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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.29～2012.08.04.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
29,30,32,43

1

Ｆｒａｕ Ａｔｓｕｋｏ Ｋａｙａｓｈｉｎａ

通常:
標準

2012/7/30 2012-061279 株式会社ひよ子

32
2

御水

通常

2012/7/30 2012-061294 財団法人郡上八幡産業振興公社

01,05,29,32
3

アジパンダ＼ＡＪＩＰＡＮＤＡ

通常

2012/7/30 2012-061300 味の素株式会社

01,05,29,32
4

図形商標

通常

2012/7/30 2012-061301 味の素株式会社

5

スペンサー

通常:
標準

2012/7/30 2012-061322 株式会社キャンディー

32
35

6

からだ上々

通常:
標準

指定商品・役務
【29】加工野菜及び加工果実，乳製品，冷凍野菜，冷凍果実，食用油脂，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】菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパ
イ，茶，コーヒー，ココア，即席菓子のもと，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，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆
【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
エキス
【43】飲食物の提供，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，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
【32】ミネラルウォーター

2012/7/30 2012-061334 株式会社テレビショッピング研究所

※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。
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【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものをのぞく。），植物成長調整剤
類，肥料，高級脂肪酸，人工甘味料，工業用粉類
【05】サプリメント，薬剤，乳幼児用粉乳，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲
料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【29】食用油脂，乳製品，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
【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
【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものをのぞく。），植物成長調整剤
類，肥料，高級脂肪酸，人工甘味料，工業用粉類
【05】サプリメント，薬剤，乳幼児用粉乳，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲
料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【29】食用油脂，乳製品，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
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料
【32】清涼飲料
【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，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，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，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供 おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.29～2012.08.04.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

7

日々上々

通常:
標準

2012/7/30 2012-061335 株式会社テレビショッピング研究所

35

8

くらし上々

通常:
標準

2012/7/30 2012-061336 株式会社テレビショッピング研究所

※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。
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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，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，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，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供 おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において
【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，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，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，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，印刷物の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，運動具の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供 おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

09,14,16,18,20,21,2 【09】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
4,25,28,29,30,32,33, 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
34,41,43
レビゲームのゲームプログラム，電子出版物

9

§タイムトリップビュー＼ＴＩＭＥ
通常
ＴＲＩＰ ＶＩＥＷ

2012/7/30 2012-061339 株式会社フジテレビジョン

05,32
10

ＣＬＩＦ∞ＢＡＲ

通常

【14】キーホルダー，身飾品，時計，記念カップ，記念たて，宝石箱，宝玉及びその原石並
びに宝玉の模造品
【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
【18】かばん類，袋物，傘，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，ステッキ，つえ，乗馬用具
【20】うちわ，扇子，クッション，座布団，まくら，マットレス，愛玩動物用ベッド，犬小屋，小
鳥用巣箱，家具，木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，タオル用ディスペンサー
（金属製のものを除く。）
【21】台所用品（「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。），化粧用具，ガラス製
又は陶磁製の包装用容器，貯金箱，お守り，おみくじ，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
【24】タオル，ハンカチ，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，のぼり及び旗（紙製のものを除く。），織物製トイレットシートカバー，織
物製いすカバー，織物製壁掛け，テーブル掛け，カーテン
【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
【29】乳製品，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃ
く，豆乳，豆腐，納豆，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】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
【05】サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，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

2012/7/30 2012-061389 クリフ バー アンド カンパニー

02,03,04,05,06,08,0 【02】カナダバルサム，コパール，サンダラック，セラック，松根油，ダンマール，媒染剤，マ
9,10,11,12,14,15,16, スチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ，絵の具，防錆グリース，塗
18,20,21,24,25,26,2 装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・装飾用・印刷用又は美
術用の貴金属はく及び粉
7,28,29,30,32,33,34, 【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
35,36,37,38,39,40,4 剤，洗濯用漂白剤，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、
薫料及び香水類
2,43,45

11

§Ｇ

通常

2012/7/30 2012-061408 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。
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【04】靴油，保革油，燃料，工業用油，工業用油脂，ろう，ろうそく
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，医療用腕環，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，乳幼児用粉乳
【06】金属製金具，金属製のネームプレート及び標札，金属製郵便受け，アイゼン，カラビ
ナ，ハーケン，金属製彫刻
【08】ピンセット，電気かみそり及び電気バリカン，手動利器，手動工具，エッグスライサー
（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，糸通し器，チャコ削り器，ひげそり用具入れ，ペディキュアセット，まつ毛カール器，マ
ニキュアセット
【09】火災報知機，ガス漏れ警報器，盗難警報器，業務用テレビゲーム機用プログラム，
写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，電池，携帯電話機用ホル
ダー及びストラップ，携帯電話のストラップに付ける飾り，携帯電話機用ケース，携帯電話
機の表示画面に貼って使用するのぞき見防止用シート，携帯電話機用充電器，電気通信
機械器具及びその部品並びに附属品，電子計算機用マウス及びマウスパッド，ＵＳＢメモ
リ，電子応用機械器具及びその部品，眼鏡，家庭用テレビゲーム機用プログラム，携帯用
液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，野球用ヘル
メット 運動用保護ヘルメット レコード インターネットを利用して受信し 及び保存するこ
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

