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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.22～2012.07.28.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
35,44

1

エイジングケアリスト

通常:
標準

2012/7/22 2012-058979 片山 梨絵

12,14,16,18,24,25,2
8,29,30,32

2

リニア君

通常:
標準

2012/7/23 2012-058994 有限会社エコー商事

35

3

のレン

通常

2012/7/23 2012-059073 株式会社コラゾン

※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】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，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，化粧品・歯磨き及びせっけん類及び香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，業務用美容機器の小売又は卸売りの業務において行われる顧
客に対する便宜の提供，家庭用浄水器の小売又は卸売りの業務において行われる顧客
に対する便宜の提供
【44】美容，あん摩・マッサージ及び指圧，カイロプラクティック，医療情報の提供，健康診
【12】自転車並びにそれらの部品及び附属品
【14】キーホルダー，身飾品（「カフスボタン」を除く。），時計
【16】文房具類，事務用又は家庭用ののり及び接着剤，紙類，印刷物，写真，写真立て，
プラスチック製包装用袋，紙製包装用容器
【18】かばん類，袋物，愛玩動物用被服類，携帯用化粧道具入れ，傘，皮革製包装用容器
【24】布製身の回り品，敷布，布団，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布，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，
織物製テーブルナプキン，クッションカバー，座布団カバー，マットレスカバー
【25】被服（和服を除く），靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」
を除く。），げた，草履類
【28】愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用具，将棋用具，歌がるた，さいころ，す
ごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用具，手品用具，ドミノ用
具，トランプ，花札，マージャン用具，運動用具（登山用・サーフィン用・水上スキー用・ス
キューバダイビング用のものを除く。）
【29】乳製品，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，カレー・シチュー又はスープ
のもと，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，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，即席菓子のもと，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，
ラビオリ，穀物の加工品
【32】清涼飲料 果実飲料 飲料用野菜ジュース 乳清飲料 ビール
【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，布製ベビー用よだれ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便
益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履
物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋
物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，携帯用傘袋の小
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，懐中鏡の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，携帯用ケース付きおしぼり用タオル
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，手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，収納整理ケ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，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，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，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，携帯電話機用ストラップ・携帯電話機専用ケース・その他の携帯電話機の部品及び附
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，デジタルカメラ
用ストラップ・デジタルカメラ専用ケース・その他のデジタルカメラ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，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，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，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，ランチョンマットの小
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，コースターの小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，携帯用の衛生
マスク専用ケ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
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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

4

§のレン

通常

2012/7/23 2012-059074 株式会社コラゾン

32
5

プレミアムクリスタルウォーター 通常

2012/7/23 2012-059075 香月 光照

05,32
6

資生堂＼カラダ本来の力を引き
通常
出す新習慣。

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，布製ベビー用よだれ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便
益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履
物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋
物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，携帯用傘袋の小
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，懐中鏡の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，携帯用ケース付きおしぼり用タオル
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，手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，収納整理ケ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，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，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，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，携帯電話機用ストラップ・携帯電話機専用ケース・その他の携帯電話機の部品及び附
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，デジタルカメラ
用ストラップ・デジタルカメラ専用ケース・その他のデジタルカメラ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，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，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，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，ランチョンマットの小
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，コースターの小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，携帯用の衛生
マスク専用ケ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
【32】ミネラルウォーター

【05】サプリメント
【32】清涼飲料，果汁飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

2012/7/23 2012-059107 株式会社 資生堂

03,10,25,29,30,32,4 【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，かつら装着用接着剤，つけまつ毛用接着剤，つ
けづめ，つけまつ毛
1,43,44,45

7

高須克弥

通常:
標準

2012/7/23 2012-059129 高須 克弥

※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/

【10】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，医療用手
袋，しびん，病人用差込み便器，耳かき
【25】洋服，コート，セーター，ワイシャツ，美容のためのサポーター，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，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」を除く。），げた，
草履類，運動用特殊衣服（「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。）
【29】乳製品，冷凍野菜，冷凍果実，食物繊維を主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒
状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加
工果実
【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，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，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，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，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【41】美容の教授，理容の教授，セミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図
書及び記録の供覧，書籍の制作，運動施設の提供，運動用具の貸与
【43】宿泊施設の提供，飲食物の提供
【44】美容，理容，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，医
業 医療情報の提供 健康診断 栄養の指導 介護
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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
35,38,39,41,42

8

ＰＳＮ

通常:
標準

2012/7/23 2012-059152

株式会社ソニー・コンピュータエンタ
テインメント

30,35,43
9

Ｌ’ＥＳＰＯＩＲ

防護

2012/7/23 2012-059160 株式会社神戸▲ふう▼月堂

16,29,30,32,35

10

美味しいを、もっと手軽に、アマ 通常:
ノフーズ。
標準

11

セント クレメンツ

通常:
標準

2012/7/23 2012-059171 天野実業株式会社

2012/7/23 2012-059181 株式会社キャンディー

32
29,30,31,32,35,41

12

§Ｌ＼ＬＡＷＳＯＮ ｆａｒｍ＼ロー
通常
ソン農場

2012/7/23 2012-059184 株式会社ローソン

※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】インターネットによる広告業，広告業，広告に関する情報の提供，インターネット上で
の広告スペースの貸与，インターネットにおける書籍・録画済みビデオディスク及びビデオ
テープの展示即売会の企画・運営又は開催，トレーディングスタンプの発行，インターネッ
トにおいて用いるポイントアップカードの発行，おもちゃ・ゲーム用品・ゲーム機等の商品
の販売に関する指導・助言，ゲームの内容を記憶させた記憶媒体の販売に関する情報の
提供，ゲームソフトの売上又は売上ランキング情報の提供，ゲーム商品の販売促進のた
めのイベントの企画・運営又は開催，ビデオゲーム産業及びコンピュータゲーム産業の動
向に関する情報の提供，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ・携帯用液晶画面ゲームおも
ちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ－ＲＯＭ・光ディスクの販売に
関する情報の提供，インターネットによる商品の通信販売の取次ぎ，インターネットを介し
たショッピングモールにおける商品の売買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，市場調査，インターネット上の検索エンジンに入力された検索キーワードを
収集・分析して行う消費者の意識及び消費動向の調査，インターネット等の通信回線を利
用した録音済みＣＤ・磁気テープ及び録画済みビデオディスク・ビデオテープの販売に関す
る情報の提供，インターネットウェブサイトにおけるショッピングモール形式で提供する商
品の販売に関する情報の提供，携帯電話端末又は電子計算機端末による通信を利用し
た商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，新商品の販売に
関する情報の提供，ホテル事業の管理，競売の運営，インターネットを利用したオークショ
ンの企画・運営又は開催，テレビジョン・カタログ・郵便・コンピュータ・有線・ネットワークに
よる商品の販売に関する事務の代理又は代行，一般事務の代理又は代行，ドメイン名の
取得申請手続の事務処理代行，インターネット・テレビ放送を利用した通信販売の注文・
受付・配送に関する事務処理代行，データベースの利用・インターネットへのアクセス利用
に係る請求書の作成・送付の事務の代行，書籍・音楽・ゲーム・コンピュータソフトウェア・
携帯型コンピュータ・コンピュータの附属品・コンピュータの周辺機器のオンラインによる通
【30】茶，コーヒー，ココア，穀物の加工品
【35】飲食料品（「菓子，パン」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
【43】飲食物の提供

【16】定期刊行物
【29】肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，カレー・シチュー又はスープのもと，
お茶漬けのり，ふりかけ，乳製品，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，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，パスタ
ソース，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ，調味料
【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】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
【32】清涼飲料
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，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，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，
ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの
大麦，食用粉類
【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，飼料，
木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース
【35】広告業，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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.22～2012.07.28.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

