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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.15～2012.07.21.xls
No.

商標（見本）

1

2

3

商標

種別

￠ＭｃＣＡＦＥ ＢＹ ＢＡＲＩＳＴＡ 通常

§ＲＢａｓｓ＼４４∞＃４４＼ＲＡＮ
ＤＹ ＢＡＳＳ∞Ｂａｓｓ＼Ｔｒｉｐｌｅ 通常
Ｃｒｏｗｎ∞Ｒ．ＢＡＳＳ

ＰＵＭＰＫＩＮ∞ｊｕｉｃｅ

通常

出願日

出願番号

2012/7/17 2012-057359

出願人／権利者

29,30,32

【29】肉製品，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】調味料，香辛料，パスタソース
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

32

【32】かぼちゃジュース

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，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，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

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

35,41,43

【35】広告業，商品の販売に関する情報の提供，商品の販売促進のための企画及び実行
の代理，織物・寝具類・被服・履物・かばん類・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，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，携帯電話機又はスマートフォン用ストラップ・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，食器・キー
ホルダー・手動利器・手動工具・金具・台所用品・清掃用具・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・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，書籍・雑誌・印刷物・紙類・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，ダウンロード
可能な電子出版物のオンラインによる小売又は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・人形・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・レコード・録音済み記録媒体・録画済み記録媒体の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ダウンロード可能な音楽
及び映像のオンラインによる小売又は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・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・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
【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，講演会の企画・運
営又は開催，美術品の展示，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，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，トーク
ショーの企画・運営又は開催，写真展の企画・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。），娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修の
ための施設の提供，娯楽の提供，娯楽情報の提供，オンラインによる電子書籍・音楽・画
像・映像の提供，放送番組の制作，録音又は録画済み記録媒体の原盤の制作，オンライ
ンによるゲームの提供 教育・文化・娯楽のための展示会の企画・運営又は開催 書籍の

2012/7/17 2012-057384 ランディ・ウィリアム・バース

2012/7/17 2012-057423

ワーナー ブラザーズ エンターテイ
ンメント インコーポレイテッド

オイルフリー派ダ

通常

2012/7/17 2012-057452 オルビス株式会社

5

湯布の鉱泉

通常:
標準

2012/7/17 2012-057489 有限会社ウエノお志ぼり商会

ＴＯＷＥＲ ＲＥＣＯＲＤＳ ＣＡＦＥ 通常

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

マクドナルド インターナショナル プ
ロパティー カンパニー リミテッド

4

6

区分
32

2012/7/17 2012-057518 タワーレコード株式会社

※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）2012.07.15～2012.07.21.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
09,35,38,41

7

ＴＯＷＥＲ ＲＥＣＯＲＤＯｍｍＵｎ
通常
Ｅ

2012/7/17 2012-057519 タワーレコード株式会社

35,41

8

§Ｓｐａｃｅ＼ＨＡＣＨＩＫＡ∞Ｉ

通常

2012/7/17 2012-057520 タワーレコード株式会社

9

ヘルシーＰＩＮＰＩＮ

通常:
標準

2012/7/17 2012-057665 竹中 一紀

10

ニコまん＼２５まん

通常

2012/7/17 2012-057681 株式会社中村屋

11

体内湯治

通常:
標準

2012/7/18 2012-057698 三和工業株式会社

※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。

32

指定商品・役務
【09】録音済みＣＤその他の記録媒体，録画済みＤＶＤその他の記録媒体，電子出版物，
ダウンロード可能な雑誌・書籍・新聞・映像・画像・文字情報・音楽及び音声，携帯電話機
又はスマートフォン用ストラップ，電気通信機械器具並びにその部品及び附属品，コン
ピュータソフトウェア，電子応用機械器具及びその部品，家庭用テレビゲーム機用プログ
ラム，ダウンロード可能なゲームプログラム
【35】広告業，商品の販売に関する情報の提供，商品の販売促進のための企画及び実行
の代理，織物・寝具類・被服・履物・かばん類・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，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，携帯電話機又はスマートフォン用ストラップ・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，食器・キー
ホルダー・手動利器・手動工具・金具・台所用品・清掃用具・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・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，書籍・雑誌・印刷物・紙類・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，ダウンロード
可能な電子出版物のオンラインによる小売又は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・人形・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・レコード・録音済み記録媒体・録画済み記録媒体の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ダウンロード可能な音楽
及び映像のオンラインによる小売又は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・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・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
【38】電気通信（「放送」を除く。），放送
【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，講演会の企画・運
営又は開催，美術品の展示，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，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，トーク
ショーの企画・運営又は開催 写真展の企画・運営又は開催 興行の企画・運営又は開催
【35】広告業，商品の販売に関する情報の提供，商品の販売促進のための企画及び実行
の代理，織物・寝具類・被服・履物・かばん類・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，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，携帯電話機又はスマートフォン用ストラップ・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，食器・キー
ホルダー・手動利器・手動工具・金具・台所用品・清掃用具・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・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，書籍・雑誌・印刷物・紙類・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，ダウンロード
可能な電子出版物のオンラインによる小売又は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・人形・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・レコード・録音済み記録媒体・録画済み記録媒体の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ダウンロード可能な音楽
及び映像のオンラインによる小売又は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・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・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
【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，講演会の企画・運
営又は開催，美術品の展示，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，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，トーク
ショーの企画・運営又は開催，写真展の企画・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。），娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修の
ための施設の提供，娯楽の提供，娯楽情報の提供，オンラインによる電子書籍・音楽・画
像・映像の提供 放送番組の制作 録音又は録画済み記録媒体の原盤の制作 オンライ
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，飲料製造用エッセンス，ビール，ビール
製造用ホップエキス

30,35

【30】菓子及びパン，まんじゅう菓子
【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

03,32,43

【03】せっけん類，香料，薫料，化粧品
【32】鉱泉水，飲料用温泉水
【43】鉱泉水の提供，飲料用温泉水の提供

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）2012.07.15～2012.07.21.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

12

ミドリ薬品

通常

2012/7/18 2012-057750 株式会社マツモトキヨシ九州販売

35

13

Ｂｅｔｔｅｒ Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ

通常:
標準

2012/7/18 2012-057781 株式会社セイエンタプライズ

35

14

Ｂｅｔｔｅｒ Ｌｉｆｅ

通常:
標準

2012/7/18 2012-057782 株式会社セイエンタプライズ

35

15

ＳｅｉＳｈｏｐ

通常:
標準

2012/7/18 2012-057783 株式会社セイエンタプライズ

※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】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，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，
医療用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，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，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，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】通信販売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
ピュータによるファイルの管理，コンピュータデータベースへの情報構築，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，寝袋（キャンプ用のものを
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，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，安全靴・その他の履物の小
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
売または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，充電器・発電用太陽電池モ
ジュール・照明器具・その他の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，カヤック・ゴムボート・ゴムボート用空気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，糞尿処理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，消臭剤・抗菌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，薬剤・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
【35】通信販売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
ピュータによるファイルの管理，コンピュータデータベースへの情報構築，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，寝袋（キャンプ用のものを
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，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，安全靴・その他の履物の小
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
売または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，充電器・発電用太陽電池モ
ジュール・照明器具・その他の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，カヤック・ゴムボート・ゴムボート用空気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，糞尿処理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，消臭剤・抗菌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，薬剤・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
【35】通信販売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
ピュータによるファイルの管理，コンピュータデータベースへの情報構築，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，寝袋（キャンプ用のものを
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，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，安全靴・その他の履物の小
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
売または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，充電器・発電用太陽電池モ
ジュール・照明器具・その他の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，カヤック・ゴムボート・ゴムボート用空気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，糞尿処理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，消臭剤・抗菌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，薬剤・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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.15～2012.07.21.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