12

13

14

商標（見本）

商標

美食通

味の基本帳

種別

通常

通常

インドアショップ＼ＩＮＤＯＯＲ Ｓ
通常
ＨＯＰ

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

16,35,41

【16】印刷物
【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】電子出版物の提供

16,35,41

【16】印刷物
【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】電子出版物の提供

35

【35】インターネットその他の通信ネットワーク上に於ける広告スペースの提供，広告業，
商品の販売促進又は役務の提供促進のための企画及び実行の代理，販売又は営業促
進のための顧客の管理，商品の売買契約の仲介及び代行，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，事業の管理，飲食料品の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

2012/7/30 2012-061415 株式会社▲高▼島屋

2012/7/30 2012-061416 株式会社▲高▼島屋

2012/7/30 2012-061429 株式会社アビー

04,16,30,32,34,35,4 【04】工業用油，工業用グリース，潤滑油，清掃用塵埃吸着剤，燃料，ガソリン，ろうそく，
ろうそく用灯芯，木炭，石炭
3

15

ＭＡＺＡＹＡ

通常

2012/7/30 2012-061447

アル－ザウラ’ア フォー タバコ ア
ンド シガレッツ トレーディング

35

16

§Ｓｍａｌｌ Ｇｉｆｔ Ｂｉｇ Ｓｍｉｌｅ∞
ＳａｎｒｉｏＦｒｉｅｎｄｓｈｉｐＣｌｕｂ＼サン 通常
リオフレンドシップクラブ

2012/7/30 2012-061448 株式会社サンリオ

※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】洋紙，厚紙，厚紙製印刷物，厚紙製文房具，文房具類，文房具としての又は家庭用
の接着剤（にかわ）
【30】コーヒー，茶，ペストリー（生地），菓子，氷，はちみつ
【32】ビール，ミネラルウォーター，炭酸水，アルコール分を含まない飲料，果実飲料（アル
コール分を含まないもの），シロップ，飲料製造用調製品
【34】たばこ，紙巻たばこ，ハーブを配合してなるニコチンを含まない代用たばこ（医療用で
ないもの），メンソールたばこ，メンソールの香を有するたばこ，嗅ぎたばこ，代用たばこ
（医療用のものを除く），喫煙用具，ライター，マッチ，葉巻きたばこ，たばこ製品，水ギセル
【35】広告，事業の運営及び管理，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
【43】飲食物の提供，一時宿泊施設の提供
【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，キャラクター商品の販売に関する企画，キャラク
ター商品の製造事業の企画，キャラクター商品の販売に関する情報の提供，コンピュータ
による会員の顧客管理，統計的情報の提供，インターネットウエブサイトにおけるショッピ
ングモールを介した商品の広告，インターネットウエブサイトにおけるショッピングモールを
介した商品の売買契約の媒介，インターネットウエブサイトにおけるショッピングモールを
介した商品の販売に関する情報の提供，衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商
品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被
服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココ
アの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供 自転車の小売又は卸売の業務において行
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.
17

18

商標（見本）

商標
さらさら毎日果実

インター・ラピス

種別
通常:
標準

通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/7/30 2012-061527 アサヒ飲料株式会社

区分

【32】果実を加味した清涼飲料，果実飲料，果実を加味した乳清飲料，果実を加味した飲
料用野菜ジュース

35

【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータ
データベースへの情報編集，広告用具の貸与，求人情報の提供，織物及び寝具類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，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，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，自動車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
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，動力機械器具（陸上の乗物用のものを除く。）及び動力機械器
具の部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，陸上の乗
【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータ
データベースへの情報編集，広告用具の貸与，求人情報の提供，織物及び寝具類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，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，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，自動車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
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，動力機械器具（陸上の乗物用のものを除く。）及び動力機械器
具の部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，陸上の乗
【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータ
データベースへの情報編集，広告用具の貸与，求人情報の提供，織物及び寝具類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，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，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，自動車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
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，動力機械器具（陸上の乗物用のものを除く。）及び動力機械器
具の部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，陸上の乗

2012/7/30 2012-061634 株式会社インター・ラピス

35

19

ＩＮＴＥＲ Ｌａ Ｐｅａｃｅ

通常

2012/7/30 2012-061635 株式会社インター・ラピス

35

20

§Ａ∞ＡＰＯＬＬＯＮＩＡ

通常

2012/7/30 2012-061636 株式会社インター・ラピス

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

指定商品・役務

32

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.29～2012.08.04.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

