクト

通常:
標準

2012/7/12 2012-056425 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。
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指定商品・役務
【29】食用油脂，乳製品，卵，豆，食用たんぱく
【30】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，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】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，種卵
【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】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，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
【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，
肥料，写真材料，人工甘味料，工業用粉類
【03】かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛用接着剤，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，薫料
【05】薬剤，歯科用材料，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，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【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，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，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，工業用粉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，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，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，自動車の小売又は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，電球類及び照明用器
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，プリンターの小売
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，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，
農業用機械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，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，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，
建築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，腐蝕防止
剤及び防錆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，塗料
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 印刷インキの小売
【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，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，サプリメ
ント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【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，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，
ラビオリ
【32】飲料用青汁，粉末状の飲料用青汁のもと，ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野
【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，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，サプリメ
ント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【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，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，
ラビオリ
【32】飲料用青汁，粉末状の飲料用青汁のもと，ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.08～2012.07.14.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

77

フルテクト

通常:
標準

2012/7/12 2012-056426 大正製薬株式会社

05,30,32
通常:
標準

78

フルシールド

79

ｍａｄｅ ｉｎ 田原∞渥美半島＼
からの＼贈り物！！∞愛知県
通常
∞渥美半島∞田原市∞名古屋
∞日本

2012/7/12 2012-056427 大正製薬株式会社

35
2012/7/12 2012-056462 渡邊 隆志

25,32

80

Ｆ１

分割

指定商品・役務
【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
てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，サプリメント，食餌療法用食品，食餌療法
用飲料
【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，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，
ラビオリ
【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，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，サプリメ
ント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【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，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，
ラビオリ
【32】飲料用青汁，粉末状の飲料用青汁のもと，ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野
【35】愛知県田原市産の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，渥美半島産の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

2012/7/12 2012-056510

※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。

フォーミュラ ワン ライセンシング
ベスローテン フエンノートシャップ

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

【25】被服，履物，帽子，エプロン（被服），バンダナ，水泳着，水泳用トランクス，バスロー
ブ，ベルト，よだれ掛け又は胸当て，模造皮革製被服，皮革製被服，コート，仮装用衣服，
ドレッシングガウン，手袋（被服），ジャケット，ジャージー製被服，ジャンパー，ニット製被
服，マネーベルト，外衣，オーバーオール，パジャマ，プルオーバー型セーター及びプル
オーバー型シャツ，サッシュ，スカーフ，ショール，ワイシャツ類及びシャツ，シャワーキャッ
プ，スカート，シングレット，ソックス，スポーツジャージー及び競技用ジャージー，スーツ，
セーター，ズボン，ティーシャツ，下着，制服及びユニフォーム，ベスト，防水加工を施した
被服，装飾用袖口，ブーツ，靴及び運動用特殊靴，スリッパ，運動靴，ヘッドバンド，バイ
ザー，サンバイザー，アノラック，ビーチウェア，子供服，雨衣，自動車競技用衣服，カー
ディガン，ブレザー，ブラウス，ジーンズ製の被服（「和服」を除く。），ネクタイ，蝶ネクタイ，
ドレス，耳覆い，制服，トラックスーツ，革製ジャケット，ヘッドスカーフ，ユニフォーム，メリ
ヤス下着及びメリヤス靴下，ショーツ，寝巻き，着物，デッキシューズ，スニーカー，サンダ
ル靴及びサンダルげた，レジャー用シューズ，ランニングシューズ，革靴，運動用特殊衣
服，革製ベルト，人工皮革製のベルト
【32】ビール，ミネラルウォーター及び炭酸水，果実飲料，シロップその他の飲料製造用調
製品，アルコール分を含まない飲料，ノンアルコールタイプのアペリティフ，シードル（ノン
アルコールのもの），アルコール分を含有しない果実エキス，ジンジャービール（清涼飲
料），アイソトニック飲料，レモネード，発泡性飲料用錠剤，発泡性飲料用粉末，飲料製造
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.08～2012.07.14.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 【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，電子応用機械器具（「ガイ
4,25,28,30,32,41,42 ガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用Ｘ線機械器具・産業用ベータートロン・磁