13

§ぽいどる＼ポイント制アイド
ル育成委員会∞Ｐ

通常

2012/7/23 2012-059186 株式会社インターセプター

35,44

14

超（遠赤外線）クリスタル療法

通常:
標準

2012/7/23 2012-059192 川田 紀陽子

35,36,37,39,42

15

ＡＫＲＯＳＴＲＡＤＩＮＧ

通常:
標準

2012/7/23 2012-059230 電気化学工業株式会社

※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/

指定商品・役務
【35】広告業，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調
査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，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，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，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を
一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，織物
及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，米穀
類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供 二輪自動車の小売又は卸売の業務にお
【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，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，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，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
【44】美容，理容，入浴施設の提供（岩盤浴施設の提供を含む。），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，
【35】輸出入に関する事務の代理又は代行，化学品・塩酸・硫酸・燐酸・酢酸・アンモニア
水・か性カリ・か性ソーダ・炭酸カリ・炭酸カルシウム・アルゴン・塩素・窒素・過酸化水素・
酸化亜鉛・カルシウムカーバイト・エチレン・トリクロロエチレン・アントラキノン・ベンジルア
ルコール・メタノール・酢酸エチル・酢酸ブチル・エチレングリコール・ベンゼン・トルエン・キ
シレン・アクリル酸・アクリル酸エステル・澱粉・界面活性剤・消泡剤・紙用消泡剤・紙用脱
墨剤・紙用耐水化剤・帯電防止剤（家庭用ものを除く。）・分散剤・腐蝕防止剤・化学剤・還
元剤・酸化剤・セメント急結剤・セメント混合剤・耐火剤・耐水剤・剥離剤・発熱用コムパウン
ド・防カビ剤・溶剤・老化防止剤・プラスチック材料用安定剤・融剤・発光ダイオード用蛍光
体・照明用蛍光体・太陽電池用シリコンウエハ洗浄剤・エッチング剤・金属エッチング剤・キ
レート剤・のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。）・プラスチック接着剤・非鉄
金属・ルテチウム・イットリウム・ガリウム・ストロンチウム・ユーロピウム。ランタン・リチウ
ム・粘着付与剤・植物成長調整剤類・土壌改良剤・肥料・化学肥料・塩化カリ肥料・石灰窒
素・非金属鉱物・カオリン・蛍石・耐火物用非金属鉱物・シリカ・フォトレジスト・現像液・半導
体用剥離液・金属シリコン・フェロシリコン・原料プラスチック・シリコーン樹脂・エポキシ樹
脂・フェノール樹脂・アクリル樹脂・ポリウレタン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹
脂・ポリ塩化ビニル樹脂・ポリ酢酸ビニル樹脂・ポリスチレン樹脂・ポリ塩化ビニリデン樹
脂・フッ素樹脂・エチレンビニルアルコール樹脂・アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂・
液晶ポリマー樹脂・ポリマーアロイ・合成樹脂コンパウンド・パル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，染料・顔料・塗料・遮熱塗料・蛍光染料・防
錆剤・防錆グリース・複写機用イン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，錆除去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，固形潤滑剤・潤滑剤・潤滑油・潤滑グリ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 防腐剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.22～2012.07.28.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

16

§ＡＳＫＵＬ＼Ｋｏｄｏｍｏ＼ＡＳＫ
ＵＬ Ｋｏｄｏｍｏ Ａｒｔ Ｐｒｏｊｅｃｔ＼ 通常
Ａｒｔ＼Ｐｒｏｊｅｃｔ

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

2012/7/23 2012-059232 アスクル株式会社

09,12,14,16,18,21,2 【09】測定機械器具，携帯電話機用ストラップ，電気通信機械器具，電子応用機械器具及
びその部品，サングラス，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
4,25,35

17

ＴＲＡＮＳ ＣＯＮＴＩＮＥＮＴＳ

通常

2012/7/23 2012-059274 株式会社フェローズ

35

18

ＲＥＳＴＩＲ ＳＵＲＦ ＳＩＤＥ

通常:
標準

2012/7/23 2012-059374 株式会社リステアホールディングス

※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。

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

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ＣＤ－ＲＯＭ・ＤＶＤ・ビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【12】船舶並びにその部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並
びにその部品及び附属品，自動車並びにその部品及び附属品，二輪自動車・自転車並
びにそれらの部品及び附属品，人力車，そり，手押し車，荷車，馬車，リヤカー，乳母車
【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
【16】紙製包装用容器，プラスチック製包装用袋，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブル
ナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，紙類，文房具類，印刷物，書画
【18】皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，
傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄，皮革
【21】化粧用具，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，台所用品（「ガス湯沸かし器・加熱
器・調理台・流し台」を除く。），清掃用具及び洗濯用具，ろうそく消し，ろうそく立て，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，花瓶，水盤
【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
【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
【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，水泳着及び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，ポーチ・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，携帯電話機用ケー
ス又はカバー及び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，サーフィン用ウェットスーツ・サーフボード及び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，時計・サングラス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，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，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，デッキチェア及びベン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，絵画又は版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，写真及び写真立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，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，衛生手ふき・紙製タオル・紙製テーブルナプキン・紙製手ふき及び紙
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，紙製包
装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，プラスチッ
ク製包装用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，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，湯かき棒・浴室用腰掛け・浴室用手おけ・シャワーカーテン及び洗
い場用マ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，タオル
用ディスペンサー・紙タオル取り出し用金属製箱及びせっけん用ディスペンサーの小売又
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.22～2012.07.28.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

19

日本∞卸売仕入ネットワーク

通常

2012/7/23 2012-059378 セイノ－ホ－ルディングス株式会社

35

20

Ｊａｐａｎ Ｓｕｐｐｌｉｅｒ Ｂｕｙｅｒ Ｎｅ
通常
ｔｗｏｒｋ

2012/7/23 2012-059379 セイノ－ホ－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
【35】クッション・座布団・まくら・マットレス・衣服綿・ハンモック・布団袋・布団綿・かや・敷
布・布団・布団カバー・布団側・まくらカバー・毛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，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，介護用衣服・事務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，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，布製身の回り品・うちわ・扇子・ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止
め・身飾品（「カフスボタン」を除く。）・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・カフスボタン・ボタン類・つけづめ・つけまつ
毛・ひげそり用具入れ・ペディキュアセット・まつ毛カール器・マニキュアセツト・耳かき・携
帯用化粧道具入れ・懐中鏡・鏡袋・化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）・つけあごひげ・
つけ口ひげ・ヘアカーラー（電気式のものを除く。）・傘・つえ用金属製石突き・ステッキ・つ
え・つえ金具・つえの柄の小売又は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，サンドイッチ・中華まんじゅう・ハンバーガー・ピザ・
ホットドッグ・ミートパイの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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
【35】クッション・座布団・まくら・マットレス・衣服綿・ハンモック・布団袋・布団綿・かや・敷
布・布団・布団カバー・布団側・まくらカバー・毛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，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，介護用衣服・事務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，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，布製身の回り品・うちわ・扇子・ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止
め・身飾品（「カフスボタン」を除く。）・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・カフスボタン・ボタン類・つけづめ・つけまつ
毛・ひげそり用具入れ・ペディキュアセット・まつ毛カール器・マニキュアセツト・耳かき・携
帯用化粧道具入れ・懐中鏡・鏡袋・化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）・つけあごひげ・
つけ口ひげ・ヘアカーラー（電気式のものを除く。）・傘・つえ用金属製石突き・ステッキ・つ
え・つえ金具・つえの柄の小売又は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，サンドイッチ・中華まんじゅう・ハンバーガー・ピザ・
ホットドッグ・ミートパイの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.22～2012.07.28.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
01,03,05,11,30,32

21

多層三相乳化

通常:
標準

2012/7/23 2012-059380 株式会社東洋新薬

35

22

図形商標

通常

2012/7/24 2012-059443 加美町

※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
【01】化学品，工業上用いられる化学品，化粧品の原料となる化学品，サプリメントの原料
となる化学品，飲食品の原料となる化学品，植物からの抽出物または有効成分を原材料
としてなる化学品，化学剤，医薬部外品の原料となる化学品，医薬品の原料となる化学
品，乳化剤，分散剤，浸透剤，防しわ剤，老化防止剤，食物保存剤，脱色剤，工業用消臭
剤，工業用防臭剤，工業用脱臭剤，紫外線吸収剤，紫外線分散剤，紫外線散乱剤，紫外
線遮蔽用コーティング剤，紫外線防止用コーティング剤，植物成長調整剤類，肥料，脂肪
酸，試験紙，人工甘味料，工業用粉類
【03】洗顔料，薬用洗顔料，せっけん類，薬用せっけん類，毛髪用洗浄剤，皮膚用洗浄
剤，身体用洗浄剤，手指用洗浄剤，肌用洗浄剤，ボディ用洗浄剤，肌の汚れ落とし用洗
浄剤，身体清拭用洗浄剤，毛髪用薬用洗浄剤，皮膚用薬用洗浄剤，身体用薬用洗浄剤，
手指用薬用洗浄剤，肌用薬用洗浄剤，ボディ用薬用洗浄剤，肌の汚れ落とし用薬用洗浄
剤，身体清拭用薬用洗浄剤，毛髪用清浄剤，皮膚用清浄剤，身体用清浄剤，手指用清浄
剤，肌用清浄剤，ボディ用清浄剤，肌の汚れ落とし用清浄剤，身体清拭用清浄剤，浴用
せっけん類，美白効果を有するせっけん類，しわ用せっけん類，紫外線からの保護効果を
有するせっけん類，紫外線防止用せっけん類，抗アレルギー効果を有するせっけん類，ア
トピー性皮膚疾患に適したせっけん類，アトピー性皮膚炎用せっけん類，消臭用せっけん
類，シャンプー，コンディショナーシャンプー，ハンドソープ，薬用ハンドソープ，歯磨き，薬
用歯磨き，口内洗浄剤，義歯洗浄剤，化粧品，化粧用クリーム，ジェル状化粧品，美容
液，ファンデーション，浴用化粧品，美白化粧品，しわ用化粧品，紫外線からの保護効果
を有する化粧品，紫外線防止用化粧品，抗アレルギー効果を有する化粧品，アトピー性皮
膚疾患に適した化粧品，アトピー性皮膚炎用化粧品，消臭用化粧品，体臭消臭剤，体用
防臭剤，クレンジングオイル，クレンジングジェル，クレンジングローション，養毛料，育毛
料，化粧用マスク，パック用化粧品，ヘアオイル，ボディオイル，すべてのスキンケアを一
つでカバーできる基礎化粧品 薬用化粧品 薬用美容液 薬用養毛料 薬用育毛料 染
【35】商品の販売に関する情報の提供，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，花及び木の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.22～2012.07.28.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