14,16,24,25,28,30,3 【14】貴金属，キーホルダー，宝石箱，記念カップ，記念たて，身飾品，宝玉及びその原石
並びに宝玉の模造品，時計
2,35,41,43

21

ワイヤーマウンテン

通常

2012/7/31 2012-061731 富士急行株式会社

35,41
22

ＬＯＳＴ ＭＯＵＮＴＡＩＮ

通常

2012/7/31 2012-061732 富士急行株式会社

23

夏子物語

通常:
標準

2012/7/31 2012-061762 久須美酒造 株式会社

32,33
35

24

Ｋａｈｍａ ＰＲＯ カーマプロ

通常

2012/7/31 2012-061787 株式会社カーマ

※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】紙製包装用容器，紙製のぼり，紙製旗，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプ
キン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【24】織物，フェルト及び不織布，布製身の回り品，織物製テーブルナプキン，ふきん，の
ぼり及び旗（紙製のものを除く。），布製ラベル
【25】被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用
特殊衣服，運動用特殊靴
【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，歌がるた，将
棋用具，さいころ，すごろく，ダイスカップ，ダイヤモンドゲーム，チェス用具，チェッカー用
具，手品用具，ドミノ用具，トランプ，花札，マージャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，
運動用具，釣り具
【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，穀物の加
工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
ジュース
【35】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，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用
具の貸与，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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
【41】植物の供覧，動物の供覧，美術品の展示，スポーツの興行の企画・運営又は開催，
映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，運動施設の提供，娯楽施設の
提供 おもちゃの貸与 遊園地用機械器具の貸与 遊戯用器具の貸与
【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，建築物における来訪者の受付及び案内，広告用
具の貸与，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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
【41】植物の供覧，動物の供覧，美術品の展示，スポーツの興行の企画・運営又は開催，
映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，運動施設の提供，娯楽施設の
提供
おもち の貸与 遊園地用機械器具の貸与 遊戯用器具の貸与
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料
【33】日本酒
洋酒 果実酒 中国酒 薬味酒
【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，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，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，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，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 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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.29～2012.08.04.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

25

カーマプロ

通常

2012/7/31 2012-061788 株式会社カーマ

26

モミジサイダー

通常:
標準

2012/7/31 2012-061799 宝食品株式会社

32

指定商品・役務
【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，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，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，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，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 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
【32】サイダー

09,14,16,18,20,21,2 【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
4,25,28,29,30,32,33, 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
34,41,43
レビゲームのゲームプログラム，電子出版物

27

§タイムトリップショット＼ＴＩＭＥ
通常
ＴＲＩＰ ＳＨＯＴ

2012/7/31 2012-061818 株式会社フジテレビジョン

35

28

プチロイズ＼ｐｅｔｉｔ ＲＯＹＣＥ’

通常

2012/7/31 2012-061822 株式会社ロイズコンフェクト

※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/

【14】キーホルダー，身飾品，時計，記念カップ，記念たて，宝石箱，宝玉及びその原石並
びに宝玉の模造品
【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
【18】かばん類，袋物，傘，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，ステッキ，つえ，乗馬用具
【20】うちわ，扇子，クッション，座布団，まくら，マットレス，愛玩動物用ベッド，犬小屋，小
鳥用巣箱，家具，木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器，タオル用ディスペンサー
（金属製のものを除く。）
【21】台所用品（「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。），化粧用具，ガラス製
又は陶磁製の包装用容器，貯金箱，お守り，おみくじ，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
【24】タオル，ハンカチ，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，のぼり及び旗（紙製のものを除く。），織物製トイレットシートカバー，織
物製いすカバー，織物製壁掛け，テーブル掛け，カーテン
【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
【29】乳製品，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃ
く，豆乳，豆腐，納豆，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】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
【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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.29～2012.08.04.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
25,26,30,32