16

びっくり市

通常

2012/7/18 2012-057801 明治屋産業株式会社

17

Ｂｉｏ ＩＴ Ｅｖｅｒｌａｓｔｉｎｇ

通常:
標準

2012/7/18 2012-057805 バイオＩＴ株式会社

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

03,32

【03】化粧せっけん，シャンプー，化粧水，クリーム，紅，頭髪用化粧品，香水，アイシャド
ウ，ネイルエナメル，マスカラ，毛髪脱色剤
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【35】広告業，商品の販売に関する情報の提供，商品の販売促進のための企画及び実行
の代理，織物・寝具類・被服・履物・かばん類・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，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，携帯電話機又はスマートフォン用ストラップ・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，食器・キー
ホルダー・手動利器・手動工具・金具・台所用品・清掃用具・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・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，書籍・雑誌・印刷物・紙類・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，ダウンロード
可能な電子出版物のオンラインによる小売又は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・人形・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・レコード・録音済み記録媒体・録画済み記録媒体の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ダウンロード可能な音楽
及び映像のオンラインによる小売又は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・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・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
【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，講演会の企画・運
営又は開催，美術品の展示，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，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，トーク
ショーの企画・運営又は開催，写真展の企画・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。），娯楽施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修の
ための施設の提供，娯楽の提供，娯楽情報の提供，オンラインによる電子書籍・音楽・画
像・映像の提供，放送番組の制作，録音又は録画済み記録媒体の原盤の制作，オンライ
ンによるゲームの提供 教育・文化・娯楽のための展示会の企画・運営又は開催 書籍の
【35】中古の衣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，中古の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，中古の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，中古の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，中古の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，中古の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，中古の自転車・オートバイの小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，中古の家庭用家具及びオフィス家具
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，中古の電気機械器
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，中古の手動利
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，中古の台所用品・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，中古の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，中古の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，中古の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，中古の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，中古のおもちゃ・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，中古の楽器及びレコード・ＣＤの小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，中古の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，中古の時計及び眼鏡
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，中古の宝玉及びそ
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，中古の骨
董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，中古の絵画の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，リユースされる衣料品
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

35,41,43

18

ＣＵＴＵＰ＼ＳＴＵＤＩＯ

通常

2012/7/18 2012-057808 タワーレコード株式会社

35

19

リークラブ

通常:
標準

2012/7/18 2012-057832 フジシロ工業有限会社

※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

35

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）2012.07.15～2012.07.21.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

20

ＪＲＣＡ

通常:
標準

2012/7/18 2012-057849 フジシロ工業有限会社

35,36,37,39,42,44,4
5

21

図形商標

通常

コバックス株式会社
2012/7/18 2012-057858 株式会社小林
三和石油ガス株式会社

※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
【35】中古の衣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，中古の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，中古の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，中古の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，中古の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，中古の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，中古の自転車・オートバイの小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，中古の家庭用家具及びオフィス家具
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，中古の電気機械器
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，中古の手動利
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，中古の台所用品・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，中古の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，中古の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，中古の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，中古の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，中古のおもちゃ・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，中古の楽器及びレコード・ＣＤの小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，中古の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，中古の時計及び眼鏡
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，中古の宝玉及びそ
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，中古の骨
董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，中古の絵画の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，リユースされる衣料品
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
【35】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，液化石油
ガ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，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，電気通信機器の
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，空気調整機器・ボイ
ラー及び暖房機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，
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，厨房機器・浴槽・洗面機器・トイレ設備及び浄化槽の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，工作機械等の作動油・加工油・潤滑剤・溶
剤及び洗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，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，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，中古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，自動車部品及び自動車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，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，中古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，中古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，ガスメータ及びガス保安機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，太陽光発電システムの小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供
【36】生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，中古自動車の評価，
建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代
理又は媒介，建物又は土地の鑑定評価，土地の管理，土地の貸借の代理又は媒介，土
地の貸与 土地の売買 土地の売買の代理又は媒介 建物又は土地の情報の提供
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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

22

キセキファクトリー

通常

2012/7/18 2012-057862 株式会社キセキファクトリー

35

23

ｋｉｓｅｋｉ＼ｆａｃｔｏｒｙ

通常

2012/7/18 2012-057863 株式会社キセキファクトリー

※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】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の便益の提供，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
【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の便益の提供，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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.15～2012.07.21.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

24

ＪＡＬＵＸ

通常:
標準

2012/7/18 2012-057867 株式会社ＪＡＬＵＸ

16,35,38,39,41,42,4
3,45

25

ひとまちゆい

通常:
標準

2012/7/18 2012-057875 株式会社ぐるなび

※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】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，身飾品の小売又は卸売の業務
において行な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，空港や航空機整備において使用される
特殊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
【16】印刷物，雑誌，書籍，写真
【35】商品の販売に関する情報の提供，商品の販売促進及び役務の提供促進に関する情
報の提供，商品展示会及び商品見本市の企画・運営・開催並びにこれらに関する助言・
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
【38】電気通信（放送を除く。），電子掲示板通信
【39】鉄道による輸送又はこれに関する情報の提供，主催旅行の実施又はこれに関する
情報の提供，旅行者の案内又はこれに関する情報の提供，旅行に関する契約（宿泊に関
するものを除く。）の代理・媒介若しくは取次ぎ又はこれらに関する情報の提供
【41】電子出版物の提供，図書及び記録の供覧（通信ネットワークを利用して提供されるも
のを含む。），通信ネットワークを利用した音楽・映像・画像の提供，通信ネットワークによ
るゲームの提供及びこれに関する情報の提供
【42】気象情報の提供，デザインの考案，電子計算機用プログラムの提供，電子計算機の
プログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言・情報の提供，検索エンジンの
提供，ウェブサイトにおけるサーバの記憶領域の貸与
【43】宿泊施設の提供に関する情報の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，
宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎに関する情報の提供，飲食物の提供に関する
情報の提供，動物の宿泊施設の提供に関する情報の提供
【45】インターネットの電子掲示板を用いたプロフィール・日記等の個人に関する情報の提
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.15～2012.07.21.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
35,36,37,39