81

お茶犬

通常:
標準

2012/7/12 2012-056549 株式会社セガ トイズ

03,05,09,16,21,32,4
4
82

美人暦

通常

2012/7/12 2012-056565 株式会社 資生堂

03,05,09,16,21,32,4
4
83

§１２ヵ月の美人暦

通常

2012/7/12 2012-056566 株式会社 資生堂

84

ふじのみ

通常:
標準

2012/7/12 2012-056572 ヤマハ株式会社

※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.
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気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超
音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。），
電子管，半導体素子，電子回路（「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除
く。），電子計算機用プログラム，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，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，
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
【14】宝玉及びその模造品，キーホルダー，記念カップ，記念たて，身飾品（「カフスボタン」
を除く。），カフスボタン，貴金属製靴飾り，時計
【16】事務用又は家庭用ののり及び接着剤，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，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，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。），コルク製・プラスチック製及び木製の栓，プラスチック製及び木製
のふた，うちわ，扇子，家具，懐中鏡，鏡袋，揺りかご，幼児用歩行器
【21】電気式歯ブラシ，化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。），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，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 栓抜 卵立て タルト取り分け用へら ナプキンホ
【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料，歯磨き
【05】薬剤，サプリメント
【09】電子出版物
【16】印刷物
【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く）
【32】清涼飲料
【44】美容，理容，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，は
り
【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料，歯磨き
【05】薬剤，サプリメント
【09】電子出版物
【16】印刷物
【21】化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く）
【32】清涼飲料
【44】美容，理容，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，きゅう，柔道整復，は
り
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ミネラルウォーター，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）2012.07.08～2012.07.14.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
09,35,41

85

§ａ＼ａ‐ｎａｔｉｏｎ＼ａｒｔｉｓｔｓ ａｎｄ
通常
ａｕｄｉｅｎｃｅｓ ａｌｌ ａｃｒｏｓｓ ａｓｉａ

86

南国の雫

通常:
標準

87

バイオアクティビスト

通常:
標準

2012/7/12 2012-056648 モリンダ インコーポレーテッド

88

バイオアクティビズム

通常:
標準

2012/7/12 2012-056649 モリンダ インコーポレーテッド

2012/7/12 2012-056605

エイベックス・グループ・ホールディン
グス株式会社

2012/7/12 2012-056632 株式会社ティー・マーク

32
03,05,30,32

03,05,30,32

14,35

89

ＣＲＥＷＣＵＴＳ

通常:
標準

2012/7/12 2012-056652

ジェイ クルー インターナショナル
インコーポレイテッド

90

大人のやすらぎフルーツオレ

通常:
標準

2012/7/12 2012-056811 キリン・トロピカーナ株式会社

32
32

91

大人の＼すっきり＼フルーツオ
通常
レ∞さわやかな＼朝に！

2012/7/12 2012-056812 キリン・トロピカーナ株式会社

※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/

指定商品・役務
【09】写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，オペラグラス，携帯電話機用ストラッ
プ，携帯電話機用ネックストラップ及びネックピース，電気通信機械器具，携帯電話機用プ
ログラム，携帯電話機用ゲームプログラム，電子応用機械器具及びその部品（「ガイガー
計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用Ｘ線機械器具・産業用ベータートロン・磁気
探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音
波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。），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，レコード，インターネットを利用して受信及び保存することが
できる音楽ファイル，ダウンロード可能な音楽，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
【35】広告業，トレーディングスタンプの発行，経営の判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，新聞記事情報の提供，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，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，うちわ及びせんすの小売又は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，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，化粧品・歯みがきの小売又は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・おもちゃの小売又は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
【32】清涼飲料，果実飲料
【03】化粧品
【05】薬剤，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品
【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
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【03】化粧品
【05】薬剤，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品
【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
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【14】貴金属，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，宝飾品，ネックレス，ブレスレット，
イアリング，指輪，装身用ピン，ブローチ，鎖用宝飾品，ネクタイ止め，ネクタイピン，人造
宝飾品，その他の身飾品，キーホルダー，宝石箱，腕時計，時計バンド，目覚まし時計，
その他の時計及び計時用具，記念カップ，記念たて
【35】被服・履物・帽子・サングラス・眼鏡・宝飾品・時計・身の回り品・薬剤・化粧品・香料
類・キャンドル・食器類・文房具類・卓上文房具・皮革製その他のかばん類及び袋物・バッ
グ・台所用品・清掃用具・洗濯用具・ガラス製品・家具・家庭用リネン製品・織物・寝具類の
小売販売・カタログ又はオンラインによる通信販売・その他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，広告業，事業の管理，事務処理の代行
【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
【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）2012.07.08～2012.07.14.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

92

デビルズキッチン

通常

2012/7/12 2012-056813 中田 美香

29,30,32
93

§こりゃあ＼柚子れねぇ～

94

スムージスト

95

勝矢水

通常

通常:
標準
通常:
標準

2012/7/13 2012-056837 株式会社サンヒルズ庄原

2012/7/13 2012-056838 株式会社ドール
2012/7/13 2012-056839

鳥取ウォーター株式会社
林 貞清

31,32
32
35

96

アットショッピング＼＠ ｓｈｏｐｐｉ
通常
ｎｇ

2012/7/13 2012-056855 メディア株式会社

35
97

タクマーケット＼ＴＡＫ ｍａｒｋｅｔ
通常
ｐｌａｃｅ

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，ソース（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，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，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，ハンバーグ及びステーキの小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，肉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，穀物の加工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，野菜サラダ及びフルーツサラダの小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，加工野菜及び加工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，調理済みパスタ及び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，ごは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，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
【29】柚子を使用した加工水産物，柚子を使用した加工野菜及び柚子を使用した加工果
実，柚子を使用したしいたけの佃煮
【30】柚子を使用した菓子及び柚子を使用したパン
【32】柚子を使用した清涼飲料，柚子を使用した果実飲料，柚子を使用した乳清飲料