29

パンダルマン

通常:
標準

2012/7/31 2012-061823 有限会社アプレスキー

05,30,32
30

図形商標

通常

2012/7/31 2012-061856 大正製薬株式会社

05,30,32
31

図形商標

通常

2012/7/31 2012-061857 大正製薬株式会社

35,43

通常:
標準

32

ＣＡＦＥ ＬＵＭＥ

33

東京中野∞コロッケ∞西郷亭∞
Ｆｒｅｓｈ，Ｑｕａｌｉｔｙ，ａｎｄ Ｈｏｍｅ
通常
ｍａｄｅ∞Ｃｒｏｑｕｅｔｔｅ Ｓａｉｇｏ‐ｔｅ
ｉ

2012/7/31 2012-061899 森ビル株式会社

29,30
2012/7/31 2012-061901 株式会社西郷亭

※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】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，運動用特
殊衣服，スノーボード競技用衣服，スキー及びスノーボード用アノラック，スキー及びス
ノーボード用ヤッケ，スキー及びスノーボード用ズボンつり，運動用特殊靴，スキー及びス
ノーボード靴用インナーブーツ，スキー及びスノーボード専用特殊ズボン，スノーボード
靴，乗馬靴
【26】衣服用き章（貴金属製のものを除く。），衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），衣
服用バックル，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
【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，
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ
セル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，
ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，サプリメ
ント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，香辛料，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，
ラビオリ
【32】飲料用青汁，粉末状の飲料用青汁のもと，ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野
菜ジ
ス 乳清飲料 ビ ル製造用ホ プ キス
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ
セル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，
ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，サプリメ
ント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，香辛料，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，
ラビオリ
【32】飲料用青汁，粉末状の飲料用青汁のもと，ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野
菜ジ
ス 乳清飲料 ビ ル製造用ホ プ キス
【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，布製身の回り品・うちわ・
せんす・ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止め・頭飾品・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・マニキュアセット・耳かき・携
帯用化粧道具入れ・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，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，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，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，肉製品・加工水産物・穀物の加工品・加工野菜及び加工果実・アーモンドペースト・コ
プラ・飲料用野菜ジュース・油揚げ・凍り豆腐・こんにゃく・豆乳・豆腐・納豆・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・加工卵・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・カレーのもと・シチューのもと・スープのもと・お茶漬けのり・ふりかけ・なめ物・
麦芽・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 卵の
【29】コロッケ，コロッケを主材とする惣菜
【30】コロッケ入り弁当，コロッケを使用した菓子及びパン
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

34

Ｃ∞Ｇ∞ｅｓｔ．１９８４

通常

2012/7/31 2012-061932 株式会社エム・イー・エム

35

ドクタービネガー

通常:
標準

2012/7/31 2012-061933 株式会社トキワ

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
【43】飲食物の提供，飲食物の提供に関する情報の提供

05,29,32

【05】酢を主原料とした粒状・顆粒状・粉末状・液状・錠剤状又はカプセル状の加工食品
【29】酢を使用した加工野菜及び酢を使用した加工果実
【32】酢を含む清涼飲料，酢を含む果実飲料
【29】乳製品，冷凍野菜，冷凍果実，コロッケ，ハム，その他の肉製品，加工水産物，サラ
ダ，その他の加工野菜及び加工果実，スープ，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬
けのり，ふりかけ
【30】茶，コーヒー，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，その
他の調味料，香辛料，コーヒー豆，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
【30】風味シロップ，竜舌蘭（アガベ），竜舌蘭シロップ，竜舌蘭シロップの天然甘味料，砂
糖代用品，食品用甘味料，天然甘味料，トッピング用シロップ，シロップ（調味料）
【32】コーヒー、茶、およびアルコールベースの飲料に用いられる濃縮状、シロップ状また
はパウダー状ミックス，コーヒーベース飲料向けトッピング用シロップ，茶またはコーヒー製
造用シロップ，飲料を作るための風味シロップ，コーヒーシロップ，飲料用シロップ，濃縮竜
舌蘭シロップ

29,30,35,43

36

§ＬＥ ＳＡＬＯＮ＼ＪＡＣＱＵＥＳ
通常
ＢＯＲＩＥ

2012/7/31 2012-061936 株式会社 資生堂

30,32
37

§ＰＵＲＡ

通常

2012/7/31 2012-061942 ピュラ フーズ リミテッド

35

38

スマイルバスケット

通常:
標準

2012/7/31 2012-062068 株式会社ベネッセコーポレーション

※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。

指定商品・役務

35,43

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

【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，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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，紙類及び文房具の小売
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，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

12／29

今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.29～2012.08.04.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

39

Ｓｍｉｌｅ＼Ｂａｓｋｅｔ

通常

2012/7/31 2012-062069 株式会社ベネッセコーポレーション

35
40

ええもんうまいもん

通常:
標準

2012/7/31 2012-062075 武内 秀之

35
41

スポーツマルシェ＼ＳＰＯＲＴＳ
ＭＡＲＣＨＥ

42

§ＣＨＡＬＬＡＮＤ＼ＤＥＰＵＩＳ＼
１９０４＼ＳＡＮＳ ＡＬＣＯＯＬ＼
ＮＯＮ ＡＬＣＯＨＯＬＩＣ∞ＰＯＭ
通常
ＭＥ＼ＡＰＰＬＥ∞ＳＡＮＳ＼ＳＵＣ
ＲＥＳ＼ＡＪＯＵＴＥＳ＼ＮＯ ＡＤ
ＤＥＤ＼ＳＵＧＡＲ

通常

2012/8/1

2012-062102 ユニー株式会社

32
2012/8/1

ＰＯＬＡ

通常

2012/8/1

※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。

涼飲料，りんご入りの炭酸飲料，りんご入りの炭酸水

2012-062133 有限会社東京実業貿易

35

43

指定商品・役務
【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，自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，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，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，紙類及び文房具の小売
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，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
【35】広告業，インターネットによる広告，インターネットにおけるホームページによる広告
及びこれに関する情報の提供，インターネットにおける広告スペースの提供及びこれに関
する情報の提供，インターネットによる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，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，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，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務におい
【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，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，自転車並びにその部品及
び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
【32】りんご入りの清涼飲料，りんご入りの果実飲料，りんご入りのジュースを加味した清