26

三和石油ガス＼ｓａｎｗａ ｐｅｔｒｏｌ
通常
ｅｕｍ ＆ ｇａｓ

27

ＧＬＡＣＩＥＲ ＳＰＲＩＮＧＳ

通常:
標準

2012/7/18 2012-057892 三和石油ガス株式会社

2012/7/18 2012-057909

ウィスラー・ウォーター・インコーポ
レーテッド

32
35

28

ＫＯＮＡＭＩ

通常:
標準

2012/7/18 2012-057933 コナミ株式会社

※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
【35】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，液化石油
ガ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，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，電気通信機器の
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，空気調整機器・ボイ
ラー及び暖房機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，
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，厨房機器・浴槽・洗面機器・トイレ設備及び浄化槽の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，工作機械等の作動油・加工油・潤滑剤・溶
剤及び洗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，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，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，中古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，自動車部品及び自動車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，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，中古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，中古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，ガスメータ及びガス保安機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
【36】生命保険契約の締結の媒介，生命保険の引受け，損害保険契約の締結の代理，損
害保険に係る損害の査定，損害保険の引受け，保険料率の算出，中古自動車の評価
【37】建設工事 浴槽・洗面機器・トイレ設備及び浄化槽の設置工事 通信設備工事 自動
【32】ボトル入り飲料水，その他の清涼飲料
【35】広告業，広告，広告の代理，販売促進のための商品見本市の企画・運営又は開催，
販売促進のためのゲーム大会の企画・運営又は開催，広告用具の貸与，広告スペースの
貸与又は提供，広告スペースの貸与又は提供に関する情報の提供，トレーディングスタン
プ・クーポン券・ポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行・管理及び清算並びにこ
れらに関する情報の提供，ポイントの発行・清算及び管理並びにこれらに関する情報の提
供，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，商品の売買契約の媒介，顧
客情報の管理，コンピュータネットワークを介した事業に関する情報の提供，競売の運
営，競売の運営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，輸出入に
関する事務の代理・代行に関する情報の提供，求人情報の提供，新聞記事情報の提供，
雑誌記事情報の提供，自動販売機の貸与，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，加工食料品・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，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，手鏡・整理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，絵馬・香炉の小売又は卸売の業務に
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，携帯電話機用ケース又はストラップ・デジタル
フォトフレーム・イヤホン・ヘッドフォン・その他の電気通信機械器具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，コンピュータソフトウェ
ア・携帯電話機用プログラム・携帯電話機又はコンピュータ用のゲームソフトウェア・電子
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.15～2012.07.21.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

03,09,14,16,18,20,2 【03】靴クリーム，靴墨，つや出し剤，せっけん類，マウスウォッシュ，その他の歯磨き，化
1,24,25,28,29,30,32 粧品，ローション，香料，つけづめ，つけまつ毛

29

ＭＯＮＳＴＥＲＳ ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ

通常:
標準

2012/7/18 2012-057937

ディズニー エンタープライゼズ イン
ク

35,36,37

30

§Ｒｅ ｉｚｍ

通常

2012/7/18 2012-057945 株式会社石本商店

09,16,25,30,32

31

３７７６ｍのアイドル

通常:
標準

2012/7/18 2012-057965 三輪 純久

※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/

【09】装飾用磁石，プロジェクター及びその部品，カメラ，その他の写真機械器具，映画機
械器具，双眼鏡，光学機械器具，スマートフォン及び携帯電話機，スマートフォン及び携帯
電話機の部品及び附属品，スマートフォン及び携帯電話機専用のカバー・ケース・ストラッ
プ・ホルダー・アンテナボール・アダプター・充電器・ヘッドフォン，その他の電気通信機械
器具，電子応用機械器具及びその部品，コンピュータ用のリストレスト及び肘のサポート
用パッド，コンピューターゲームカートリッジ，眼鏡，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，コンピュータ端末・携帯電話機端末・ハンド
ヘルドコンピュータ・携帯情報端末その他の通信機器端末からダウンロード可能なゲーム
プログラム，家庭用テレビゲーム機用ゲームソフトウェア，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，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，コンピュータ端末・携帯電話機端末・
ハンドヘルドコンピュータ・携帯情報端末その他の通信機器端末からダウンロード可能な
音楽及び音声，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・ビデオテープ・デジタルバーサタイルディスク，録音・録画済み記
録媒体，コンピュータ端末・携帯電話機端末・ハンドヘルドコンピュータ・携帯情報端末そ
の他の通信機器端末からダウンロード可能なアニメーション映画，コンピュータ端末・携帯
電話機端末・ハンドヘルドコンピュータ・携帯情報端末その他の通信機器端末からダウン
ロード可能なアニメーション画像，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，コンピュータ端末・携帯電話機端末・ハンドヘルドコンピュータ・携帯情
報端末その他の通信機器端末からダウンロード可能な文字，コンピュータ端末・携帯電話
機端末・ハンドヘルドコンピュータ・携帯情報端末その他の通信機器端末からダウンロード
可能な電子出版物 音声・画像・映像・文字情報を記憶させた記録媒体
【35】宝石の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，宝玉の小
売又は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，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，楽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，財布の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，キーホルダ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，身飾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，ネックレ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，指輪の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，洋服の
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，コートの小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，セーター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，ワイシャツ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，寝巻き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，下着の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，水泳着の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，水泳帽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，和服
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，ずきんの小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，すげがさの小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，ナイトキャップの小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，帽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，防暑用ヘルメ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，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。）の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，げたの
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，草履類の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 ベルトの小売又は卸売の業務に
【09】電気通信機械器具，携帯電話機用ストラップ，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ーＲＯＭ，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】紙製包装用容器，プラスチック製包装用袋，紙製のぼり，紙製旗，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，文房具類，印刷物，写真
【25】洋服，セーター類，ワイシャツ類，下着，靴下，ネクタイ，帽子，草履類，仮装用衣服
【30】茶，コーヒー，ココア，氷，菓子，パン，穀物の加工品，サンドイッチ，たこ焼き，弁当，
酒かす
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.15～2012.07.21.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

32

￠Ｍａｍａｉｋｕｋｏ Ｅｎｆａｎｔ ｅｔ
Ｂｅｂｅ＼ｅｎｂｅ

通常

2012/7/18 2012-057967 株式会社システムジュウヨン

14,18,25,35

33

§Ｌ’ｅａｕ

通常

2012/7/18 2012-058078 株式会社ベイクルーズ

05,29,30,32

34

元気雑穀

通常:
標準

2012/7/18 2012-058079 サニーヘルス株式会社

※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
【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，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
【14】キーホルダー，身飾品，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，時計
【18】かばん類，袋物，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，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
【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】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，電球類及び照明用器具・携帯電話機用部品及び附
属品・その他の電気機械器具類（「家庭用食器洗浄機・家庭用電気式ワックス磨き機・家
庭用電気洗濯機・家庭用電気掃除機・電気ミキサー・電気アイロン・家庭用電熱用品類
（美容用又は衛生用のものを除く。）」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，キーホルダ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，台所用品・清掃用具及び洗濯用具（「エッグススライサー（電気式の
ものを除く。）・かつお節削り器・角砂糖挟み・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・家庭用食品包
装フイルム・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・織物製テーブルナプ
キン・紙製ごみ収集用袋・プラスチック製ごみ収集用袋・清掃用具及び洗濯用具・ふきん」
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，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
【05】穀物を主原料とする棒状・粉末状・液体状・ブロック状・ゼリー状の加工食品，サプリ
メント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，薬剤，乳幼児用粉乳，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】肉製品，加工水産物，フルーツソース，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，スープ，ぞうすいのもと，カレー・シチュー又はスープのも
と，カレーうどんのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物
【30】雑穀入りの茶，茶，せんべい，棒状の菓子，その他の菓子，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，パスタ，麺類，コーンフ
レーク，果実及び穀粒をベースにしたシリアルを含むグラノーラ（穀物の加工品），穀物の
加工品，ぞうすい，穀物を主体とする惣菜，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラ
ビオリ，米，米を主原料として雑穀類を配合した雑穀配合米，脱穀済みのえん麦，脱穀済
みの大麦，食用粉類
【32】ビール，茶を含む清涼飲料，清涼飲料，果実飲料，原材料に穀物を含む飲料用野菜
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.15～2012.07.21.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