23

ＫＯＮＡＭＩ ＳＰＯＲＴＳ ＣＬＵＢ

通常:
標準

2012/7/24 2012-059451 コナミ株式会社

16,35

24

§世界らん展日本大賞＼Ｊａｐａ
ｎ Ｇｒａｎｄ Ｐｒｉｘ・蘭・Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏ
ｎａｌ Ｏｒｃｈｉｄ Ｆｅｓｔｉｖａｌ∞Ｊａｐａ 通常
ｎ Ｇｒａｎｄ Ｐｒｉｘ・蘭・Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏ
ｎａｌ Ｏｒｃｈｉｄ Ｆｅｓｔｉｖａｌ

2012/7/24 2012-059463 株式会社読売新聞東京本社

※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】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
【16】はがき，絵葉書，カレンダー，クリアファイル，しおり，マグネットクリップ，一筆せん，
新聞，雑誌，書籍，定期刊行物，印刷物，文房具類，紙袋，紙製又はプラスチック製の包
装袋，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，ポケットティッシュ，紙類，写真，写真立
て，書画
【35】根付・チャーム・装飾用ピン・ピンバッジ・懐中鏡・鏡袋・ハンカチ・タオル・スカーフ・ス
トール・織物及び寝具類・被服・履物・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，あめ・まんじゅう・菓子・茶・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，携帯電話機用及びス
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，キーホルダー・タンブラー・台所用品・清掃用具及び洗濯用具・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，花及び木・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，はがき・絵葉書・カレンダー・クリアファイル・しおり・マグネットクリップ・一筆せ
ん・印刷物・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，装飾用磁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，写真の小売又は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，壁掛けの小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，造花の小売又は卸売の業務におい
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.22～2012.07.28.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
25,35

25

Ｑｕａｒｔｅｒｌｙ

通常:
標準

2012/7/24 2012-059466 株式会社ベイクルーズ

07,16,21,31,32,35,4
1,43

26

図形商標

通常

2012/7/24 2012-059471 有限会社ひとエンタープライズ

32
27

￠カフェドロペ＼Ｃａｆｅ ｄｅ ＲＯ
通常
ＰＥ

2012/7/24 2012-059496 株式会社ジュン

※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
【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，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，壁掛け・カーテン・敷物の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，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の小売又は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の小売又は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，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，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，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
【07】家庭用電気ミキサー，業務用電気ミキサー，食料加工用又は飲料加工用の機械器
具，ミシン，繊維機械器具，自動販売機，電気洗濯機，業務用皮むき機，業務用切さい
機，食器洗浄機，電気掃除機，電機ブラシ
【16】雑誌，カタログ，書籍，ニューズレター，パンフレット，その他の印刷物，文房具類，紙
製包装用容器，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，紙製のぼり，紙製旗，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，
紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙類
【21】食器類，水筒，魔法瓶，鍋類，コーヒー沸かし（電気式のものを除く。），鉄瓶，やか
ん，携帯用アイスボックス，米びつ，食品保存用ガラス瓶，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，化粧用具，家事用手袋，ガラス製又は陶磁製の包装用
容器，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，デンタルフロス，ガラス基礎
製品（建築用のものを除く。）
【31】野菜，糖料作物，果実，コプラ，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，
麦，籾米，もろこし
【32】飲料用野菜ジュース，清涼飲料，果実飲料，乳清飲料
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
【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）2012.07.22～2012.07.28.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

28

Ｍｙｓｔｅｒｉｏｕｓ ａｇｅ＼Ｐｒｅｃｉｏｕｓ
通常
‐Ｍｉｘ

2012/7/24 2012-059509 株式会社ファイブ・フォックス

30,35,43
29

Ｓｈａｋｅｙ’ｓ＼Ｐｉｚｚａ Ｐａｒｌｏｒ

通常

2012/7/24 2012-059511 ロイヤルホールディングス株式会社

30,35,43
30

バトンドール

通常:
標準

2012/7/24 2012-059512 江崎グリコ株式会社

30,35,43
31

Ｂ＼ｄ ’＼ｏｒ

通常

2012/7/24 2012-059513 江崎グリコ株式会社

※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。

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

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，被服の小売又は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，家具の小売又は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
び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，印刷物の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，運動具の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，録画又は録音済のＣＤ及びＤ
ＶＤの小売又は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
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，調味料，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
【35】経営の診断又は経営に関する助言，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

【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，角砂糖，果糖，氷砂糖，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，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ，
糖質を主成分とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・ペースト状・シロッ
プ状・液状・タブレット状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ブロック状の加工食
品
【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】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，角砂糖，果糖，氷砂糖，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，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ，
糖質を主成分とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・ペースト状・シロッ
プ状・液状・タブレット状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ブロック状の加工食
品
【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

13／34

今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.22～2012.07.28.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

§Ｒａｍｂｂｉｔ＼ラムビット

通常

2012/7/24 2012-059515 株式会社ラムビット

05,32
33

生姜＼ビタミン・タウリン配合＼
リポビタン＼ジンクス＼ｇｉｎ：ｘ∞ 通常
香り高いゆずジンジャー風味

2012/7/24 2012-059535 大正製薬株式会社

35,36

34

サプレ！

通常:
標準

指定商品・役務
【35】寝具類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，被服
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，履物の小売又は
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，かばん類及び袋物の小売又
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，身の回り品の小売又は卸
売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供，酒類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，菓子及びパン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，米穀類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，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務におい
て行なわれる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー・ココア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，加工食料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，電気機械器具類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，手動利器・手動工具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，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なわれる顧客に対する便益の提供，化粧品及び石けん類の小
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，文房具類の小売又は
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，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なわれる顧客に対する便益の提供，時計の小売又は
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，入浴剤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，オイルランプ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，ろうそく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，写真立て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，化粧用具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，シューツリー・シューズキーパー・靴クリーム・靴墨及び靴ブラシの
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，香料及び薫料の小
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 花瓶の小売又は卸売
【05】ビタミン及びタウリンを使用したゆずジンジャー風味のドリンク剤，ビタミン及びタウリ
ンを使用したゆずジンジャー風味のサプリメント
【32】ビタミン及びタウリンを使用したゆずジンジャー風味の清涼飲料

2012/7/24 2012-059666 株式会社一休

※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/

【35】インターネットを利用した広告，その他の広告，インターネットを利用した商品の販売
促進又は役務の提供促進のためのクーポン券・割引券の発行及び管理，商品の販売促
進又は役務の提供促進のためのクーポン券・割引券の発行及び管理，クーポン券及び割
引などの特典付カードの発行に関する情報の提供，トレーディングスタンプの発行，旅行
の提供促進のための企画，宿泊施設の提供促進のための企画，飲食物の提供促進のた
めの企画，温泉・入浴施設の提供促進のための企画，マッサージ施術の提供促進のため
の企画，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，インターネットを利用した商品の
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，商品
の売買契約の媒介・取次ぎ及び代理，インターネットを利用した競売の運営，競売の運
営，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，家具の小売又は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，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，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，楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，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
【36】前払式証票の発行及びこれに関する情報の提供 旅行券の発行及びこれに関する
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.22～2012.07.28.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

35

ＳＡＰＵＲＥ

通常:
標準

2012/7/24 2012-059667 株式会社一休

35

36

キャラ市場

通常:
標準

黄金のキャンペーン

通常:
標準

2012/7/24 2012-059669 有限会社アルファ

29,30,35
37

2012/7/24 2012-059674 東洋水産株式会社
29,30,35

38

金のキャンペーン

通常:
標準

2012/7/24 2012-059675 東洋水産株式会社

※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。

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

指定商品・役務
【35】インターネットを利用した広告，その他の広告，インターネットを利用した商品の販売
促進又は役務の提供促進のためのクーポン券・割引券の発行及び管理，商品の販売促
進又は役務の提供促進のためのクーポン券・割引券の発行及び管理，クーポン券及び割
引などの特典付カードの発行に関する情報の提供，トレーディングスタンプの発行，旅行
の提供促進のための企画，宿泊施設の提供促進のための企画，飲食物の提供促進のた
めの企画，温泉・入浴施設の提供促進のための企画，マッサージ施術の提供促進のため
の企画，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，インターネットを利用した商品の
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，商品
の売買契約の媒介・取次ぎ及び代理，インターネットを利用した競売の運営，競売の運
営，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，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，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，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，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，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，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
【35】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の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，使い切りカメラの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，照明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，自転車・自動二輪車サドルカバ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，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，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，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，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，家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，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，履物及び履物用アクセサ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，時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，手品用具・ドミノ用具・トラン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，仮装用衣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，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，携帯電話器の表面装飾用宝玉模造品粒その他の宝玉及びそ
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，靴下の滑
り止め用塗布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，自
動車用芳香剤その他の芳香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，体脂肪計・つぼ押し器具・指圧器具その他の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，木製・プラスチック製・石製・竹製・ガ
ラス製・金属製・陶磁製・皮革製・ゴム製・布製・紙製のボトル状包装用容器その他の包装
容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，浴槽用枕・シャ
ワーカーテン・浴室用せっけん台・入浴時に湯や洗顔の泡等が髪につくのを防ぐヘアバン
【29】食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，肉製品，加工水産物，加工野菜及
び加工果実，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物
【30】即席菓子のもと，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，
ホットドッグ，ミートパイ，調味料，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁
当，ラビオリ，パスタソース，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦
【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】食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，肉製品，加工水産物，加工野菜及
び加工果実，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物
【30】即席菓子のもと，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，
ホットドッグ，ミートパイ，調味料，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁
当，ラビオリ，パスタソース，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.22～2012.07.28.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
29,30,35