ポーラ化成工業株式会社
2012-062160 株式会社ポーラ・オルビスホールディ
ングス

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

【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

13／29

今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.29～2012.08.04.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
29,35

44

ＳＡＢＯＲＩ

通常:
標準

2012/8/1

2012-062162

アヤクス，エセ．アー．デ セー．
ベー．

29,35

45

ＢＡＦＡＲ

通常:
標準

2012/8/1

2012-062163

アヤクス，エセ．アー．デ セー．
ベー．

29,35

46

ＰＡＲＭＡ

通常:
標準

2012/8/1

2012-062164

アヤクス，エセ．アー．デ セー．
ベー．

32
47

48

49

50

§おいしい∞水

図形商標

図形商標

図形商標

通常

通常

通常

通常

2012/8/1

2012/8/1

2012/8/1

2012/8/1

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

指定商品・役務
【29】食用油脂，乳製品，食肉，冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工水産物（「かつお節・寒
天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。），
加工野菜及び加工果実
【35】広告宣伝物の企画及び制作，その他の広告業，販売促進のためのトレーディングス
タンプ又はポイントカードの発行及び清算，トレーディングスタンプの発行，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，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務に
【29】食用油脂，乳製品，食肉，冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工水産物（「かつお節・寒
天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。），
加工野菜及び加工果実
【35】広告宣伝物の企画及び制作，その他の広告業，販売促進のためのトレーディングス
タンプ又はポイントカードの発行及び清算，トレーディングスタンプの発行，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，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務に
【29】食用油脂，乳製品，食肉，冷凍野菜，冷凍果実，肉製品，加工水産物（「かつお節・寒
天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。），
加工野菜及び加工果実
【35】広告宣伝物の企画及び制作，その他の広告業，販売促進のためのトレーディングス
タンプ又はポイントカードの発行及び清算，トレーディングスタンプの発行，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，食肉の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務に
【32】ミネラルウォーター

2012-062170 アサヒ飲料株式会社

2012-062215

2012-062216

2012-062217

35

【35】飲食料品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，木製・竹製又はプラスチック製の包装用容
器の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ガラス製又は陶磁製の包
装用容器の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，おもちゃ・人形及び
娯楽用具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，商品の販売に関す
る情報の提供

35

【35】飲食料品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，木製・竹製又はプラスチック製の包装用容
器の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ガラス製又は陶磁製の包
装用容器の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，おもちゃ・人形及び
娯楽用具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，商品の販売に関す
る情報の提供

35

【35】飲食料品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，木製・竹製又はプラスチック製の包装用容
器の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ガラス製又は陶磁製の包
装用容器の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，おもちゃ・人形及び
娯楽用具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，商品の販売に関す
る情報の提供

西日本高速道路サービス・ホール
ディングス株式会社

西日本高速道路サービス・ホール
ディングス株式会社

西日本高速道路サービス・ホール
ディングス株式会社

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）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

51

52

商標（見本）

商標

§ＨＩＧＨＷＡＹ ＭＡＲＣＨＥ

カミゴン

種別

通常

通常

出願日

2012/8/1

2012/8/1

出願番号

2012-062218

出願人／権利者

区分

【35】飲食料品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，花及び木の小
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，木製・竹製又はプラスチック製の包装用容
器の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ガラス製又は陶磁製の包
装用容器の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，おもちゃ・人形及び
娯楽用具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，商品の販売に関す
る情報の提供

14,29,35

【14】貴金属，キーホルダー，宝石箱，記念カップ，記念たて，身飾品，時計
【29】加工水産物（「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・
干しわかめ・焼きのり」を除く。），肉製品，食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），加
工野菜及び加工果実，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，豆
【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
【32】鉱泉水，清水の飲料水，天然水の飲料水，容器入り飲料水