35

北輝雪＼～きたのきせつ～

通常

2012/7/18 2012-058088 長太 均

35

36

§ＡＣＳＥ ＬＡＮＤ

通常

2012/7/19 2012-058108 株式会社ツインマーボ

32
37

美女小町＼ＢＩＪＹＯ ＫＯＭＡＣ
通常
ＨＩ

2012/7/19 2012-058110 株式会社アイケイ

35

38

§ぶんぐのまち

通常

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，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，米及び玄米の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，米粉の小売又は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，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，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，こう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，酒
か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，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，米ぬかの小売又は卸
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
【35】織物及び寝具類の小売または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，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，履物の飲食料品
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，かばん類及び袋物
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，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，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，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，医療用
機械器具（「歩行補助器・松葉づえ」を除く。）の小売又は卸売の業務において行われる顧
【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

2012/7/19 2012-058120 イオン株式会社

※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。

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【35】商品の販売促進のためのポイントカードの発行及び管理，トレーディングスタンプの
発行，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，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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.15～2012.07.21.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

03,05,06,08,10,18,2 【03】愛玩動物用被服類用洗濯用柔軟剤，愛玩動物用被服類用洗濯用漂白剤，愛玩動物
0,21,28,31,35,36,39, 用防臭剤，愛玩動物用せっけん類，愛玩動物用シャンプー，愛玩動物用の歯磨き，化粧
品，愛玩動物用香料，愛玩動物用の洗浄効果を有するコンディショナー，愛玩動物用ブ
41,43,44,45
ラッシング剤

39

イオン動物病院

通常:
標準

2012/7/19 2012-058123 イオン株式会社

03,05,06,08,10,18,2
0,21,28,31,35,36,39,
41,43,44,45

40

ＡＥＯＮ Ａｎｉｍａｌ Ｈｏｓｐｉｔａｌ

通常:
標準

2012/7/19 2012-058125 イオン株式会社

※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。

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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【05】愛玩動物用の殺虫効果を有する洗浄剤，愛玩動物用紙製おしめ，愛玩度物用歯科
材料，愛玩動物用人工授精用精液，愛玩動物用包帯，愛玩動物用薬剤，愛玩動物用眼
帯，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属
するものを除く。）
【06】愛玩動物用金属製ネームプレート及び標札
【08】愛玩動物用つめ切り，愛玩動物用電気バリカン，愛玩動物用手動バリカン，愛玩動
物用つめ磨き
【10】愛玩動物用綿棒
【18】愛玩動物用体拭き用タオル，愛玩動物用リード紐，愛玩動物用首輪，愛玩動物用
ハーネス，愛玩動物用被服類
【20】愛玩動物運搬用ケース，愛玩動物用の係留具，愛玩動物用まくら，愛玩動物用ベッ
ド，犬小屋，愛玩動物用記念碑，愛玩動物用仏壇，愛玩動物用葬祭用具
【21】愛玩動物の小便用清掃用具，愛玩動物の給餌用マット，愛玩動物の調教用具，愛玩
動物の排泄物処理用具，愛玩動物用食器，愛玩動物用ブラシ，犬のおしゃぶり
【28】愛玩動物用おもちゃ，愛玩動物用ぬいぐるみ，愛玩動物用運動用具
【31】飼料用たんぱく，飼料，愛玩動物用飲料，獣類・魚類（食用のものを除く。）・鳥類及び
昆虫類
【35】広告業，ポイントカードの発行・清算及び管理，フランチャイズ事業の運営及び管理，
市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，職業のあっせん，輸出入に関する
事務の代理又は代行，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，愛玩動物の小売又
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，愛玩動物の飼料の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，愛玩動物の調教用具の小売又
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 愛玩動物のシャンプーの小
【03】愛玩動物用被服類用洗濯用柔軟剤，愛玩動物用被服類用洗濯用漂白剤，愛玩動物
用防臭剤，愛玩動物用せっけん類，愛玩動物用シャンプー，愛玩動物用の歯磨き，化粧
品，愛玩動物用香料，愛玩動物用の洗浄効果を有するコンディショナー，愛玩動物用ブ
ラッシング剤
【05】愛玩動物用の殺虫効果を有する洗浄剤，愛玩動物用紙製おしめ，愛玩度物用歯科
材料，愛玩動物用人工授精用精液，愛玩動物用包帯，愛玩動物用薬剤，愛玩動物用眼
帯，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属
するものを除く。）
【06】愛玩動物用金属製ネームプレート及び標札
【08】愛玩動物用つめ切り，愛玩動物用電気バリカン，愛玩動物用手動バリカン，愛玩動
物用つめ磨き
【10】愛玩動物用綿棒
【18】愛玩動物用体拭き用タオル，愛玩動物用リード紐，愛玩動物用首輪，愛玩動物用
ハーネス，愛玩動物用被服類
【20】愛玩動物運搬用ケース，愛玩動物用の係留具，愛玩動物用まくら，愛玩動物用ベッ
ド，犬小屋，愛玩動物用記念碑，愛玩動物用仏壇，愛玩動物用葬祭用具
【21】愛玩動物の小便用清掃用具，愛玩動物の給餌用マット，愛玩動物の調教用具，愛玩
動物の排泄物処理用具，愛玩動物用食器，愛玩動物用ブラシ，犬のおしゃぶり
【28】愛玩動物用おもちゃ，愛玩動物用ぬいぐるみ，愛玩動物用運動用具
【31】飼料用たんぱく，飼料，愛玩動物用飲料，獣類・魚類（食用のものを除く。）・鳥類及び
昆虫類
【35】広告業，ポイントカードの発行・清算及び管理，フランチャイズ事業の運営及び管理，
市場調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，職業のあっせん，輸出入に関する
事務の代理又は代行，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，愛玩動物の小売又
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，愛玩動物の飼料の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，愛玩動物の調教用具の小売又
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 愛玩動物のシャンプーの小
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.15～2012.07.21.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

図形商標

通常

2012/7/19 2012-058144 株式会社道の駅豊北

35
42

ほっくん

通常:
標準

2012/7/19 2012-058147 株式会社道の駅豊北

05,29,30,31,32,33

43

スマイル＼ライフ

通常

2012/7/19 2012-058160 株式会社ライフコーポレーション

44

紀州熊野の命水

通常:
標準

2012/7/19 2012-058227 丸長水産株式会社

32
35,41,43

45

ｍｕｎｃｈｉｅｓ

通常

2012/7/19 2012-058254 株式会社ノンピ

29,30,35,41,43

46

ｎｏ ｍｏｒｅ ｈｕｎｇｒｙ＼ｎｏｎｐＩ

47

発酵のめぐみ

48

５６種の野草と野菜の発酵液

通常

通常:
標準
通常:
標準

2012/7/19 2012-058255 株式会社ノンピ

2012/7/19 2012-058265 フジスコ株式会社
2012/7/19 2012-058266 フジスコ株式会社

※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
32
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指定商品・役務
【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，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，木製・陶器製・ガラ
ス製の置物の工芸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，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，キー
ホルダ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，携帯電話用のスト
ラップの小売又は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，タ
オル及びハンカチの小売又は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，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，木製・陶器製・ガラ
ス製の置物の工芸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，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，キー
ホルダ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，携帯電話用のスト
ラップの小売又は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，タ
オル及びハンカチの小売又は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】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】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，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，粉末かつお，干し昆布，きざみ昆布，だし昆布，酢昆布，塩昆布，ところて
ん，乾燥海藻類，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，野菜を主材とする惣菜，お茶漬けのり，
ふりかけ，なめ物，豆
【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，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，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，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，
苗木，花，牧草，盆栽
【32】和歌山県熊野地域産の鉱泉水，和歌山県熊野地域産の飲料水その他の和歌山県
熊野地域産の清涼飲料，和歌山県熊野地域産の果実飲料，和歌山県熊野地域産の飲料
用野菜ジ
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
【41】パーティの企画，娯楽施設の提供，セミナーの企画・運営又は開催，技芸・スポーツ
又は知識の教授
【43】飲食物の提供，飲食物のケータリング