39

キャンペーン

通常:
標準

2012/7/24 2012-059677 東洋水産株式会社
32

40

41

42

43

44

ｃｏｃｏ ｂｒｕｎｉ＼ｂａｒｉｓｔａ ＆ ｃｈ
通常
ｏｃｏｌａｔｉｅｒ

ｃｏｃｏ ｂｒｕｎｉ＼ｂａｒｉｓｔａ ＆ ｃｈ
通常
ｏｃｏｌａｔｉｅｒ

ＳＰＡＲＫＬＩＮＧ ＴＩＭＥ

信濃大町＼ミネラル天然水

スマック＼Ｓｍａｃｋ

通常

通常

通常

2012/7/24 2012-059693 パルド カンパニー リミテッド

指定商品・役務
【29】食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，肉製品，加工水産物，加工野菜及
び加工果実，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物
【30】即席菓子のもと，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，パスタソース，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【32】ビール，野菜と果実を使用した清涼飲料，玄米を使用した清涼飲料，りんごジュー
ス，飲料用朝鮮人参ジュース，オレンジジュース，炭酸水，朝鮮人参エキスを使用した清
涼飲料のもと，飲料水，飲料用野菜ジュース，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップ
エキス

35

【35】出版物の広告，ラジオによる広告，テレビジョンによる広告，屋外広告物による広告，
商品の実演による広告，その他の広告業，飲食料品の販売に関する売買契約の取次，ホ
テルの事業の管理，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，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，経理事務の代行，コンピュータ
データベースへの情報構築

32

【32】炭酸飲料，発泡性の清涼飲料，発泡性の果実飲料，発泡性の飲料用野菜ジュース，
ビール製造用ホップエキス，発泡性の乳清飲料

32

【32】長野県大町市で採水された天然ミネラルウォーター，長野県大町市で採水された天
然ミネラルウォーターを使用した飲料水，長野県大町市で採水された天然ミネラルウォー
ターを使用した清涼飲料

32

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

2012/7/24 2012-059695 パルド カンパニー リミテッド

2012/7/24 2012-059816 キリン・トロピカーナ株式会社

2012/7/24 2012-059820 株式会社トーエル

2012/7/25 2012-059832 鈴木 武

※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）2012.07.22～2012.07.28.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

05,31,32,35,41,43,4 【05】医療用温泉水
【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
4

45

ＲＡＰＩＳＰＡ

通常

2012/7/25 2012-059870 環境プラント工業株式会社

29,32
46

47

48

49

はじめての豆習慣＼ケンコウ＼
だい ず＼大豆＼ＫｅｎｋｏｕＤａｉｚ 通常
ｕ

ＭＡＲＩＬＬＥ＼マリレ

フードアイコン

§ｂｏｓｏａ∞Ｉｓｈｉｇａｋｉ－Ｓｔｙｌｅ

通常

通常

通常

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
【41】プールの提供，温泉水を利用したプールの提供
【43】温泉施設を有する宿泊施設の提供，レストラン・喫茶室・カフェテリア・バー施設を有
する宿泊施設の提供，飲食物の提供
【44】温泉の入浴施設の提供，温泉施設の提供，温泉施設に関する情報の提供，温泉療
法用施設の提供，温泉療法用施設の提供に関する情報の提供，温泉水を利用した美容，
あん摩・マッサージ及び指圧
【29】豆乳
【32】大豆を加味した清涼飲料，大豆を加味した果実飲料，大豆を加味した飲料用野菜
ジュース

2012/7/25 2012-059895 株式会社コナミスポーツ＆ライフ

32

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース

32

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

35

【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，身飾品・頭飾品その他
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，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，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，携帯電話機用ストラップ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，キーホルダーその他の手
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，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，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，籐製・竹製・木製・ガラス製・陶磁器製・金属製・プラスチック製の小物入れの
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，籐製・竹製・木製のバ
スケ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，バスマット
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，テーブルランナーそ
の他の敷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，絵皿の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ろうそく立ての小売又
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，花瓶の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供 壁掛けの小売又は卸売の業務において行

2012/7/25 2012-059902 デシーマジャパン株式会社

2012/7/25 2012-059934 遠藤 徳家志

2012/7/25 2012-059967 有限会社アリアーズュ

※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）2012.07.22～2012.07.28.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

50

秋の＼ぶどう園

通常

2012/7/25 2012-059985 森永乳業株式会社

51

太陽ぎゅっと。

通常:
標準

2012/7/25 2012-059986 森永乳業株式会社

52

53

54

ＣＨＥＥＳＥ＼ＧＡＲＤＥＮ

通常

緑∞酵素美人＼キウイフルーツ
通常
味＼ＫＯＵＳＯＢＩＪＩＮ∞５倍濃縮

ゆず香る

通常:
標準

区分

【32】ぶどうを使用してなる清涼飲料，ぶどうジュース，ぶどうを使用してなる果実飲料，ぶ
どうを使用してなる飲料用野菜ジュース

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

35,43

【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
【43】飲食物の提供，飲食物の提供に関する情報の提供

32

【32】酵素・キウイフルーツを成分とした清涼飲料，酵素・キウイフルーツを成分とした果実
飲料，酵素・キウイフルーツを成分とした飲料用野菜ジュース

29,30,32

【29】ゆずを加味した乳製品，ゆずを加味した冷凍野菜，ゆずを使用した冷凍果実，ゆずを
加味した加工野菜，ゆずを使用した加工果実，ゆずを加味したカレー・シチュー又はスー
プのもと，ゆずを加えてなるお茶漬けのり・ふりかけ，ゆずみそ
【30】ゆずを加味した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，ゆずを加味した食品香料（精油のものを除く。），ゆずを加味した茶，ゆずを加味し
た菓子及びパン，ゆずを加味した調味料，ゆずを加味した香辛料，ゆずを加味したアイス
クリームのもと・シャーベットのもと，ゆずを加味した即席菓子のもと
【32】ゆずを使用した清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜ジュース，ゆずを加味したビール製
造用ホップエキス，ゆずを加味した乳清飲料
【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，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，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

2012/7/25 2012-060008 株式会社エム・イー・エム

2012/7/25 2012-060048 株式会社シーボン

2012/7/25 2012-060061 有限会社さめうらフーズ

35,36,37,38,39,40,4
1,42,43,44,45

55

Ａ∞ＡＥＯＮ＼ＳＱＵＡＲＥ

通常

指定商品・役務

32

2012/7/25 2012-060071 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/
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.22～2012.07.28.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

35,36,37,38,39,40,4 【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，職業のあっせん，競売の運
1,42,43,44,45

56

イオンスクエア

通常:
標準

2012/7/25 2012-060072 イオン株式会社

35,36,37,38,39,40,4
1,42,43,44,45

57

ＡＥＯＮ ＳＱＵＡＲＥ

通常:
標準

2012/7/25 2012-060073 イオン株式会社

58

氷河の浪漫

通常:
標準

2012/7/25 2012-060093 株式会社ワールドプランニング

59

ＨＵＮＧＲＹ ＪＡＣＫ’Ｓ ＧＥＮＥ 通常:
ＲＡＬ ＳＴＯＲＥ
標準

32
35

2012/7/25 2012-060118 株式会社浜野総合研究所

※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/

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，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
【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，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，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
【32】飲料用水，清涼飲料，天然水を使用した清涼飲料
【35】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，食器類の小売又は卸売の業務において
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.22～2012.07.28.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

60

リゾスポ

通常:
標準

2012/7/25 2012-060121 株式会社クレブ

61

乳たんぱくライフ

通常:
標準

2012/7/25 2012-060126 株式会社明治

29,30,32

29,30,32
62

乳 Ｂａｓｉｃ＼乳ベーシック

通常

2012/7/25 2012-060127 株式会社明治

63

ＮｅｗＯｌｄ 乳たんぱく＼ニュー
オールド乳たんぱく

通常

2012/7/25 2012-060128 株式会社明治

64

乳たんぱく宣言

通常:
標準

2012/7/25 2012-060129 株式会社明治

65

わんぱく乳たんぱく

通常:
標準

2012/7/25 2012-060130 株式会社明治

66

Ｎｅｗ＆乳

通常:
標準

2012/7/25 2012-060131 株式会社明治

67

乳＆Ｎｅｗ

通常:
標準

2012/7/25 2012-060132 株式会社明治

29,30,32

【29】乳製品，食用油脂
【30】コーヒー及びココア，茶，菓子及びパン，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，穀
物の加工品，即席菓子のもと
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース

29,30,32

【29】乳製品，食用油脂
【30】コーヒー及びココア，茶，菓子及びパン，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，穀
物の加工品，即席菓子のもと
【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
【30】コーヒー及びココア，茶，菓子及びパン，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，穀
物の加工品，即席菓子のもと
【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
【30】コーヒー及びココア，茶，菓子及びパン，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，穀
物の加工品，即席菓子のもと
【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
【30】コーヒー及びココア，茶，菓子及びパン，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，穀
物の加工品，即席菓子のもと
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース

29,30,32

29,30,32

29,30,32

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

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，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，ハガキ・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，録
画済みのＤＶＤ・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，スキーワックス・スノーボードワックス，ろう，封ろうの小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，化学品・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・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・固形潤滑剤・タール・ピッチ・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，食用油脂
【30】コーヒー及びココア，茶，菓子及びパン，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，穀
物の加工品，即席菓子のもと
【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
【30】コーヒー及びココア，茶，菓子及びパン，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，穀
物の加工品，即席菓子のもと
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.22～2012.07.28.xls
No.