西日本高速道路サービス・ホール
ディングス株式会社

2012-062236 上ノ国町

32
53

§Ｆｕｊｉｓｕｎ＼ｗａｔｅｒ

通常

2012/8/1

2012-062270 シューワ株式会社

14,18,25,35

54

ＣＯＴＴＡＧＥ ＢＹ ＯＰＴＩＴＵＤＥ

通常:
標準

2012/8/1

2012-062334 株式会社ジュン

05,32
55

パワーゼリー＼ＰＯＷＥＲ ＪＥＬ
通常
ＬＹ

2012/8/1

※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

2012-062337 株式会社ドーム

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

【14】貴金属，宝玉及びその模造品，キーホルダー，宝石箱，記念カップ，記念たて，身飾
品，時計
【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
【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
【35】織物及び寝具類・被服・履物・かばん類及び袋物・身の回り品・飲食料品・家具・電気
機械器具類・手動利器・手動工具及び金具・台所用品・清掃用具及び洗濯用具・薬剤及
び医療補助品・化粧品・歯磨き及びせっけん類・農耕用品・花及び木・燃料・印刷物・紙類
及び文房具類・運動具・おもちゃ・人形及び娯楽用具・楽器及びレコード・写真機械器具及
び写真材料・時計及び眼鏡・たばこ及び喫煙用具・宝玉及びその模造品の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，糊及び接着剤・靴クリーム及び靴
墨・つやだし剤・植物性天然香料及びその他の香料・におい袋・ポプリ・家庭用手動式ロー
ラーマッサージ器（美容用のものを除く。）・ラベルプリンタ・事務用ラミネーター及び事務用
裁断機・測定機械器具・ショッピングカート・救命用具・スプレー式消火器・携帯用防犯ブ
ザー・防犯用スプレー・防護マスク・金属製包装容器・ガラス製又は陶磁器製の包装容器・
プラスチックス製包装用容器・紙製包装材・布製手さげ付包装用袋・手提げバスケット・買
物かご・家庭用バスケット・皮革製の包装容器・手芸用糸及び毛糸・テープ及びリボン・編
みレース生地及び刺しゅうレース生地・ひも及び革ひも・アイロン台及び霧吹き・ネームプ
レート及び表札・あんどん及びちょうちん・ガスランプ及び石油ランプ並びにその部品及び
付属品・のぼり及び旗・ろうそく・ろうそく消し及びろうそく立て・家庭園芸用の水耕式植物
栽培器・愛玩動物用の小屋・おり・かご・運搬ケース・首輪・リードひも・調教用具・被服・
マット・給水器・トイレ及びトイレ用吸収材・愛玩動物用キャリア・ペーパータオル及びペー
パーナプキン・ウェットティッシュ・ペーパータオル用ディスペンサー・シャワーヘッド・アロマ
テラピー用ポット・タオル掛け・ティッシュペーパー箱カバー・ドアノブ用カバー・ドリンクホル
【05】ゼリー状のサプリメント，ゼリー状の食餌療法用食品，ゼリー状の食餌療法用飲料
【32】ゼリー状の果実飲料，ゼリー状の清涼飲料
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.29～2012.08.04.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
35,36,41,43

56

させぼ五番街

通常

2012/8/1

2012-062367 有限会社中村商事

57

ミルチュル

通常:
標準

2012/8/2

2012-062557 株式会社明治

58

ＮＩＧＨＴ ＤＩＥＴ＼ナイトダイエッ
通常
ト

2012/8/2

2012-062585 オリヒロ株式会社

59

ナイトダイエットティー

通常:
標準

2012/8/2

2012-062586 オリヒロ株式会社

翰慈堂

通常:
標準

60

2012/8/2

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

32

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，広告用具の貸与，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
【32】清涼飲料，果実飲料

05,30,32

【05】サプリメント，食餌療法用飲料
【30】茶，コーヒー，ココア，菓子
【32】清涼飲料及び清涼飲料のもと，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

30,32

【30】粉状又は顆粒状の茶及びその他の茶，茶を含有してなる菓子
【32】茶を含有してなる清涼飲料及び茶を含有してなる清涼飲料のもと

05,32

【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ
セル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，
ばんそうこう，包帯，包帯液，胸当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，サプリメ
ント，食餌療法用飲料，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

2012-062628 ▲劉▼ 春雷

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）2012.07.29～2012.08.04.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

61

§Ａｓａｈｉ

通常

2012/8/2

2012-062656

アサヒグループホールディングス株
式会社

35

62

§チイ＼コミ

通常

2012/8/2

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

2012-062663 株式会社 地域新聞社

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

指定商品・役務
【35】酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，魚介類を主材とする惣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，肉製品の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，肉を主材とする惣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，加工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，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，野菜を主材とする惣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，ぎょうざの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，しゅうまいの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，すし
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，たこ焼きの小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，弁当の小売又は卸売の業務
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，加工卵の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，卵を主材とする惣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，イーストパウ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，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，酵母の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，ベー
キングパウ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 即
【35】広告，トレーディングスタンプの発行，インターネットによる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，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
ドの発行，トレーディングスタンプの発行・清算・管理又はこれらに関する情報の提供，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，新聞の予約購読の取次ぎ，文書又は磁気
テープのファイリング，広告用具の貸与，求人情報の提供，衣料品・飲食料品及び生活用
品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び
袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料
及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・
コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の
業務において行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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.29～2012.08.04.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

63

好角家

通常:
標準

2012/8/2

2012-062691 東武プロパティーズ株式会社

64

レシピラベル

通常:
標準

2012/8/2

2012-062750 アサヒ飲料株式会社

32
35,43

65

§Ｄｍ∞Ｄｒｉｐｍａｎｉａ

通常

2012/8/2

2012-062756

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，ショッピングセンター事業・ショッピングモール事業の運営・
管理，娯楽施設に係る事業の運営・管理，会議室・多目的ホールの提供に関する事業の
運営・管理，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，電気機械器
具類（携帯電話機用のストラップ及びネックピースを含む。）の小売又は卸売の業務にお
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 運動
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【35】パン・コーヒー・清涼飲料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
【43】飲食物の提供