【29】肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，食用魚介類（生きているものを除
く。），食肉，調理済みのカレー，調理済みのシチュー，調理済みのスープ，調理済みのオ
ムレツ
【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，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，調理済みの焼きそば，調理済みのラーメン，調理済みのちゃんぽん，おにぎ
り
【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
【41】パーティの企画，娯楽施設の提供，セミナーの企画・運営又は開催，技芸・スポーツ
【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）2012.07.15～2012.07.21.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

49

ＳＴＹＬＥ ＬＯＯＫ＼スタイルルッ
通常
ク

50

通常:
標準

2012/7/19 2012-058267 株式会社千趣会

29,30,32
Ｂｌｅｎｄ ｉｓ Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ

2012/7/19 2012-058278 ダイドードリンコ株式会社
29,30,32

51

ＤｙＤｏ＼Ｂｌｅｎｄ＼ダイドーブレ
ンド

通常

2012/7/19 2012-058279 ダイドードリンコ株式会社

30,35,43

52

ＳＴＹＬＥ ＢＡＫＥＲＹ

通常:
標準

2012/7/19 2012-058472 株式会社スタイルブレッド

※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
【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，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・紙製幼児用おしめ及び家事用手袋
の小売又は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・靴ブラシ・靴
べら・靴磨き布・軽便靴クリーナー及びシューツリ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，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・金庫及
び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，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・香炉・造花の
花輪及び生花の花輪の小売又は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・金具及びキーホルダ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，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，印刷物及び電子出版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・文房具類・壁紙及び絵の具の小売又
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，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
【29】乳製品，加工野菜及び加工果実，調理済みおでんの缶詰，カレー・シチュー又はスー
プのもと
【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，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，アー
モンドペースト
【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
【29】乳製品，加工野菜及び加工果実，調理済みおでんの缶詰，カレー・シチュー又はスー
プのもと
【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，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆，アー
モンドペースト
【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
【30】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，菓
子，コーヒー豆，コーヒー，ココア，食用粉類，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキング
パウダー，弁当，調理済みの麺類
【35】パン及び菓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，
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，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，商品の販売に関する情報の提供，インターネットによる広告，その他の広
告業，調理師のあっせん，その他の職業のあっせん
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.15～2012.07.21.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
30,35,43

53

ＳＴＹＬＥ ＢＲＥＡＤ

通常:
標準

2012/7/19 2012-058473 株式会社スタイルブレッド

30,35,43

54

Ｓ

通常

2012/7/19 2012-058474 株式会社スタイルブレッド

35

55

きおっちょら農園

通常:
標準

2012/7/19 2012-058496 株式会社きおっちょら農園

35

56

わっせ良かった ちょらの青汁

通常:
標準

2012/7/19 2012-058497 株式会社きおっちょら農園

※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
【30】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，菓
子，コーヒー豆，コーヒー，ココア，食用粉類，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキング
パウダー，弁当，調理済みの麺類
【35】パン及び菓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，
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，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，商品の販売に関する情報の提供，インターネットによる広告，その他の広
告業，調理師のあっせん，その他の職業のあっせん
【30】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，菓
子，コーヒー豆，コーヒー，ココア，食用粉類，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキング
パウダー，弁当，調理済みの麺類
【35】パン及び菓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，
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，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，商品の販売に関する情報の提供，インターネットによる広告，その他の広
告業，調理師のあっせん，その他の職業のあっせん
【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，冷凍野菜の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，冷凍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，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，飲料用青汁及び飲料用青汁のもとの小売又は卸売の
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，肉製品及び加工水産物の小売又
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，調理用青汁及び調理用青汁
のもとの小売又は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，カレー・
シチュー又はスープのもとの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，お茶漬けのり及びふりかけの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
【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，冷凍野菜の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，冷凍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，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，飲料用青汁及び飲料用青汁のもとの小売又は卸売の
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，肉製品及び加工水産物の小売又
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，調理用青汁及び調理用青汁
のもとの小売又は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，カレー・
シチュー又はスープのもとの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，お茶漬けのり及びふりかけの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.15～2012.07.21.xls
No.

57

58

59

商標（見本）

商標

麦の雫

種別

通常

しず＼おか∞▲葵▼∞プレミア
通常
ム

清水庵

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【32】ビール，ビール風味の麦芽発泡酒，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

11,32

【11】電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類，加熱器，調理台，流し台，あんどん，
ちょうちん，あんか，懐炉，懐炉灰，湯たんぽ，浴槽類，ストーブ類（電気式のものを除く。）
【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

29,30,31,32,33,43

【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，コーヒー及びココア，氷，もち菓子，菓子及びパン，調味料，香辛料，もち，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，米
【31】食用魚介類（生きているものに限る。），海藻類，野菜，果実，コプラ，麦芽，籾米，も
ろこし
【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】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，食肉の小売または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，茶の小売又は
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，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
【29】加工果実
【31】果実
【32】果実飲料

2012/7/20 2012-058502 オリオンビール株式会社

2012/7/20 2012-058509 静岡市

2012/7/20 2012-058514 有限会社清水庵

35,43

60

まほろばキッチン

通常:
標準

2012/7/20 2012-058526 奈良県農業協同組合

29,31,32
61

§果Ｎ２６°

通常

2012/7/20 2012-058559 佐藤 和代

32
62

花まる青汁

通常:
標準

指定商品・役務

32

2012/7/20 2012-058568 株式会社東洋新薬

※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/

【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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.15～2012.07.21.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

63

飲むカルシウム青汁

通常:
標準

2012/7/20 2012-058569 株式会社東洋新薬

05,32
64

ミューゲン レジェンド＼ＭＵＧＥ
通常
Ｎ ＬＥＧＥＮＤ

65

グレフルッシュ

66

デコゴールド

通常:
標準
通常:
標準

2012/7/20 2012-058596 エイボン・プロダクツ株式会社

2012/7/20 2012-058656 チョーヤ梅酒株式会社
2012/7/20 2012-058657 木原 淳二

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

29,32

【29】加工野菜及び加工果実，冷凍果実，冷凍野菜，食用油脂，乳製品，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
【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
【03】せっけん類，香料，薫料
【09】電気通信機械器具，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
用プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，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，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
【14】貴金属，キーホルダー，身飾品（「カフスボタン」を除く。），カフスボタン，時計
【16】紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス
【21】食器類
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，キャミソール，ティーシャツ，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，ナイト
キャップ，帽子，履物，仮装用衣服
【28】おもちゃ，人形
【30】茶，コーヒー，ココア，コーヒー豆
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース
【40】食料品の加工，映画用フィルムの現像，写真の引き伸ばし，写真のプリント，写真用
フィルムの現像，製本，グラビア製版，印刷
【41】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，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，音響用又は映像
用のスタジオの提供，写真の撮影
【43】飲食物の提供，会議室の貸与，展示施設の貸与，布団の貸与，まくらの貸与，毛布
の貸与，加熱器の貸与，食器の貸与，調理台の貸与，流し台の貸与，カーテンの貸与，家
具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，おしぼりの貸与，タオルの貸与
【45】ファッション情報の提供 衣服の貸与 祭壇の貸与 火災報知機の貸与 消火器の貸