【31】野菜，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，木，草，
芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽，糖料作物，ホップ，麦芽
【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，ビール製造用ホップ
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【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
【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

2012/7/13 2012-056868 株式会社Ｔ・Ｓ・Ｂ

29,30,31,35,43

98

ちょい楽

通常:
標準

2012/7/13 2012-056927 株式会社ヨシケイ富山

99

アロマプロテクト

通常:
標準

2012/7/13 2012-056956 大和製罐株式会社

※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。

30,32

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【29】食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，加工野菜及び加
工果実
【30】茶，米，菓子及びパン，調味料，穀物の加工品，べんとう，すし，ぎょうざ
【31】海藻類，野菜，果実，ごま，食用魚介類（生きているものに限る。）
【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，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，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，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行
【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，乳清飲料
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.

100

101

商標（見本）

商標

東北＼かけはし＼プロジェクト
∞かけはしさん

中央線スイーツ

種別

通常

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【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

30,35

【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，茶，コーヒー，ココア，氷，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
【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，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
【31】野菜（「茶の葉」を除く。），茶の葉，果実，食用魚介類（生きているものに限る。），海
藻類，糖料作物
【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，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
【05】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
【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，加工
卵，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，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
【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
【05】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
【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，加工
卵，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，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
【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

2012/7/13 2012-056976 株式会社博報堂

2012/7/13 2012-056983 株式会社ＪＲ中央ラインモール

31,35

102

中央線マルシェ

通常

2012/7/13 2012-056984 株式会社ＪＲ中央ラインモール

05,29,30,32
103

安全グルメ

通常:
標準

2012/7/13 2012-057005 日本ビー・エックス・アイ株式会社

05,29,30,32
104

安全防災グルメ

通常:
標準

指定商品・役務

35

2012/7/13 2012-057006 日本ビー・エックス・アイ株式会社

※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：29C01）2012.07.08～2012.07.14.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

105

Ｒｅｒａ＼ＣＨＩＴＯＳＥ ＯＵＴＬＥＴ
通常
ＭＡＬＬ

106

ブリック

通常:
標準

野菜教室

通常:
標準

2012/7/13 2012-057015 千歳マネージメント有限会社

2012/7/13 2012-057031 株式会社明治

29,30,32
29,30,32

107

2012/7/13 2012-057032 株式会社明治
05,29,30,32

108

メイフロー

通常:
標準

2012/7/13 2012-057034 株式会社明治

05,29,30,32

109

メイフリーテ

通常:
標準

2012/7/13 2012-057035 株式会社明治

※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】ショッピングモール事業の運営，不動産開発事業の管理，ショッピングセンター・ショッ
ピングモールの事業の運営・管理，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，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
【29】乳製品，食用油脂
【30】茶，コーヒー及びココア
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース
【29】乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又はスープのもと，野菜を主材とする惣菜
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，穀物の加工品，即席菓子のもと，ピザ，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，べんとう，ホッ
トドッグ，ミートパイ，ラビオリ，グラタン，ドリア，パスタソース
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース
【05】医療用でん粉，医療用ゼラチン，医療用ミネラルウォーター，医療用栄養添加剤，医
療用栄養補助剤，食品添加用ミネラル（医療用のものに限る。），食餌療法用食品，食餌
療法用加工食品，食餌療法用飲料，食餌療法用食品調整剤，咀嚼嚥下障害者用食品，
ゼラチン・増粘多糖類を主原料とする粉末状の嚥下困難者向けとろみ付け用食品，乳糖，
乳幼児用粉乳
【29】たんぱく質・脂質・糖質を主原料とする流動状・ゼリー状・液状・粉状・固形状の加工
食品，乳製品，食用油脂，食肉，肉製品，卵，加工卵，食用魚介類（生きているものを除
く），加工水産物，冷凍野菜，冷凍果実，寒天，カレー・シチュー又はスープのもと，豆，豆
乳，食用たんぱく
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，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，穀物の加工品，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，
【05】医療用でん粉，医療用ゼラチン，医療用ミネラルウォーター，医療用栄養添加剤，医
療用栄養補助剤，食品添加用ミネラル（医療用のものに限る。），食餌療法用食品，食餌
療法用加工食品，食餌療法用飲料，食餌療法用食品調整剤，咀嚼嚥下障害者用食品，
ゼラチン・増粘多糖類を主原料とする粉末状の嚥下困難者向けとろみ付け用食品，乳糖，
乳幼児用粉乳
【29】たんぱく質・脂質・糖質を主原料とする流動状・ゼリー状・液状・粉状・固形状の加工
食品，乳製品，食用油脂，食肉，肉製品，卵，加工卵，食用魚介類（生きているものを除
く），加工水産物，冷凍野菜，冷凍果実，寒天，カレー・シチュー又はスープのもと，豆，豆
乳，食用たんぱく
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，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，穀物の加工品，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.08～2012.07.14.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