ジェイアール東日本フードビジネス株
式会社

09,16,24,28,32,35,4 【09】携帯電話用ストラップ，その他の電気通信機械器具，録音済みのコンパクトディスク，
その他のレコード，電子計算機用マウスパッド，その他の電子応用機械器具及びその部
1

66

ウェザーガールズ ＷＥＡＴＨＥ 通常:
Ｒ ＧＩＲＬＳ
標準

2012/8/2

2012-062773 リッツプロダクション株式会社

35,36,39,45

67

ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ

通常:
標準

2012/8/2

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

2012-062774 西本貿易ホールディングス株式会社

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

品，ダウンロードにより提供される映像・音声・画像，電子出版物
【16】紙製包装用容器，衛生手ふき，紙製テーブルナプキン，紙製タオル，紙製手ふき，紙
製のぼり，紙製旗，紙製ハンカチ，トレーディングカード，その他の印刷物，文房具類，写
真，写真たて
【24】ハンカチ，タオル，その他の布製身の回り品，織物製テーブルナプキン，まくらカ
バー，毛布，織物製いすカバー，のぼり及び旗（紙製のものを除く。）
【28】おもちゃ，人形，運動用具，トレーディングカードゲーム
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
ジュース
【35】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，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，芸能人に関するファンクラブ
の企画・運営・管理，新聞の予約購読の取次ぎ，建築物における来訪者の受付及び案
内，広告用具の貸与，求人情報の提供
【41】演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，電子出版物の提供，映画・演芸・
【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，財務書類の監査若しくは証明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，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，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
【36】内国為替取引，外国為替取引，信用状に関する業務，建物の管理，建物の貸与，税
務相談，税務代理に関する情報の提供，慈善の為の募金
【39】貨物の輸送の媒介，船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介
【45】訴訟事件その他に関する法律事務，著作権の利用に関する契約の代理又は媒介
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

68

商標（見本）

商標

ＡＱＵＡ ＶＥＮＵＳ＼アクア
ヴィーナス

種別

通常

出願日

2012/8/2

出願番号

出願人／権利者

区分

【32】ミネラルウォーター，その他の清涼飲料

35

【35】農耕用品の小売又は卸売において行われる顧客に対する便益の提供，園芸用品の
小売又は卸売において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤・サプリメントの小売又は
卸売において行われる顧客に対する便益の提供，飲食品の小売又は卸売において行わ
れる顧客に対する便益の提供，愛玩動物用飼料の小売又は卸売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において行われる顧客に対する便益の提供，台所用
品の小売又は卸売において行われる顧客に対する便益の提供，愛玩動物用被服・愛玩
動物用リードの小売又は卸売において行われる顧客に対する便益の提供，愛玩動物用
ベッド・愛玩動物用キャリーバッグ・愛玩動物用小屋の小売又は卸売において行われる顧
客に対する便益の提供，愛玩動物用食器の小売又は卸売において行われる顧客に対す
る便益の提供，愛玩動物用玩具の小売又は卸売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
【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

2012-062854 東京コカ・コーラボトリング株式会社

69

§Ｆａｒｍｔｅｃｈ＼Ｊａｐａｎ∞株式
会社ファームテックジャパン

通常

2012/8/2

2012-062860 株式会社ファームテックジャパン

70

ＦａｍｉｌｙＭａｒｔ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ

通常:
標準

2012/8/2

2012-062883 株式会社ファミリーマート

32
35

71

ＦａｍｉｌｙＭａｒｔ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ

通常:
標準

2012/8/2

2012-062886 株式会社ファミリーマート

72

ファミコレ

通常:
標準

2012/8/2

2012-062916 株式会社ファミリーマート

※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

32

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

【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，事業の管理，財務書類の作成，新聞の予約購読の取次ぎ，文書又は磁
気テープのファイリング，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，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
【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）2012.07.29～2012.08.04.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

73

ファミコレ

通常:
標準

2012/8/2

2012-062919 株式会社ファミリーマート

74

プラチナライン

通常:
標準

2012/8/2

2012-062933 株式会社ファミリーマート

32
35

75

プラチナライン

通常:
標準

2012/8/2

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

2012-062935 株式会社ファミリーマート

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，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，事業の管理，財務書類の作成，新聞の予約購読の取次ぎ，文書又は磁
気テープのファイリング，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，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
【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】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，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 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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.29～2012.08.04.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
03,05,35,44