68

69

商標（見本）

商標

乳－ｔｒｉｔｉｏｎ＼乳－トリション

ＴＨＥ ＰＡＲＩＳＩＡＮ

種別

通常

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【29】乳製品，食用油脂
【30】コーヒー及びココア，茶，菓子及びパン，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，穀
物の加工品，即席菓子のもと
【32】清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース

35,41,43

【35】スーベニア・ノベルティアイテム・ギフトアイテム・被服・被服用アクセサリー・宝飾品・
おもちゃ・運動用品・文房具類・書籍・ビデオ・ＣＤ・ＤＶＤ及び一般的なマルチメディア・フレ
グランス・パーソナルケア用品・化粧品・家庭用品・美術品・食料品・飲料・シガー・シガレッ
ト・喫煙者用アクセサリを含む様々な商品の販売を含む小売又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，顧客のためのインセンティブポイントアワーズプログ
ラムに関する事業の管理を含むビジネスサービス，商品の販売及び他人のサービスを促
進するためのコンテスト並びにインセンティブアワードプログラム，商業促進目的及び広告
目的のためのカスタマーロイヤルティサービス並びにカスタマークラブサービス
【41】ライブミュージカルパフォーマンス・演劇プロダクション・コメディ及びヘルスクラブを含
む娯楽のためのカジノ及びゲーム用施設の提供を含むカジノサービス及びゲーミング
サービス，ウェブサイト及びグローバルコンピュータネットワークを通じたカジノ及びゲーミ
ングへのサービスの提供を含むセンター並びにゲームセンター
【43】会議・宴会・社交の催し・慈善のための募金及び特別なイベントのための施設の提供
を含むホテル・レストラン・ホテルコンシェルジュサービス・バーサービス・ケータリングサー
ビス，コンサート用施設の提供を含むアリーナサービス，会議・展示会及びミーティング用
施設の提供，展示会用施設の提供，レストラン・食事及び宿泊施設の予約の取次ぎを含
む旅行代理サービス，他人のためのホテルの予約の取次ぎ，飲食物の提供，一時宿泊施
設の提供，ホテルサービス，社交の催し及び特別な日のための宴会サービス並びに施設
（宿泊施設）の提供，前述の全ての役務に関する情報の提供・助言及び相談サービス
【35】広告業，トレーディングスタンプの発行，バスケットボールチームのファンクラブの企
画・運営又は管理，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売
に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に関
する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取次ぎ，速記，筆耕，書類の複製，文書又
は磁気テープのファイリング，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，クッション・座布団・まくら・マットレス・かや・敷布・布団・布団カバー・布
団側・まくらカバー・毛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，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，ウィンドブレーカー・ティーシャツの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，法被の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，帽子及びサンバイザ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，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，貴金
属製靴飾り・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・靴飾り（貴金属
製のものを除く。）・靴はとめ・靴ひも・靴ひも代用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，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，布製ポケットティッシュケース及びコイン用の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，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，ハンドタオルの小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，布製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，うちわ及び扇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，ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕
止めの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 衣服用き章（貴

2012/7/25 2012-060133 株式会社明治

2012/7/25 2012-060232 ラスベガス サンズ コープ

35,41

70

ＣＨＩＢＡ ＪＥＴＳ＼２００

通常

2012/7/25 2012-060240 株式会社ＡＳＰＥ

※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

29,30,32

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）2012.07.22～2012.07.28.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

71

ＯｎｌｉｎｅＣｏｎｃｉｅｒｇｅ

通常:
標準

2012/7/25 2012-060241 西口 慎太郎

32
72

ＰＡＰＬＡＬ＼パプラール

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，職業のあっせん，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，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，広告用具の
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，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，
電子計算機用プログラ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，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，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，ダウンロード可能な音楽又
は音声の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 録音済み記
【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

2012/7/26 2012-060257 株式会社東洋厚生製薬所

21,25,29,30,31,32,4 【21】農作業用手袋，園芸用手袋，家事用手袋，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培
器，じょうろ
3

73

最果て

通常:
標準

2012/7/26 2012-060429 株式会社上原農場

21,25,29,30,31,32,4
3

74

遥か北

通常:
標準

2012/7/26 2012-060430 株式会社上原農場

※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/

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，農作業用ウェーダー，
釣り用ウェーダー
【29】肉製品，加工水産物，冷凍野菜，冷凍果実，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，豆
【30】穀物の加工品，食用粉類，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦
【31】野菜，糖料作物，果実，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，
もろこし，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，動物
の宿泊施設の提供，会議室の貸与，展示施設の貸与
【21】農作業用手袋，園芸用手袋，家事用手袋，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培
器，じょうろ
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，農作業用ウェーダー，
釣り用ウェーダー
【29】肉製品，加工水産物，冷凍野菜，冷凍果実，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，豆
【30】穀物の加工品，食用粉類，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦
【31】野菜，糖料作物，果実，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，
もろこし，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，動物
の宿泊施設の提供，会議室の貸与，展示施設の貸与
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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

指定商品・役務

21,25,29,30,31,32,4 【21】農作業用手袋，園芸用手袋，家事用手袋，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培
器，じょうろ
3

75

§ピネー

通常

2012/7/26 2012-060431 株式会社上原農場

32
76

77

78

赤＼酵素美人＼ピンクグレープ
フルーツ味＼ＫＯＵＳＯＢＩＪＩＮ∞ 通常
５倍濃縮

黒＼酵素美人＼黒酢・青森産り
んご味＼ＫＯＵＳＯＢＩＪＩＮ∞４倍 通常
濃縮

ｃｏｃｏｍａｘ

通常:
標準

2012/7/26 2012-060437 株式会社シーボン

32

【32】酵素・黒酢・青森産りんごを成分とした清涼飲料，酵素・黒酢・青森産りんごを成分と
した果実飲料，酵素・黒酢・青森産りんごを成分とした飲料用野菜ジュース

32

【32】フルーツジュース，炭酸入りのフルーツジュース，果実飲料，炭酸入りの果実飲料，
エネルギー補給のための清涼飲料，炭酸入りのエネルギー補給のための清涼飲料，ココ
ナッツ風味の飲料水，ココナッツ風味の炭酸水，ココナッツ風味のスポーツ用の清涼飲
料，炭酸入りのココナッツ風味のスポーツ用の清涼飲料，ココナッツ風味のアイソトニック
飲料，炭酸入りのココナッツ風味のアイソトニック飲料，ココナッツミルク飲料，炭酸入りの
ココナッツミルク飲料，アルコール分を含まない飲料，アルコール分を含まない炭酸飲料，
アルコール分を含まない飲料用のシロップ，アルコール分を含まない飲料製造用調製品，
【05】薬剤，漢方薬，湿布剤，点眼薬，塗布薬，軟膏，医療用試薬，診断用試薬，消毒薬，
家庭用除菌剤，家庭用抗菌剤，家庭用消臭剤，衛生用薬剤，入浴剤，駆虫剤，防虫剤，
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，乳幼児用粉乳，サプリメント，栄養補助食品，食物繊維，食用
ローヤルゼリー，食用プロポリス，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
【35】漢方薬・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，湿布剤・点眼薬・塗布薬・軟膏・医療用試薬・診断用試薬の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，消毒薬・家庭用除菌剤・家庭用抗菌
剤・家庭用消臭剤・衛生用薬剤・入浴剤・駆虫剤・防虫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，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，シャンプー・リンス・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，サプリメント・栄養補助食品・食物繊
維・食用ローヤルゼリー・食用プロポリ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，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，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，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，化学品・化学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，診断用機械器具・手術用機械器具・治療用機械器具・医療用測定機械
器具・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，車いす・介護リフト・歩行補助器・松葉づえ・家庭用介護ベッ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，家庭用電気マッサージ器・家庭用美容マッ
サージ器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 電気式歯

2012/7/26 2012-060438 株式会社シーボン

2012/7/26 2012-060439

アジアティック アグロ インダスト
リー カンパニー リミテッド
05,35,44

79

平安堂薬局

通常:
標準

【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，農作業用ウェーダー，
釣り用ウェーダー
【29】肉製品，加工水産物，冷凍野菜，冷凍果実，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，豆
【30】穀物の加工品，食用粉類，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦
【31】野菜，糖料作物，果実，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，
もろこし，種子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，動物
の宿泊施設の提供，会議室の貸与，展示施設の貸与
【32】酵素・ピンクグレープフルーツを成分とした清涼飲料，酵素・ピンクグレープフルーツ
を成分とした果実飲料，酵素・ピンクグレープフルーツを成分とした飲料用野菜ジュース

2012/7/26 2012-060468 合資会社平安堂

※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）2012.07.22～2012.07.28.xls
No.