110

メイバランスフロー

通常:
標準

2012/7/13 2012-057036 株式会社明治

05,29,30,32

111

メイプッシュ

通常:
標準

2012/7/13 2012-057037 株式会社明治

05,29,30,32

112

メイショット

113

すくすくカルピスキッズ

114

カルピスキッズ

115

三世代飲料

116

宝▲礦▼力水特

通常:
標準

通常:
標準
通常:
標準
分割:
標準

通常

2012/7/13 2012-057038 株式会社明治

2012/7/13 2012-057045 カルピス株式会社
2012/7/13 2012-057046 カルピス株式会社
2012/7/13 2012-057064 ハウス食品株式会社

29,32
32

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳性飲料，乳清飲料

29,32

【29】乳酸菌飲料，乳飲料
【32】清涼飲料，果実飲料，豆乳飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース

05,32

【05】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飲料用野菜ジュース，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，乳幼児の離乳育児用加工食品，乳幼児の離乳育児用菓子，乳幼
児用食品
【32】ビール，電解質補給用清涼飲料，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビー
ル製造用ホ
プ キス 乳清飲料
【05】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飲料用野菜ジュース，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，乳幼児の離乳育児用加工食品，乳幼児の離乳育児用菓子，乳幼
児用食品
【32】ビール，電解質補給用清涼飲料，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビー
ル製造用ホ プ キス 乳清飲料

2012/7/13 2012-057069 大塚製薬株式会社

05,32
117

寶礦力水特

通常

2012/7/13 2012-057070 大塚製薬株式会社

※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】医療用でん粉，医療用ゼラチン，医療用ミネラルウォーター，医療用栄養添加剤，医
療用栄養補助剤，食品添加用ミネラル（医療用のものに限る。），食餌療法用食品，食餌
療法用加工食品，食餌療法用飲料，食餌療法用食品調整剤，咀嚼嚥下障害者用食品，
ゼラチン・増粘多糖類を主原料とする粉末状の嚥下困難者向けとろみ付け用食品，乳糖，
乳幼児用粉乳
【29】たんぱく質・脂質・糖質を主原料とする流動状・ゼリー状・液状・粉状・固形状の加工
食品，乳製品，食用油脂，食肉，肉製品，卵，加工卵，食用魚介類（生きているものを除
く），加工水産物，冷凍野菜，冷凍果実，寒天，カレー・シチュー又はスープのもと，豆，豆
乳，食用たんぱく
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，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，穀物の加工品，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，
【05】医療用でん粉，医療用ゼラチン，医療用ミネラルウォーター，医療用栄養添加剤，医
療用栄養補助剤，食品添加用ミネラル（医療用のものに限る。），食餌療法用食品，食餌
療法用加工食品，食餌療法用飲料，食餌療法用食品調整剤，咀嚼嚥下障害者用食品，
ゼラチン・増粘多糖類を主原料とする粉末状の嚥下困難者向けとろみ付け用食品，乳糖，
乳幼児用粉乳
【29】たんぱく質・脂質・糖質を主原料とする流動状・ゼリー状・液状・粉状・固形状の加工
食品，乳製品，食用油脂，食肉，肉製品，卵，加工卵，食用魚介類（生きているものを除
く），加工水産物，冷凍野菜，冷凍果実，寒天，カレー・シチュー又はスープのもと，豆，豆
乳，食用たんぱく
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，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，穀物の加工品，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，
【05】医療用でん粉，医療用ゼラチン，医療用ミネラルウォーター，医療用栄養添加剤，医
療用栄養補助剤，食品添加用ミネラル（医療用のものに限る。），食餌療法用食品，食餌
療法用加工食品，食餌療法用飲料，食餌療法用食品調整剤，咀嚼嚥下障害者用食品，
ゼラチン・増粘多糖類を主原料とする粉末状の嚥下困難者向けとろみ付け用食品，乳糖，
乳幼児用粉乳
【29】たんぱく質・脂質・糖質を主原料とする流動状・ゼリー状・液状・粉状・固形状の加工
食品，乳製品，食用油脂，食肉，肉製品，卵，加工卵，食用魚介類（生きているものを除
く），加工水産物，冷凍野菜，冷凍果実，寒天，カレー・シチュー又はスープのもと，豆，豆
乳，食用たんぱく
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，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，穀物の加工品，アーモンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，
【29】乳酸菌飲料，その他の乳製品
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳性飲料，乳清飲料

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）2012.07.08～2012.07.14.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
05,32