03,09,14,16,20,21,2
5,28,30,32,40,41,43,
45

67

コスプレックス

通常:
標準

2012/7/20 2012-058683 京楽産業．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。

指定商品・役務
【05】青汁を主原料とするサプリメント，カルシウムを主原料とするサプリメント，植物・植物
エキス又は植物発酵エキスを主原料としカルシウムと青汁とを含有するサプリメント，動物
エキスを主原料としカルシウムと青汁とを含有するサプリメント，青汁を主原料としカルシ
ウムを含有する粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセ
ル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲ
ル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・ス
ティック状の加工食品，植物・植物エキス又は植物発酵エキスを主原料としカルシウムと
青汁とを含有する粉末状・粒状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプ
セル状・カプレット状・ソフトカプセル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・
ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・ス
ティック状の加工食品，動物エキスを主原料としカルシウムと青汁とを含有する粉末状・粒
状・顆粒状・液状・ペースト状・クリーム状・タブレット状・カプセル状・カプレット状・ソフトカプ
セル状・錠剤状・棒状・板状・ブロック状・丸薬状・固形状・ゲル状・ゼリー状・グミ状・ウエ
ハース状・ビスケット状・飴状・チュアブル状・シロップ状・スティック状の加工食品，カルシ
ウムと青汁とを含有する栄養補助食品，カルシウムと青汁とを含有する栄養補給剤，カル
シウムと青汁とを含有する栄養補強剤，カルシウムと青汁とを含有する栄養補給用ドリン
ク剤，カルシウムと青汁とを含有するビタミン剤，カルシウムと青汁とを含有するアミノ酸
剤，カルシウムと青汁とを含有する滋養強壮変質剤，青汁を含有するカルシウム剤，カル
シウムと青汁とを含有する食品強化剤，カルシウムと青汁とを含有する医療用食品添加
剤，カルシウムと青汁とを含有する食餌療法用の食品調製剤，カルシウムと青汁とを含有
する医療用栄養添加剤，カルシウムと青汁とを含有する薬剤（農薬に当たるものを除
く。），カルシウムと青汁とを含有する医薬用化学剤，カルシウムと青汁とを含有する化学
的製剤 カルシウムと青汁とを含有する動物用薬剤 カルシウムと青汁とを含有する食餌
【05】薬剤，乳児用粉乳，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
【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

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）2012.07.15～2012.07.21.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

03,09,14,16,20,21,2 【03】せっけん類，香料，薫料
5,28,30,32,40,41,43, 【09】電気通信機械器具，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
用プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，メトロノーム，電子楽器用自動演奏
45
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

68

§ＣｏｓｐＲｅｘ

通常

2012/7/20 2012-058684 京楽産業．株式会社

03,09,14,16,20,21,2
5,28,30,32,40,41,43,
45

69

§Ｃ

通常

2012/7/20 2012-058685 京楽産業．株式会社

31,32,35

70

岩層封純水

通常:
標準

2012/7/20 2012-058710 環境プラント工業株式会社

※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。

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

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
【14】貴金属，キーホルダー，身飾品（「カフスボタン」を除く。），カフスボタン，時計
【16】紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス
【21】食器類
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，キャミソール，ティーシャツ，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，ナイト
キャップ，帽子，履物，仮装用衣服
【28】おもちゃ，人形
【30】茶，コーヒー，ココア，コーヒー豆
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース
【40】食料品の加工，映画用フィルムの現像，写真の引き伸ばし，写真のプリント，写真用
フィルムの現像，製本，グラビア製版，印刷
【41】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，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，音響用又は映像
用のスタジオの提供，写真の撮影
【43】飲食物の提供，会議室の貸与，展示施設の貸与，布団の貸与，まくらの貸与，毛布
の貸与，加熱器の貸与，食器の貸与，調理台の貸与，流し台の貸与，カーテンの貸与，家
具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，おしぼりの貸与，タオルの貸与
【45】ファッション情報の提供 衣服の貸与 祭壇の貸与 火災報知機の貸与 消火器の貸
【03】せっけん類，香料，薫料
【09】電気通信機械器具，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
用プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，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，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
【14】貴金属，キーホルダー，身飾品（「カフスボタン」を除く。），カフスボタン，時計
【16】紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス
【21】食器類
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，キャミソール，ティーシャツ，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，ナイト
キャップ，帽子，履物，仮装用衣服
【28】おもちゃ，人形
【30】茶，コーヒー，ココア，コーヒー豆
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース
【40】食料品の加工，映画用フィルムの現像，写真の引き伸ばし，写真のプリント，写真用
フィルムの現像，製本，グラビア製版，印刷
【41】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，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，音響用又は映像
用のスタジオの提供，写真の撮影
【43】飲食物の提供，会議室の貸与，展示施設の貸与，布団の貸与，まくらの貸与，毛布
の貸与，加熱器の貸与，食器の貸与，調理台の貸与，流し台の貸与，カーテンの貸与，家
具の貸与，壁掛けの貸与，敷物の貸与，おしぼりの貸与，タオルの貸与
【45】ファッション情報の提供 衣服の貸与 祭壇の貸与 火災報知機の貸与 消火器の貸
【31】愛玩動物用飲料，愛玩動物用ミネラルウォーター等の飲料水，水素水を含有する愛
玩動物用飲料，温泉水を含有する愛玩動物用飲料
【32】ミネラルウォーター等の飲料水，水素水を含有する飲料水，水素水を含有する清涼
飲料，飲料用の温泉水，温泉水を含有する清涼飲料
【35】愛玩動物用飲料・愛玩動物用ミネラルウォーター等の飲料水・水素水を含有する愛
玩動物用飲料・温泉水を含有する愛玩動物用飲料の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，ミネラルウォーター等の飲料水・水素水を含有する飲料
水・水素水を含有する清涼飲料・飲料用の温泉水・温泉水を含有する清涼飲料の小売又
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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.15～2012.07.21.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
29,30,32,33,43

71

図形商標

通常

2012/7/20 2012-058731 株式会社プロントコーポレーション

30,35,43

72

丸冨食堂

通常

2012/7/20 2012-058759 株式会社フーデックス

09,35,36,41

73

図形商標

通常

2012/7/20 2012-058768 イオン株式会社

※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。

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

指定商品・役務
【29】食用油脂，乳製品，冷凍野菜，冷凍果実，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
【30】茶，コーヒー及びココア，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，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】ビール，ビール風味の麦芽発泡酒，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ア
ルコールを含有しないビール風味の清涼飲料，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
発泡酒を除く。），中国酒，薬味酒
【43】飲食物の提供，宿泊施設の提供
【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，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，パスタソース
【35】フランチャイズの事業の運営及び管理，フランチャイズに関する事業の診断・指導・助
言，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，求人情報の提供，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，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，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，
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，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・
紙製ハンカチの小売又は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
製タオル・織物製テーブルナプキン・織物製ハンカチの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，テーブルクロ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，業務用冷凍冷蔵庫の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，業務用食器洗浄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，業務用加熱調理機械器具及び業務用食器消毒器の小売又
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，看板の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供
【09】磁気カード，ＩＣ埋め込みカード，電子出版物
【35】商品の販売促進のためのポイントカードの発行及び管理，広告，セールスプロモー
ション広告の企画及び代理，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，通信販売事務の代行，各種商品の販売契約の媒介，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，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，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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.15～2012.07.21.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
09,35,36,41