80

81

82

商標（見本）

商標

ＣＧ７＼シージーセブン

八判鼓判＼はちばんこばん

まとめ買い∞モール＼ｍａｌｌ

種別

通常

通常

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【29】牡蠣から抽出した抗酸化物質を主成分としたカプセル状・粒状・丸剤状・液状・顆粒
状の加工食品
【32】牡蠣から抽出した抗酸化物質を主成分として含む清涼飲料

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
【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】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，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，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，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，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，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 看板・旗の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
【30】マテ茶，マテ茶飲料，粉末状のマテ茶
【32】マテ茶入り清涼飲料，マテ茶入り清涼飲料のもと，マテ茶入り果実飲料，マテ茶入り
果実飲料のもと，マテ茶入り飲料用野菜ジュース，マテ茶入り飲料用野菜ジュースのもと

2012/7/26 2012-060473 株式会社渡辺オイスター研究所

2012/7/26 2012-060558 株式会社ＮＯＶＯ ＶＥＮＴＯ

2012/7/26 2012-060671 株式会社カウネット

30,32
83

Ｍａｔｅ＼サラダ茶［マテ］

通常

2012/7/26 2012-060675 株式会社アトリー

35

84

ハピカルコム

通常

指定商品・役務

29,32

2012/7/27 2012-060696 メディア株式会社

※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/

【35】身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲
食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金
具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補
助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，おもちゃ・人形及び娯楽
用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，写真機械器具
及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，時計
及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，宝玉及び
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.22～2012.07.28.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

85

ＨＵＧ組

通常:
標準

2012/7/27 2012-060697 株式会社文真堂書店

35,44

86

図形商標

通常

2012/7/27 2012-060733 株式会社アインファーマシーズ

※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】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
【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報
の提供，ホテルの事業の管理，職業のあっせん，文書又は磁気テープのファイリング，コ
ンピュータデータベースへの情報編集，求人情報の提供，新聞記事情報の提供，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，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，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，花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙
類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，運
動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 おもちゃ・人形
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.22～2012.07.28.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
35,44

87

今日に応えるチカラ。明日を支 通常:
えるチカラ。
標準

2012/7/27 2012-060734 株式会社アインファーマシーズ

29,30

88

ＧＯ ＦＲＥＥ

優先:
標準

2012/7/27 2012-060749 アショーリアン、ジャムシッド

32
89

とがりいし＼尖石の泉

通常

2012/7/27 2012-060768 株式会社志楽ダイナミックス

※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。

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

指定商品・役務
【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報
の提供，ホテルの事業の管理，職業のあっせん，文書又は磁気テープのファイリング，コ
ンピュータデータベースへの情報編集，求人情報の提供，新聞記事情報の提供，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，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，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，花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙
類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，運
動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 おもちゃ・人形
【29】チップ状のタロイモで作られたスナックフード，肉製品，魚，家禽肉及び食用鳥獣肉，
保存処理・乾燥処理及び調理をした果実及び野菜，アップルソース及びクランベリーソー
スのゼリー・ジャム及びフルーツソース，卵，ミルク及び乳製品（アイスクリーム・アイスミル
ク及びフローズンヨーグルトを除く。），食用油脂，酪農製品を主原料としたフードビバレジ
（医療用でない食餌療法用飲料）ポテトを主原料としたスナックフード，野菜を主原料とし
たスナックフード，果実を主原料としたスナックフード，ナッツを使用したスナックフード，サ
ラダ，家禽肉及び魚のエキス，スープの缶詰，即席スープ，容器詰めスープ，スープのも
と，アプリコットソース・ストロベリーソース・ラズベリーソース・ブルーベリーソース・ボイゼ
ンベリーソース食用ゼリー・ジャム及びフルーツソース，野菜ソース，果実又は野菜を混ぜ
て作ったソース，卵製品，パスタ及びパスタ製品，豆腐及び豆腐を使用した製品，大豆を
主原料とした製品及び豆乳製品（豆乳のアイスクリーム・アイスミルク及びフローズンヨー
グルトを除く。），大豆を主原料としたフードビバレジ，バタースプレッド，ピーナッツバター，
調理済み食品，調理済み冷凍食品
【30】アイスクリーム，アイスミルク，フローズンヨーグルト，サラダ用ドレッシング，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，キャンディー，焼き菓子用及び冷凍菓子用のチップ
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，酢，ソース
（調味料），豆乳を使用してなるアイスクリーム・アイスミルク及びフローズンヨーグルト，シ
リアル，小麦粉の加工品，小麦粉のスナックフード，穀物の加工品，ピザ生地，ピザ，マ
フィン，パンケーキ，ワッフル，ドーナツ，ケーキ，パイ，クッキー，クラッカー，ビスケット，ビ
スコッティ，焼き菓子及び冷凍菓子・チョコレート・フローズンチョコレート用のチップ菓子，
シロップ状の甘味料，ディップソース，ケチャップソース，ピザ用トッピング材，フムス及び
バーバガナッシュ 薬草を用いてなるフードビバレッジ及び薬草茶（医療用でない薬草の
【32】ミネラルウォーター
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.22～2012.07.28.xls
No.

商標（見本）

商標

90

ＩＴＯ ＥＮ＼毎日１杯の青汁

91

インカレッド

92

Ｇｏｕｒｍｅｔ Ｂａｚａａｒ

種別

通常

通常:
標準
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【29】青汁を含有した豆乳
【32】飲料用青汁，青汁を含有した清涼飲料，青汁を含有した果実飲料，青汁を含有した
飲料用野菜ジュース，青汁を含有した乳清飲料，青汁を含有した豆乳飲料

31,32

【31】トマト，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
【32】ビール，清涼飲料，豆乳飲料，トマトジュース，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清
飲料
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

2012/7/27 2012-060782 株式会社 伊藤園

2012/7/27 2012-060818 キッコーマン株式会社
2012/7/27 2012-060846 片岡物産株式会社

93

§からあげ＼カーラ

通常

2012/7/27 2012-060852 株式会社シヤッフル

94

Ｃｏｆｆｅｅ Ｃｕｌｔｕｒｅ Ｆａｃｔｏｒｙ

通常:
標準

2012/7/27 2012-060861 日本たばこ産業株式会社

35
29,35

【29】鶏の唐揚げ，肉製品
【35】飲食料品の小売り又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，
菓子及びパンの小売り又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，清
涼飲料及び果実飲料の小売り又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，加工食料品の小売り又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

29,30,32

【29】乳製品
【30】コーヒー及びココア，菓子及びパン
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【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，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，砂糖，麦芽糖，はちみつ，ぶどう
糖，粉末あめ，水あめ，ごま塩，食塩，すりごま，セロリーソルト，うま味調味料，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
【35】広告業，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調
査又は分析，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，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，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，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

30,35,43

95

Ｓｗｅｅｔｓ Ｂｏｕｑｕｅｔ＼銘菓紀行 通常

指定商品・役務

29,32

2012/7/27 2012-060864 株式会社鉄道会館

※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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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

96

Ｃｌｏｔｈｏ

通常

鞠小路スタイル

通常:
標準

2012/7/27 2012-060890 株式会社Ｃｌｏｔｈｏ

35,41
97

2012/7/27 2012-060897 田中 千衣子
30,32,33,43

98

小豆房

通常:
標準

2012/7/27 2012-060972 株式会社叶匠寿庵

99

Ｂｕｄｄｈａ’ｓ Ｃｕｐ

通常:
標準

2012/7/27 2012-060991 クリスティン コールマン

駅弁屋祭

通常:
標準

2012/7/27 2012-060992

30,32

100

101

駅弁屋＼まつり∞祭

通常

2012/7/27 2012-060993

※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。

株式会社日本レストランエンタプライ 35
ズ
35
株式会社日本レストランエンタプライ
ズ

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

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，被服の小売又は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
【35】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，小物の小
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，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，着付け講師のあっせん
【41】着付けの教授，セミナーの企画・運営・開催，着付け講師の養成
【30】あずきを使用した又はあずき風味を有する菓子，あずきを使用した又はあずき風味を
有する和菓子，あずき使用した又はあずき風味を有する洋菓子，あずきを使用した又はあ
ずき風味を有するパン，あずきを使用した又はあずき風味を有するサンドイッチ，あずきが
ゆ，あずきを使用した又はあずき風味を有するうどんの麺，あずきを使用した又はあずき
風味を有するそばの麺，あずきを使用した又はあずき風味を有する穀物の加工品，あず
きを使用した又はあずき風味を有するアイスクリームのもと，あずきを使用した又はあずき
風味を有するシャーベットのもと，あずきを使用した又はあずき風味を有する弁当，あずき
を使用した又はあずき風味を有する即席菓子のもと，あずきを使用した又はあずき風味を
有するコーヒー，あずきを使用した又はあずき風味を有する茶
【32】あずきを使用した又はあずき風味を有する清涼飲料，あずきを使用した又はあずき
風味を有する果実飲料，あずきを使用した又はあずき風味を有する乳清飲料
【33】あずきを使用した又はあずき風味を有する日本酒，あずきを使用した又はあずき風
味を有する中国酒，あずきを使用した又はあずき風味を有する薬味酒
【43】あずきを使用した又はあずき風味を有する飲食物を主とする飲食物の提供，あずき
【30】コーヒー，焙煎されたコーヒー豆，粉状コーヒー，ココア，コーヒー飲料，コーヒー豆，
焙煎前のコーヒー豆，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，即席菓子のもと，穀物
の加工品
【32】コーヒーシロップ，清涼飲料，コーヒー入り清涼飲料，コーヒー風味の清涼飲料，果実
【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】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
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No.