118

寶礦力水得

通常

2012/7/13 2012-057071 大塚製薬株式会社

05,32
119

ハングル（図）

通常

2012/7/13 2012-057072 大塚製薬株式会社

32
120

121

122

§ＷＡｎＳａＩｏｎ

図形商標

ＧＯＬＤ ＢＬＥＮＤ

通常

通常

通常:
標準

指定商品・役務
【05】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飲料用野菜ジュース，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，乳幼児の離乳育児用加工食品，乳幼児の離乳育児用菓子，乳幼
児用食品
【32】ビール，電解質補給用清涼飲料，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビー
ル製造用ホ
プ キス 乳清飲料
【05】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飲料用野菜ジュース，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，乳幼児の離乳育児用加工食品，乳幼児の離乳育児用菓子，乳幼
児用食品
【32】ビール，電解質補給用清涼飲料，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビー
ル製造用ホ
プ キス 乳清飲料
【32】ビール，電解質補給用清涼飲料，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

2012/7/13 2012-057073 大塚製薬株式会社

32

【32】ビール，電解質補給用清涼飲料，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

11,30,32

【11】暖房装置並びにその部品及び附属品，調理用具並びにその部品及び附属品，牛乳
加熱用及び牛乳泡立て用機械器具並びにそれらの部品及び附属品，コーヒー・カプチー
ノ・茶・ココア・チョコレ－ト飲料の調製用機器並びにそれらの部品及び附属品，電気式
コーヒー用機械器具並びにその部品及び附属品，電気式コーヒーポット並びにその部品
及び附属品，電気式パーコレーター並びにその部品及び附属品，飲料調整用電気機器
並びにそれらの取替部品（カートリッジを含む。），電気コーヒー沸かし
【30】コーヒー，コーヒーエキス，コーヒー飲料製造用調製品，コーヒー飲料，アイスコー
ヒー，代用コーヒー，代用コーヒーエキス，代用コーヒー飲料製造用調製品，代用コーヒー
飲料，チコリー

2012/7/13 2012-057074 大塚製薬株式会社

2012/7/13 2012-057093

※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。

ソシエテ・デ・プロデュイ・ネスレ・エ
ス・アー

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）2012.07.08～2012.07.14.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
12,35,39

123

124

125

126

移動スーパーの普及促進＼移
通常
動スーパー協会

§ミキモール

図形商標

通常

通常

ベビクロ王子の＼ミニバーガー
通常
屋さん∞黒毛和牛１００％

指定商品・役務

35

【12】自動車並びにその部品及び附属品，車椅子，陸上の乗物用の機械要素，人力車，そ
り，手押し車，荷車馬車，リヤカー，乗物用盗難警報器，カーダンパー，カープッシャー，
カープラー，牽引車，荷役用索道，二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品
【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，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，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
【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】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

29,30,32,35,43

【29】牛乳その他の乳製品，肉製品，加工水産物，コーンスープその他のスープ，フライド
ポテト・オニオンリング・サラダその他の加工野菜および加工果実，ゆで卵その他の加工
卵，豆乳
【30】茶，コーヒー及びココア，ハンバーガその他の菓子及パン，穀物の加工品，サンドイッ
チ，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，ケチャップソース，ドレッシング，ホワイトソー
ス，マヨネーズソース
【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
【35】フランチャイズの事業に関する経営の指導及び助言，フランチャイズの事業の運営及
び管理

2012/7/13 2012-057096 株式会社シブヤコーポレーション

2012/7/13 2012-057097 ＳＯＣ株式会社

2012/7/13 2012-057098 ＳＯＣ株式会社

2012/7/13 2012-057141 株式会社ＦＣＯ

※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：29C01）2012.07.08～2012.07.14.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

03,09,14,18,20,24,2 【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，
つや出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
5,26,35

127

Ｍｅ％

通常

2012/7/13 2012-057146 株式会社ポイント

18,24,25,35

128

§Ｈｅａｔｈｅｒ∞ｂｅ

通常

2012/7/13 2012-057147 株式会社ポイント

29,32,35,43
129

認証∞ＡＮＣＡＲ

通常

2012/7/13 2012-057157 東海物産株式会社

※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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【09】測定機械器具，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，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，電子出版物
【14】宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，キーホルダー，宝石箱，記念カップ，記念
たて，身飾品，貴金属製靴飾り，時計
【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，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，郵便受け（金属製又は石製のものを除く。），買物かご，手鏡，家具，懐中
鏡，鏡袋
【24】織物，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，織物製トイレットシートカバー，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，仮装用衣服，運動用
特殊衣服，運動用特殊靴
【26】電気式ヘアカーラー，被服用はとめ，テープ，リボン，房類，腕止め，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く。），衣服
用ブローチ，帯留，ボンネットピン（貴金属製のものを除く。），ワッペン，腕章，頭飾品
【35】広告業，商品の売買契約の媒介，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，競売の運営，輸出入に
関する事務の代理又は代行，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 身の回り品の小売又は卸売の業務において行われ
【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
【24】織物，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，のぼり及び旗（紙製のものを除く。），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，仮装用衣服，運動用
特殊衣服，運動用特殊靴
【35】広告業，商品の売買契約の媒介，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，競売の運営，輸出入に
関する事務の代理又は代行，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，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，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
【29】食肉，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，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，動植物エキスを主成分とする錠剤状・粒状・顆粒状・液状・固形状・ゲ
ル状・カプセル状の加工食品
【32】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
【43】飲食物の提供
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.08～2012.07.14.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