74

図形商標

通常

2012/7/20 2012-058781 イオン株式会社

35,44

75

サンリバティ

通常:
標準

2012/7/20 2012-058804 エバラ食品工業株式会社

29,30,32,33,35

76

Ｔａｂｌｅ ｏｆ Ｄｒｅａｍｓ

通常

2012/7/20 2012-058809 キリンホールディングス株式会社

※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】磁気カード，ＩＣ埋め込みカード，電子出版物
【35】商品の販売促進のためのポイントカードの発行及び管理，広告，セールスプロモー
ション広告の企画及び代理，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，通信販売事務の代行，各種商品の販売契約の媒介，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，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，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
【35】広告業，職業のあっせん，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，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，求人
情報の提供，一般事務及び経理事務の代理又は代行（人材派遣によるものを含む。）
【44】入浴施設の提供，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，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，介護，医療
用機械器具の貸与
【29】食用油脂，乳製品，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，お茶漬けのり，ふりかけ，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，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
【32】ビール，ビール風味の麦芽発泡酒，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
【35】飲食料品の販売促進のための企画，テレビジョン放送・ケーブルテレビジョン放送・ラ
ジオ放送・オンライン放送による広告及びプロモーション，広告業，トレーディングスタンプ
の発行，食品・料理・飲料の販売に関する契約の媒介又は取次ぎ，経営の診断又は経営
に関する助言，食品事業又は飲食事業に関する市場調査，市場調査又は分析，医薬品・
化粧品・食品の販売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，食品の輸出入に関する事務の代理又は代行，輸出入に関する事務の代理又
は代行，食品及び飲料の販売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，広告用具の貸与，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，乳製品・牛乳及び乳清飲料
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，清涼飲料・果実飲
料及び飲料用野菜ジュー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，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 氷の小売又は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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.15～2012.07.21.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
29,30,32,33,35

77

夢の食卓

通常:
標準

2012/7/20 2012-058810 キリンホールディングス株式会社

29,30,32
78

ＫＩＲＹＯ＼キリョウ

通常

2012/7/20 2012-058821 株式会社 資生堂

29,30,35

79

Ｋ‐ＤＥＬＩＣＡ＼ケイデリカ

通常

2012/7/21 2012-058964 カネ美食品株式会社

30,35,43
80

銀座＼小十∞十小

通常

ＧＩＮＺＡ ＫＯＪＹＵ

通常

【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，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
【30】すし，弁当
【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

2012/7/17 2012-061135 有限会社花見小路

30,35,43
81

指定商品・役務
【29】食用油脂，乳製品，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，お茶漬けのり，ふりかけ，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，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
【32】ビール，ビール風味の麦芽発泡酒，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
【35】飲食料品の販売促進のための企画，テレビジョン放送・ケーブルテレビジョン放送・ラ
ジオ放送・オンライン放送による広告及びプロモーション，広告業，トレーディングスタンプ
の発行，食品・料理・飲料の販売に関する契約の媒介又は取次ぎ，経営の診断又は経営
に関する助言，食品事業又は飲食事業に関する市場調査，市場調査又は分析，医薬品・
化粧品・食品の販売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，食品の輸出入に関する事務の代理又は代行，輸出入に関する事務の代理又
は代行，食品及び飲料の販売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，広告用具の貸与，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，乳製品・牛乳及び乳清飲料
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，清涼飲料・果実飲
料及び飲料用野菜ジュー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，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 氷の小売又は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
【29】油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆腐，納豆
【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，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，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

2012/7/17 2012-061136 有限会社花見小路

※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/

【30】すし，弁当
【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）2012.07.15～2012.07.21.xls
No.
82

商標（見本）

商標
小十

種別
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/7/17 2012-061157 有限会社花見小路

区分
30,35,43
29,30,35,43

83

84

85

86

87

ＶＥＧＡＳ ＣＵＲＲＹ＼ｗｉｔｈ Ｍｉｌｌ
通常
ｉｏｎａｉｒｅ’ｓ ｒｉｃｈ ｓｐｉｃｅ

マジックウォーキング

潤活

通常

通常

§Ｍ∞Ｅｍｂｌａｎ∞ＳＵＰＰＬＥＭ
通常
ＥＮＴ

グリーンロード

通常

2012/7/18 2012-061546 ファーストブレイン株式会社

指定商品・役務
【30】すし，弁当
【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
【29】カレー・シチュー・グラタン・ドリア・リゾット又はスープのもと
【30】調理済みカレーライス，調味料及び香辛料
【35】事業経営に関するコンサルティング及びその支援並びにこれらに関する情報の提
供，一般事務処理及び経理事務の代行並びにこれらに関するコンサルティング及び情報
の提供，求人情報及び求職情報の提供，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
【43】飲食物の提供

05,25,32

【05】サプリメント
【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
【32】清涼飲料

05,32

【05】サプリメント
【32】清涼飲料

29,35

【29】食品
【35】経営に関する助言

35

【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，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，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，
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，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（「日本酒・ビー
ル・洋酒・果実酒・中国酒・薬味酒」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，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

2012/7/17 2012-061585 株式会社ジェイシークリエイティヴ

2012/7/17 2012-061586 株式会社ジェイシークリエイティヴ

スカイネット・インターナショナル株式
2012/7/19 2012-061949 会社
エムブラン株式会社

2012/7/19 2012-061955 株式会社グリーンロード

※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）2012.07.15～2012.07.21.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

88

ｇｒｅｅｎｒｏａｄ

通常

2012/7/19 2012-061956 株式会社グリーンロード

20,32
89

90

ｇｒａｎｇｒａｎｄ＼グラングラン＼ｇ
通常
ｉ・ｍａ ｂａ・ｍａ

図形商標

通常

指定商品・役務
【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，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，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，
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，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（「日本酒・ビー
ル・洋酒・果実酒・中国酒・薬味酒」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，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
【20】家具
【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

2012/7/19 2012-061980 株式会社オーディ

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，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，

29,30,31,32

【29】トマトジャム
【30】トマトケチャップ
【31】トマト
【32】トマトジュース

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，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

2012/7/18 2012-061988 平山 誠敏

91

赤の贅沢

通常

2012/7/17 2012-062039 小西 康之

92

ごしょりん

通常:
標準

2012/7/18 2012-062040 平山 誠敏

※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）2012.07.15～2012.07.21.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