商標（見本）

商標

種別

102

駅弁屋＼まつり∞祭

103

通常:
ご当地！絶品うまいもん甲子園
標準

104

シャキッとすっぱい

105

ＴＨＥ ＲＯＹＡＬ ＢＩＴＴＥＲ

106

クイズランドＣＸ

通常

通常:
標準
通常:
標準

通常:
標準

出願日

出願番号

2012/7/27 2012-060994

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

35,41,43

【35】商品の販売に関する情報の提供，商品の売上ランキング情報の提供，市場調査又
は分析，広告業，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
【41】食に関するイベントの企画・運営又は開催，書籍の制作
【43】イベント会場における飲食物の提供，その他の飲食物の提供，飲食物の提供に関す
る情報の提供
【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

株式会社日本レストランエンタプライ
ズ

2012/7/27 2012-060996 いただきます株式会社

2012/7/27 2012-061038 サントリーホールディングス株式会社
2012/7/27 2012-061040 サントリーホールディングス株式会社

32
32

【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

09,16,25,28,32,41

【09】携帯電話機用又はコンピュータ用ゲームプログラム，電子応用機械器具及びその部
品，携帯電話機用ストラップ及びネックピース，電気通信機械器具，ダウンロード可能な音
楽・画像及び映像，録音済み又は録画済みの磁気式又は光学式の記録媒体，家庭用テ
レビゲームのゲームプログラム，電子出版物
【16】文房具類，紙類，印刷物，写真，写真立て，紙製のぼり，紙製旗，衛生手ふき，紙製
タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，紙製包装用容器
【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
【28】遊園地用機械器具，愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，人形，囲碁用具，将棋用具，歌
がるた，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用
具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マージャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，
運動用具，釣り具
【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
【41】携帯電話機又はコンピュータによる通信を用いて行うゲームの提供，通信ネットワー
【29】乳製品，肉製品，食肉を主材とする惣菜，加工水産物，食用魚介類を主材とする惣
菜，ハムサラダ，ポテトサラダ，マカロニサラダ，その他のサラダ，その他の加工野菜及び
加工果実，野菜を主材とする惣菜，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，卵
どうふ，乾燥卵，液卵，冷凍卵，茹で卵，卵焼き，スクランブルエッグ，その他の加工卵，茶
わん蒸し，オムレツ，スコッチエッグ，カレー・シチュー又はスープのもと
【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，香辛料，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，
たこ焼き，弁当，ラビオリ，粥，ぞうすい
【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
【43】飲食物の提供，料理情報の提供，保育所における乳幼児の保育，高齢者用入所施
設の提供（介護を伴うものを除く。），会議室の貸与，展示施設の貸与，家庭用電気トース
ターの貸与，家庭用電子レンジの貸与，家庭用ホットプレートの貸与，業務用加熱調理機
械器具の貸与，業務用食器乾燥機の貸与，業務用食器洗浄機の貸与，加熱器の貸与，

2012/7/27 2012-061073 株式会社フジテレビジョン

29,30,32,43

107

Ｃｏｏｋｉｎｇ ｆｏｒ ｌｏｖｅ

通常:
標準

2012/7/27 2012-061075 キユーピー株式会社

※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

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）2012.07.22～2012.07.28.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

03,07,11,16,21,29,3 【03】家庭用醸造用機械を洗浄するためのディカルシファイイング剤，家庭用醸造用機械
を洗浄するための脱灰剤，家庭用醸造用機械を洗浄するための石灰除去剤，家庭用醸
0,32

108

§Ｖ

通常

2012/7/27 2012-061082 スターバックス・コーポレイション

05,30,32
109

ＣＬＩＦ∞ＳＨＯＴ

通常

2012/7/27 2012-061086 クリフ バー アンド カンパニー

01,03,05,11,30,32

110

§多層三相乳化

通常

造用機械を洗浄するためのディスケーリング剤，家庭用醸造用機械を洗浄するためのス
ケール除去剤，家庭用醸造用機械を洗浄するための湯あか除去剤，家庭用醸造用機械
用洗浄剤，家庭用醸造用機械用クリーナー，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
【07】家庭用電気コーヒーグラインダー，業務用電気コーヒーグラインダー，電気式ミルクフ
ローサー，食料加工用又は飲料加工用の機械器具，業務用攪はん混合機，業務用皮む
き機，業務用切さい機，業務用食器洗浄機，家庭用食器洗浄機，その他の食器洗浄機，
電気ミキサー
【11】家庭用電気式コーヒーメーカー，業務用電気式コーヒーメーカー，家庭用電気式エス
プレッソコーヒーメーカー，業務用電気式エスプレッソコーヒーメーカー，その他の電気器
具，家庭用電熱用品類（美容用又は衛生用のものを除く。），美容用又は衛生用の家庭用
電熱用品類，その他の家庭用電熱用品類，業務用加熱調理機械器具，業務用食器乾燥
機，業務用食器消毒器，ウォーターフィルター，家庭用浄水器，業務用浄水器，浄水装
置，水の濾過及び浄化のためのユニット並びにそのユニットのための取換カートリッジ及
び取換フィルター，濾過式浄水器，水槽用濾過装置，便所ユニット，浴室ユニット，乾燥装
置，換熱器，蒸煮装置，蒸発装置，蒸留装置，熱交換器，化学繊維製造用乾燥機，牛乳
殺菌機，製パン機，ベニヤ製造用乾燥機，工業用炉，原子炉，収穫物乾燥機，飼料乾燥
装置，ボイラー（動力機械部品・機関用のものを除く。），暖冷房装置，冷凍機械器具，業
務用衣類乾燥機，美容院用又は理髪店用の機械器具（「椅子」を除く。），水道用栓，タン
ク用水位制御弁 パイプライン用栓 汚水浄化槽 し尿処理槽 業務用ごみ焼却炉 家庭
【05】サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品
【30】玄米シロップを主原料としたジェル状・ブロック状・バー状・グミ状の加工食品
【32】清涼飲料のもと，飲料製造用調製品

2012/7/27 2012-061103 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/

【01】化学品，工業上用いられる化学品，化粧品の原料となる化学品，サプリメントの原料
となる化学品，飲食品の原料となる化学品，植物からの抽出物または有効成分を原材料
としてなる化学品，化学剤，医薬部外品の原料となる化学品，医薬品の原料となる化学
品，乳化剤，分散剤，浸透剤，防しわ剤，老化防止剤，食物保存剤，脱色剤，工業用消臭
剤，工業用防臭剤，工業用脱臭剤，紫外線吸収剤，紫外線分散剤，紫外線散乱剤，紫外
線遮蔽用コーティング剤，紫外線防止用コーティング剤，植物成長調整剤類，肥料，脂肪
酸，試験紙，人工甘味料，工業用粉類
【03】洗顔料，薬用洗顔料，せっけん類，薬用せっけん類，毛髪用洗浄剤，皮膚用洗浄
剤，身体用洗浄剤，手指用洗浄剤，肌用洗浄剤，ボディ用洗浄剤，肌の汚れ落とし用洗
浄剤，身体清拭用洗浄剤，毛髪用薬用洗浄剤，皮膚用薬用洗浄剤，身体用薬用洗浄剤，
手指用薬用洗浄剤，肌用薬用洗浄剤，ボディ用薬用洗浄剤，肌の汚れ落とし用薬用洗浄
剤，身体清拭用薬用洗浄剤，毛髪用清浄剤，皮膚用清浄剤，身体用清浄剤，手指用清浄
剤，肌用清浄剤，ボディ用清浄剤，肌の汚れ落とし用清浄剤，身体清拭用清浄剤，浴用
せっけん類，美白効果を有するせっけん類，しわ用せっけん類，紫外線からの保護効果を
有するせっけん類，紫外線防止用せっけん類，抗アレルギー効果を有するせっけん類，ア
トピー性皮膚疾患に適したせっけん類，アトピー性皮膚炎用せっけん類，消臭用せっけん
類，シャンプー，コンディショナーシャンプー，ハンドソープ，薬用ハンドソープ，歯磨き，薬
用歯磨き，口内洗浄剤，義歯洗浄剤，化粧品，化粧用クリーム，ジェル状化粧品，美容
液，ファンデーション，浴用化粧品，美白化粧品，しわ用化粧品，紫外線からの保護効果
を有する化粧品，紫外線防止用化粧品，抗アレルギー効果を有する化粧品，アトピー性皮
膚疾患に適した化粧品，アトピー性皮膚炎用化粧品，消臭用化粧品，体臭消臭剤，体用
防臭剤，クレンジングオイル，クレンジングジェル，クレンジングローション，養毛料，育毛
料，化粧用マスク，パック用化粧品，ヘアオイル，ボディオイル，すべてのスキンケアを一
つでカバーできる基礎化粧品 薬用化粧品 薬用美容液 薬用養毛料 薬用育毛料 染

30／34

今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.22～2012.07.28.xls
No.