09,16,29,30,32,33,3 【09】電子出版物，コンピュータソフトウェア，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
9,42

130

復興桜

通常:
標準

2012/7/13 2012-057241 小島 哲夫

35
131

とこしえ

通常:
標準

さくさくサクリ

通常:
標準

2012/7/13 2012-057250 良福株式会社

30,35
132

2012/7/9

2012-058844 株式会社銀座コージーコーナー
35,36,44

133

ｉＤｏｃｔｏｒ

通常

2012/7/10 2012-059309 三上 兼吾

32,33
134

麦と果実＼ムギトフルーツ＼ム
ギトカジツ＼ＭＵＧＩＴＯＦＲＵＩＴ 通常
＼ＭＵＧＩＴＯＫＡＺＩＴＵ

2012/7/9

2012-059360 朴 正植

05,25,29,30,32,41

135

王国安

通常

2012/7/9

※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。

2012-059361 古関 静佳
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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，携帯電話機用ゲームプログラム，ダウンロード可能な、携帯電話機用又はコンピュー
タ用のゲームプログラム，ダウンロード可能な携帯電話用のプログラム
【16】文房具類，印刷物
【29】加工水産物，加工野菜，加工果実，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野
菜，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】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，茶，コーヒー，ココア，調味料，香辛料，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，米
【32】ビール，清涼飲料，乳清飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース
【33】日本酒，洋酒，果実酒，酎ハイ，中国酒，薬味酒
【39】観光業務及びこれに関する情報の提供
【42】気象・災害情報の提供，地震情報又は津波情報の提供，コンピュータプログラムの提
供及びこれに関する助言，ウェブサイトの作成又は保守，インターネットにおけるホーム
ページの設計・作成・更新・保守及びこれらに関する情報の提供，インターネットにおける
ウェブサイトの作成又は保守及びこれらに関する助言，インターネットのサーバー及び
サーバーのエリアの貸与，インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通
信手段を利用したオンラインショッピングのためのサーバーの貸与
【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，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，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
【30】菓子及びパン，コーヒー及びココア
【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，加盟
店において特典を受けられる会員カード・クーポンの発行又はそれらの代行及び仲介，コ
ンピュータネットワークなどの通信による会員カード・クーポンの発行及び情報の提供，そ
の他の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
【35】医業の経営に関する情報の提供，経営の診断又は経営に関する助言，医師・看護
師・介護士その他医療関係職業の斡旋，医師・看護師・介護士その他医療関係職業の求
人情報の提供，広告業，広告に供する電子媒体・情報システムの提供，医療関係者への
サービス提供の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【36】建物の管理，建物の売買の代理又は媒介，土地の貸借の代理又は媒介，土地の売
買の代理又は媒介，建物又は土地の情報の提供，税務相談，税務代理，慈善のための
募金
【44】医業，医業に関する情報の提供，調剤，介護，栄養の指導，医療用機械器具の貸
与
健康診断
【32】ビール，ビール風味の麦芽発泡酒，清涼飲料，果実飲料，乳清飲料
【33】日本酒，洋酒，焼酎，果実酒，麦芽又は麦を使用したビール風味のリキュール，麦芽
又は麦を使用しないビール風味のアルコール飲料，中国酒，薬味酒，フルーツ風味の
ビール，果実風味のビール，蒸留酒を炭酸水で割ったカクテル，フルーツビール風味のリ
キュール（発泡性）▲１▼

【05】漢方薬，その他の薬剤，食餌療法用食品，医療用薬草茶，コーヒーを主原料とするカ
プセル状・粉末状・顆粒状・ブロック状・棒状又は液体状の加工食品
【25】被服，履物
【29】薬草・ハーブ・果実を主原料としたカプセル状、粉末状、液状、顆粒状、錠状の加工
食品，薬草・ハーブ・果実を主原料とした、ビタミンとミネラルを配合のカプセル状、粉末
状、液状、顆粒状、錠状の加工食品
【30】菓子，饅頭，パン，茶，薬草・ハーブ・果実を加味してなる茶，その他の茶，ミルクコー
ヒー飲料，コーヒー，コーヒー飲料，果実・ハーブ・薬草を加味したコーヒー
【32】薬草・ハーブ・果実を加味してなる飲料，コーヒー入りの飲料，ミルクを加味した飲
料，ビタミン・ミネラルを含有する飲料
【41】気功による健康法に関する技術の指導と教授，漢方及び気功に関する図書及び記
録の供覧，漢方学の教授，宗教文化に関する教授，文化活動・漢方学・気功・宗教文化等
における国内外交流のためのセミナー・講演の企画、運営又は開催，文化活動・漢方学・
気功・宗教文化等における国内外交流のための興行の企画、運営又は開催，気功武術

29／32

今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.