03,14,16,18,20,24,2 【03】石鹸類，歯磨き，化粧品
【14】キーホルダー，身飾品，カフスボタン，時計
5,28,30,32

93

アマールカ

通常

2012/7/20 2012-062402 株式会社アットアームズ

03,14,16,18,20,24,2
5,28,30,32

94

Ａｍａｌｋａ

通常

2012/7/20 2012-062403 株式会社アットアームズ

35,41
95

隠れ脱水

通常:
標準

2012/7/19 2012-062481 株式会社ライトパブリシテイ
03,05,29,30,32

96

コモピローサ

通常:
標準

2012/7/20 2012-062812 株式会社コーモト化粧品研究所

03,05,29,30,32
97

コモビデン

通常:
標準

2012/7/20 2012-062813 株式会社コーモト化粧品研究所

※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/

【16】文房具類，印刷物，写真，写真立て
【18】皮革製包装用容器，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，木製の包装用容器，竹製包装用容器，プラス
チック包装用容器，コルク製・プラスチック製及び木製のふた，うちわ，扇子
【24】織物（「畳べり地」を除く），布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，毛布
【25】洋服，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，キャミソール，
ティーシャツ，和服，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，ナイトキャップ，帽子，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベル
ト，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，げた，草履類，仮装
用衣類
【28】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，トランプ用具，花
札，マージャン用具，マスク
【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
【03】石鹸類，歯磨き，化粧品
【14】キーホルダー，身飾品，カフスボタン，時計
【16】文房具類，印刷物，写真，写真立て
【18】皮革製包装用容器，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，木製の包装用容器，竹製包装用容器，プラス
チック包装用容器，コルク製・プラスチック製及び木製のふた，うちわ，扇子
【24】織物（「畳べり地」を除く），布製身の回り品，かや，敷布，布団，布団カバー，毛布
【25】洋服，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，キャミソール，
ティーシャツ，和服，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，ナイトキャップ，帽子，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベル
ト，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，げた，草履類，仮装
用衣類
【28】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，トランプ用具，花
札，マージャン用具，マスク
【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
【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
【03】かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，せっ
けん類，歯磨き，化粧品，香料類，つけづめ，つけまつ毛
【05】植物を主原料とするブロック状・顆粒状・粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状又は
ゼリー状の加工食品
【29】加工野菜及び加工果実
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，穀物の加工品
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース
【03】かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，せっ
けん類，歯磨き，化粧品，香料類，つけづめ，つけまつ毛
【05】植物を主原料とするブロック状・顆粒状・粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状又は
ゼリー状の加工食品
【29】加工野菜及び加工果実
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，穀物の加工品
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.15～2012.07.21.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
29,30,31,32,43

98

もぎたて倶楽部

通常:
標準

2012/7/20 2012-062828 株式会社ＰＥＮＴＡＦＡＲＭ

29,30,32
99

山陰やおよろず本舗

通常

2012/7/20 2012-062836 寿製菓株式会社

29,30,32

100

§ｇ Ｖｅｒｄｉ

マド
プロ:
通常

￠ＳＡＮＴ’ＡＮＮＡ ＴＨＥ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/16 2012-356662 Ｇａｂｒｉｅｌｅ Ｚｅｃｃａ

32
101

102

103

ＢＩＯ ＢＯＴＴＬＥ

ｃａｓｃｉｎａ∞ｌａ Ｆａｖｏｒｉｔａ

マド
プロ:
通常:
標準

マド
プロ:
通常

指定商品・役務
【29】冷凍野菜，冷凍果実，加工野菜及び加工果実
【30】茶，菓子及びパン，アイスクリーム，みそ，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，角砂糖，果糖，氷砂糖（菓子），砂糖，麦芽糖，はちみつ，ぶどう
糖，粉末あめ，水あめ，穀物の加工品，ピザ，べんとう，ホットドッグ，たこ焼き，サンドイッ
チ，米
【31】野菜（「茶の葉」を除く。），果実，いちご，柿，くり，すいか，梨，びわ，ぶどう，みかん，
メロン，桃，りんご，レモン，とうもろこし，ドライフラワー，花
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース
【29】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】菓子・パン
【32】果実飲料，飲料用野菜ジュース

2012/7/19 2012-358614 ＦＯＮＴＩ ＤＩ ＶＩＮＡＤＩＯ Ｓ．Ｐ．Ａ．

32

【32】Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit
beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
【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分を含まない飲料，果
実飲料及び果汁，シロップその他の飲料製造用調製品

29

【29】Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and
fats; cheeses and hams.
【29】食肉，魚，家禽肉及び食用鳥獣肉，肉エキス，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，卵，牛乳及び乳製品，食用油脂，
チーズ及びハム

2012/7/16 2012-358615 ＦＯＮＴＩ ＤＩ ＶＩＮＡＤＩＯ Ｓ．Ｐ．Ａ．

2012/7/20 2012-358863

※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。

【29】Meat, fish, poultry and game; Meat extracts; Preserved, frozen, dried and cooked
fruits and vegetables; Jellies, jams, compotes; Eggs, milk and milk products; Edible oils
and fats.
【30】Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; Flour and preparations
made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; Honey, treacle; Yeast, bakingpowder; Salt, mustard; Vinegar, sauces (condiments); Spices; Ice.
【32】Mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; Mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks; Fruit drinks and fruit juices.
【29】食肉，魚，家禽肉及び食用鳥獣肉，肉エキス，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，卵，ミルク及び乳製品，食用油脂
【30】コーヒー，茶，ココア，砂糖，米，タピオカ，サゴ，代用コーヒー，穀粉及び穀物からな
る加工品，パン，ペストリー（生地）及び菓子，氷菓，はちみつ，糖みつ，酵母，ベーキング
パウダー，食塩，マスタード，食酢，ソース（調味料），香辛料，氷
【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，ミネラル
【32】Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit
beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
【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分を含まない飲料，果
実飲料及び果汁，シロップその他の飲料製造用調製品

Ｃｏｎｓｏｒｚｉｏ Ｌａｔｔｅｒｉｅ Ｖｉｒｇｉｌｉｏ Ｓｏ
ｃｉｅｔa Ａｇｒｉｃｏｌａ Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｖａ
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.15～2012.07.21.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

104

§ＭＤ＼ＭＡＬＴ＼ＤＲＩＮＫ∞Ｍ
マド
ＡＬＴ－ＤＲＩＮＫ∞ＩＳＯＴＯＮＩＣ
プロ:
ＡＮＤ ＦＲＥＥ ＯＦ ＡＬＣＯＨＯ
通常
Ｌ

105

ＭＡＳＣＡＲＣＨＥＦ

マド
プロ:
通常:
標準

106

マド
ＲＥＮＥＷＩＮＧ ＴＨＥ ＲＥＮＡＩＳ プロ:
通常:
ＳＡＮＣＥ
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】Non-alcoholic beverages; syrups and other preparations for making beverages.
【32】アルコール分を含まない飲料，シロップその他の飲料製造用調製品

29

【29】Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and
fats; cheeses and hams; mascarpone, mascarpone-based cheeses.
【29】食肉，魚，家禽肉及び食用鳥獣肉，肉エキス，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，卵，ミルク及び乳製品，食用油脂，
チーズ及びハム，マスカルポーネ（イタリアのロンバルディア州特産のクリームチーズ），マ
スカルポーネを主原料とするチーズ

35

【35】Providing a web site that features an on-line market for users to commission or buy
art from pre-selected artists.
【35】ユーザーが予め選ばれた芸術家の美術品を委託又は購入するオンライン市場を特
徴とするウェブサイトの提供

2012/7/19 2012-359233 Ｏｅｔｔｉｎｇｅｒ Ｂｒａｕｅｒｅｉ ＧｍｂＨ

2012/7/20 2012-359432

Ｃｏｎｓｏｒｚｉｏ Ｌａｔｔｅｒｉｅ Ｖｉｒｇｉｌｉｏ Ｓｏ
ｃｉｅｔa Ａｇｒｉｃｏｌａ Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｖａ

2012/7/20 2012-359487 Ｅｎｔｒｕｓｔｉｎｇ， Ｉｎｃ．

※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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