111

112

商標（見本）

商標

ビサイド＼Ｂｅｓｉｄｅ

ＨＡＴＡＫＥ＼ｄｅｌｉ

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

35

【35】酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コー
ヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼
飲料・果実飲料・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，菓子・パン・サンドイッチ・中華まんじゅう・ハンバーガー・ピザ・ホットドッ
グ・ミートパイの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，食用油脂の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，乳製品の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，肉製品・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，サラダ・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，豆乳・豆腐の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，ぎょうざ・しゅうまい・すし・たこ焼き・弁当・ラ
ビオリの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，即席菓子のも
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，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，カ
【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，茶・コー
ヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼
飲料・果実飲料・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，菓子・パン・サンドイッチ・中華まんじゅう・ハンバーガー・ピザ・ホットドッ
グ・ミートパイの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，食用油脂の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，乳製品の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，肉製品・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，サラダ・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，豆乳・豆腐の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，ぎょうざ・しゅうまい・すし・たこ焼き・弁当・ラ
ビオリの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，即席菓子のも
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，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，カ
【32】ミネラルウォーター，その他の清涼飲料，ミネラルウォーターのもと，その他の清涼飲
料のもと

2012/7/27 2012-061124 株式会社コーセー

2012/7/27 2012-061248 株式会社フランドル

35

113

ＨＡＴＡＫＥ ｄｅｌｉ

通常

2012/7/27 2012-061249 株式会社フランドル

32
114

サプリメント ｉｎ ウォーター＼
ＭＣＭのめぐみ

通常

2012/7/28 2012-061267 エイチ・エス・アシスト株式会社

35

115

スターマルシェ

通常:
標準

指定商品・役務

35

2012/7/23 2012-062800 新古 祐子

※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/

【35】インターネットを介した商品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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.22～2012.07.28.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

116

ＳＡＮＧＡＲＩＡ まろふわ

通常

117

レディーファースト ｌａｄｉｅｓ ｆｉｒｓ 通常:
ｔ
標準

118

通常:
キッズドリーム Ｋｉｄｓ Ｄｒｅａｍ
標準

出願日

出願番号

2012/7/23 2012-062840

出願人／権利者

区分

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

30,35

【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，飲食料品の販
【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，飲食料品の販
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
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，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，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，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，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，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，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
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
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，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，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，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，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，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

株式会社日本サンガリアベバレッジ
カンパニー

2012/7/24 2012-063299 株式会社銀座コージーコーナー
30,35
2012/7/24 2012-063300 株式会社銀座コージーコーナー
35,36

119

家庭菜園

通常:
標準

2012/7/23 2012-063335 株式会社ブレーン・ストーミング社

35

120

産直ひろば

通常:
標準

2012/7/24 2012-063762 株式会社ブレーン・ストーミング社

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。

指定商品・役務

32

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

32／34

今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.22～2012.07.28.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

121

１コイン５００円均一

通常:
標準

2012/7/24 2012-063763 株式会社ブレーン・ストーミング社

35

122

牧丘産業

通常

2012/7/25 2012-064188 牧丘産業株式会社

123

まんねん黒酢

通常:
標準

2012/7/25 2012-064193 株式会社ケンユー

05,30,32
03,32

124

125

126

ＳＩＳＳＩ＼シシイ

未来への贈り物

雲の上のトマト

通常

通常

通常

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，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，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，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，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，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，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
【35】農薬及び植物成長調整剤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，その他の薬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，肥料・飼料・農業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，その他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，種子類・苗・苗木・草・花・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，その他の植物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，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，冷凍野菜及び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，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，その他の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，清涼飲料・野菜飲料・果実飲料の小売又は卸売の業務において行わ
【05】カプセル状の加工食品
【30】黒酢及びきのこ抽出物からなる液状の加工食品
【32】清涼飲料、健康飲料
【03】化粧品
【32】清涼飲料水

2012/7/25 2012-064606 株式会社ジャパルシー

35

【35】加工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，市場
調査又は分析，商品の販売に関する情報の提供

29,31,32

【29】冷凍野菜，加工野菜及び加工果実
【31】野菜
【32】果実飲料，飲料用野菜ジュース

2012/7/27 2012-065025 株式会社 タカスギ

2012/7/27 2012-065064 ▲高▼見澤 憲一

※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）2012.07.22～2012.07.28.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

03,05,10,16,20,21,2 【03】せっけん類，化粧品，身体用消臭剤，香料，薫料
【05】薬剤，消臭剤（工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。），ウ
5,28,30,32
127

§Ｉｎ Ｔｈｅ Ｖｅｉｌ∞ｈｉｐｋｉｓｓ

通常

2012/7/27 2012-065068 株式会社くらし企画

32
128

由布院の＼秀水

通常

ベジレクト

通常:
標準

2012/7/27 2012-065081

株式会社アイ・エイチ・インターナショ
ナル

29,30,31,32,35
129

2012/7/26 2012-065104 株式会社さかうえ
29,30

130

§Ａｎｊｏｙ＼安井

マド
プロ:
通常

2012/7/25 2012-357968

ＦＵＪＩＡＮ ＡＮＪＯＹ ＦＯＯＤＳ Ｃ
Ｏ．， ＬＴＤ．

32
131

ＬＩＶＥ ＦＯＲ ＮＯＷ

マド
プロ:
通常:
標準

§ｅｎ‐Ｋ ｄｅ ｃａｖｉａｒ

マド
プロ:
通常

2012/7/26 2012-358163 ＫＡＶＩＡＲＩ ＳＡＳ

29
133

ＥＳＳ－ＦＯＯＤ

マド
プロ:
通常

【29】冷凍野菜，冷凍果実，加工野菜及び加工果実，乾燥野菜，野菜サラダ，野菜の缶詰
及び瓶詰，漬物、その他の保存加工をした野菜，調理用野菜ジュース
【30】米，脱穀済のえん麦，脱穀済の大麦
【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
【32】飲料用野菜ジュース
【35】経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関する情報
【29】Charcuterie; food products made from fish; tinned fish; peanut butter; deep-frozen
convenience vegetables; eggs; vegetable salads; prepared nuts; milk products; edible fats.
【30】Cocoa; tea substitutes; bread; rice glue balls; dumpling; cereal preparations;
preparations made from rice and flour; farinaceous foods; edible ices; seasonings.
【29】肉製品，魚を材料とする食料品，魚の缶詰，ピーナッツバター，急速冷凍した便利な
野菜，卵，野菜サラダ，加工済みナッツ，乳製品，食用脂
【30】ココア，代用茶，パン，元宵（中国のあんの入った団子の１種），だんご，穀物調整
品，米及び穀粉で作った調製品，穀粉加工品，氷菓，調味料及び香辛料
【32】Soft drinks.
【32】清涼飲料

2012/7/25 2012-358130 ＰｅｐｓｉＣｏ， Ｉｎｃ．

29,30,31

132

コンを主原料とした錠剤状・顆粒状・液状の加工食品
【10】家庭用電気マッサージ器，家庭用美容マッサージ器，医療用サポーター
【16】ウェットティッシュ，ティッシュペーパー
【20】クッション，座布団，まくら，マットレス
【21】清掃用具及び洗濯用具，肩たたき器，化粧用具，手動式美容用マッサージローラー
【25】被服，保温用サポーター，運動用特殊衣服
【28】運動用サポーター
【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
【32】ナチュラルミネラルウォーター，炭酸水，鉱泉水

2012/7/26 2012-358864 Ｄａｎｉｓｈ Ｃｒｏｗｎ Ａ／Ｓ

※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】Caviar (semi-preserved product prepared with sturgeon eggs).
【30】Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flours and cereal preparations, blinis, bread, pastry
and confectionery; edible ices; honey; mustard, vinegar, sauces (condiments); capers;
spices.
【31】Fish spawn.
【29】キャビア（チョウザメの卵から調製した半保存処理済み製品）
【30】コーヒー，茶，ココア，砂糖，米，穀粉及び穀物の調製品，ブリニ（そば粉入りのパン
ケーキ），パン，ペストリー（生地）及び菓子，氷菓，はちみつ，マスタード，食酢，ソース（調
味料），ケーパー，香辛料
【29】Meat, fish, poultry and game; fresh and frozen meat and tinned meat; prepared meat
products, namely meat-based meals and frozen and half-cooked or fully cooked
hamburgers; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats.
【29】食肉，魚，家禽肉及び食用鳥獣肉，新鮮な肉及び冷凍肉並びに肉の缶詰，調理済
み肉製品、すなわち肉を主材とする食事並びに冷凍の並びに半分調理済み又は完全に
調理済みのハンバーガー，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

34／34

今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.22～2012.07.28.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

134

ＭＥＧＵＭＩ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/7/24 2012-360008

※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。

ＪＦＣ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ （Ｅｕｒｏｐｅ） Ｇ
ｍｂＨ
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指定商品・役務
【29】Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried, and cooked fruits and
vegetables; nuts (prepared); jellies, jams and fruit purees; eggs, milk and milk products;
edible oils and fats.
【30】Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; noodles; flour and
preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, biscuits, ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice;
edible crackers; rice-based snack foods.
【31】Agricultural, horticultural and forestry products and grains, not included in other
classes; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals, malt; nuts.
【32】Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
【33】Wine, rice wine, alcoholic beverages.
【29】食肉，魚，家禽肉及び食用鳥獣肉，肉エキス，保存処理，乾燥処理及び調理をした
果実及び野菜，調理済みナッツ，ゼリー，ジャム及び果実のピューレ，卵，ミルク及び乳製
品，食用油脂