136

137

商標（見本）

商標

種別

§ＳＩＮＣＥ１９７４∞かに物語＼
ＣＲＡＢ ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ＼ＤＥＥ
通常
Ｐ ＳＥＡ ＲＥＤ ＣＲＡＢ ＫＥＳ
ＥＮＮＵＭＡ⇔ＡＦＲＩＣＡ

まるずわいがに

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

通常

2012/7/12 2012-060164 高橋 正忠

139

ショッピング村

通常:
標準

2012/7/11 2012-060205 株式会社寺松物流

通常:
標準

29

【29】オオエンコウガニ，オオエンコウガニ剥き身加工水産物

29,32

【29】食物繊維を配合した加工野菜及び加工果実，食物繊維を配合したこんにゃく，食物
繊維を配合した豆乳，食物繊維を配合したカレー・シチュー又はスープのもと，食物繊維を
配合したふりかけ
【32】食物繊維を配合した清涼飲料，食物繊維を配合した果実飲料，食物繊維を配合した
飲料用野菜ジュース

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

35,41

【35】清涼飲料・果実飲料・栄養補給飲料・栄養補給食品の購入に関する消費者のための
助言と情報の提供，販売を目的とした各種通信媒体による清涼飲料・果実飲料・栄養補
給飲料・栄養補給食品の紹介，清涼飲料・果実飲料・栄養補給飲料・栄養補給食品の小
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
【41】健康管理に関する知識の教授，健康管理に関する講演・座談会又はイベント活動の
企画・運営又は実施
【32】スポ－ツ用フル－ツフレ－バ－入りの清涼飲料

2012/7/10 2012-059788 株式会社カネダイ

食物繊維これ一本

かくれ脱水

2012/7/11 2012-060207 株式会社ライトパブリシテイ
32

141

142

143

ファステスト チャージ／＼ＦＡＳ
通常
ＴＥＳＴ ＣＨＡＲＧＥ

§サン食品

幸水

通常

通常

指定商品・役務
【35】食品・料理・飲料に関するメールオーダー及びインターネットカタログサービスの提
供，食品・料理・飲料の小売サービス，食品・料理・飲料その他の商品の販売に関する情
報の提供

2012/7/10 2012-059747 株式会社カネダイ

138

140

区分
35

2012/7/13 2012-060611

インディペンデンス・インターナショナ
ル株式会社

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，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，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

32

【32】清涼飲料

2012/7/11 2012-060626 サン食品株式会社

2012/7/13 2012-060629 松山 和弘

※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.
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.08～2012.07.14.xls
No.

144

145

146

147

148

149

150

商標（見本）

商標

幸茶

あまきんぐ

§ｓｏｚａｉｓｙａ

北大荒集団

種別

通常

通常

通常

通常

ＶＣＨ＼ＢＡＲＣＥＬＯＮＡ

マド
プロ:
通常

ＴＯＲＱＵＥ

マド
プロ:
通常:
標準

ＶＣＨ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

32

【32】清涼飲料

35

【35】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

【35】インターネットを通じて砂糖及び小麦粉・氷砂糖・食用油脂・塩・穀物の加工品・大豆
粉や大豆抽出物を含有する穀物の加工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及びその他の店舗や広告媒体を通じて砂糖及び小麦粉・氷砂糖・食
用油脂・塩・穀物の加工品・大豆粉や大豆抽出物を含有する穀物の加工品の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供。

29,30,31,32,33

【29】食肉，乳製品，緑豆，小豆
【30】米
【31】キノコ，きくらげその他の野菜，とうもろこし，あわ
【32】ミネラルウォーター，清涼飲料
【33】日本酒，洋酒，中国酒

32

【32】Beer; mineral and carbonated waters and other non-alcoholic beverages; fruit-based
beverages and fruit juices.
【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
実を基にした飲料及び果実飲料

32

【32】Soft drinks.
【32】清涼飲料

32

【32】Mineral and carbonated waters and other non-alcoholic beverages; fruit-based
beverages and fruit juices; beer.
【32】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，果実を基に
した飲料及び果実飲料，ビール

2012/7/13 2012-060630 松山 和弘

2012/7/11 2012-060652 株式会社エモテント

2012/7/13 2012-061178 株式会社保田商店

2012/7/13 2012-065820 閻 波

2012/7/10 2012-357775 Ｓ．Ａ． ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ

2012/7/12 2012-357838 ＮｕＺｅｅ Ｃｏ Ｌｔｄ

2012/7/10 2012-357893 Ｓ．Ａ． ＶＩＣＨＹ ＣＡＴＡＬＡＮ

※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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No.

151

152

153

154

商標（見本）

商標

ＤＡＹＬＩＣＩＯＵＳ

§Ｏｌｅａ＼Ｖｉｔａ

§ｎｕＺｅｅ

Ｃｈｏｃ－Ｌｏｃｋ

種別
マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

2012/7/12 2012-358093

2012/7/9

2012-358357

出願人／権利者

区分

【29】Fruit jams; flowers and leaves, being dried, cooked or preserved foodstuffs.
【29】フルーツジャム，花及び葉（乾燥処理済み・調理済み又は保存処理済みの食品であ
るもの）

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

03,32

【03】Body and beauty care cosmetics.
【32】Bottled drinking water.
【03】身体の手入れ用及び美容用の化粧品
【32】ボトル入り飲料水

16,29,30

【16】Packaging materials of cardboard, paper, plastic or regenerated cellulose; wrapping
paper; containers, films, pouches and small bags for packaging made of cardboard, paper,
plastic or regenerated cellulose.
【29】Jams and fillings made from fruit, particularly jams and fillings made from fruit
resistant to baking or boiling; prepared nuts; preparations for food containing prepared
nuts; nut paste; nut-based fillings, particularly nut-base fillings resistant to baking or
boiling.
【30】Cocoa, cocoa powder, products containing cocoa; beverages and food additives
based on cocoa or mainly consisting of cocoa; chocolate.
【16】厚紙・紙・プラスチック又は再生セルロースからなる包装材料，包装紙，厚紙・紙・プラ
スチック又は再生セルロースからなる包装用の容器・フィルム・ポーチ及び小袋
【29】果実から作ったジャム及びフィリング，特にオーブン焼き又は煮沸に使用できる果実
から作ったジャム及びフィリング，加工済みナッツ，加工済みナッツ入りの食品用調製品，
ナッツペースト，ナッツを主材とするフィリング，特にオーブン焼き又は煮沸に使用できる
ナッツを主材とするフィリング
【30】ココア，粉末ココア，ココア入り製品，ココアベースの又はココアを主材とする飲料及
【32】Aperitifs, non-alcoholic; beer; beer wort; cocktails, non-alcoholic; peanut milk (soft
drink); non-alcoholic fruit extracts; extracts of hops for making beer; non-alcoholic fruit
extracts; non-alcoholic fruit juice beverages; fruit nectars, non-alcoholic; non-alcoholic
beverages; powders for effervescing beverages; pastilles for effervescing beverages;
essences for making beverages; non-alcoholic honey-based beverages; whey beverages;
preparations for making beverages; non-alcoholic honey-based beverages; extracts of
hops for making beer; ginger beer; isotonic beverages; aerated water; preparations for
making aerated water; kvass (non-alcoholic beverages); preparations for making liqueurs;
lemonades; syrups for lemonade; Lithia water; malt beer; malt wort; milk of almonds
(beverage); orgeat; preparations for making mineral water; mineral water (beverages);
whey beverages; must; cider, non-alcoholic; fruit juices; vegetable juices (beverages);
sarsaparilla (soft drink).
【32】Seltzer water; mineral water (beverages); soda water; lemonades; beer; aerated
water; colas; fruit juice; table waters; water (beverages).
【32】セルツァ炭酸水，ミネラルウォーター，ソーダ水，レモネード，ビール，炭酸水，コーラ
飲料，果実飲料，ミネラルウォーター，飲料水

Ａｕｓｔｒａｌｉａｎ Ｃｕｌｉｎａｒｙ Ｆｏｏｄｓ Ｐｔｙ
Ｌｔｄ

ＳＰＡＮＩＳＨ ＡＧＲＯＱＵＡＬＩＴＹ ＦＯ
ＯＤ， Ｓ．Ｌ．

2012/7/12 2012-358544 ＮｕＺｅｅ Ｃｏ Ｌｔｄ

2012/7/12 2012-358547 Ｂａｒｒｙ Ｃａｌｌｅｂａｕｔ ＡＧ

32,33

155

§ｐｒｏｓｉｔ∞Ｂｉｅｒ

マド
プロ:
通常

2012/7/12 2012-358694 Ｅａｓｙ Ｒｉｄｅｒ Ｄｒｉｎｋｓ ＧｍｂＨ

32
156

§可▲藍▼

マド
プロ:
通常

2012/7/10 2012-358949

※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

Ｂｅｉｊｉｎｇ Ｋｅｌａｎ Ｆｏｏｄ Ｃｏ．， Ｌｔ
ｄ．

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.08～2012.07.14.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
09,16,18,35,40

157

ＬＵＮＡＲ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/9

※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。

2012-359400 ＨＡＳＳＥＬＢＬＡＤ Ｓaｒｌ

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

指定商品・役務
【09】Photographic, cinematographic and optical apparatus and instruments; cameras;
apparatus and instruments for recording, transmitting, reproducing sound or images;
apparatus and instruments for recording, transmitting and reproducing sound or images
for mobile cameras; cameras [photography]; photographic lenses, electronic photographic
flashes, photographic lenses for cameras; camera lenses, optical lenses; software,
computer programs; image management and editing software; software for mobile
devices; video cameras; darkroom lamps (photography); darkrooms (photography); shutter
releases (photography); optical data media; photography screens; video screens; spools
(photography); glazing apparatus for photographic prints; drying apparatus for
photographic prints; cases especially made for photographic apparatus and instruments;
filters [photography]; filters for ultraviolet rays for photography; flash bulbs
(photography); optical lamps; electronic photographic apparatus; speed measuring