76

§ＨＥＡＬＴＨ＆ＣＯＳＭＥ＼ｔｙｒａｌ
通常
＼ティラル

2012/8/3

2012-062980 株式会社エディオン

03,05,35,44

77

§ＨＥＡＬＴＨ＆ＣＯＳＭＥ＼ｔｙｒａｌ
通常
＼ティラル

2012/8/3

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

2012-062981 株式会社エディオン

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

指定商品・役務
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛
用接着剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し
剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つ
や出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），燻蒸剤（農薬に当たるものに限る。），殺菌剤（農
薬に当たるものに限る。），殺そ剤（農薬に当たるものに限る。），殺虫剤（農薬に当たるも
のに限る。），除草剤，防虫剤（農薬に当たるものに限る。），防腐剤（農薬に当たるものに
限る。），医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生
理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸
当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，乳幼児用粉乳，サ
プリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補助
用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），人工受精用精液
【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
【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟
剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛
用接着剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し
剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つ
や出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），燻蒸剤（農薬に当たるものに限る。），殺菌剤（農
薬に当たるものに限る。），殺そ剤（農薬に当たるものに限る。），殺虫剤（農薬に当たるも
のに限る。），除草剤，防虫剤（農薬に当たるものに限る。），防腐剤（農薬に当たるものに
限る。），医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生
理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，胸
当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，乳幼児用粉乳，サ
プリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補助
用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），人工受精用精液
【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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.29～2012.08.04.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

78

§ＯＲＡＬＹＳＩＳ

通常

2012/8/3

2012-062990 ライオン株式会社

35,44

79

おくちコンシェルジュ

通常:
標準

2012/8/3

2012-062991 ライオン株式会社

35,44

80

ＯＲＡＬＣＯＭ＼オーラルコム

通常

2012/8/3

2012-062992 ライオン株式会社

35,41,43

81

御用蔵

通常:
標準

2012/8/3

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

2012-063003 キッコーマン株式会社

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

指定商品・役務
【35】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，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，清涼飲
料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加
工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，歯科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，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
【44】美容，理容，入浴施設の提供，あんま・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，動物の飼育，動物の治療，動物の美容，介護
【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，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，清涼飲
料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加
工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，歯科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，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
【44】美容，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，調剤，栄養の指導，動物の飼
育，動物の治療，動物の美容，介護
【35】市場調査又は分析，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，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，清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，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，歯科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，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
【44】美容，医業，医療情報の提供，健康診断，歯科医業，歯科医療情報の提供，歯科医
【35】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，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，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
【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，植物の供覧，電子
出版物の提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示
【43】飲食物の提供，会議室の貸与，展示施設の貸与，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，食器の貸与，
調理台の貸与，流し台の貸与
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.29～2012.08.04.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

08,09,14,16,18,24,2 【08】洋食ナイフ，手動利器，エッグスライサー（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
5,28,32,33,35

82

ＩＲＯＮ ＣＨＥＦ＼アイアン・シェ
通常
フ

2012/8/3

2012-063014 株式会社フジテレビジョン

09,14,16,18,25,28,2
9,30,32,35,41,42

83

ＴＨＥ“ＤＥＮＰＡ”ＭＥＮ

通常

2012/8/3

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

2012-063038 ジニアス・ソノリティ株式会社

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

ザカッター（電気式のものを除く。），フォーク，火ばし
【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
【14】キーホルダー，身飾品，時計，記念カップ，記念たて，宝石箱，宝玉及びその原石並
びに宝玉の模造品
【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
【18】かばん類，袋物，傘，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，ステッキ，つえ，乗馬用具
【24】タオル，ハンカチ，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，織物製テーブルナプキン，ふきん，のぼり及び旗（紙製のものを除
く。），織物製トイレットシートカバー，織物製いすカバー，織物製壁掛け，テーブル掛け，
カーテン
【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
【09】電気通信機械器具，電子応用機械器具（「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロト
ロン・産業用Ｘ線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機
械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知
機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。），電子管，半導体素子，電子回路
（「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。），電子計算機用プログラム，
ダウンロード可能なパーソナルコンピュータ用又は携帯電話機用のゲームプログラム，家
庭用テレビゲーム機用プログラム，携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶
させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，ダウンロード可能な家庭用ゲームおもちゃ用又は携帯
用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラム，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，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，インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイ
ル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物
【14】時計
【16】文房具類，印刷物
【18】かばん類，袋物，傘
【25】被服，靴類（「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。），げ
た，草履類，仮装用衣服
【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，花札，
マージャン用具，遊戯用器具，ビリヤード用具，昆虫採集用具
【29】乳製品，肉製品，加工水産物（「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干し
のり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。），カレー・シチュー又はスープのもと，お茶
漬けのり，ふりかけ
【30】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，パスタソース
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【35】広告業 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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

01,02,03,04,05,06,0 【01】化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。），植物成長調整剤類，
7,08,09,10,11,12,13, 肥料，陶磁器用釉薬，塗装用パテ，高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，写真材料，試
14,15,16,17,18,19,2 験紙，人工甘味料，工業用粉類，原料プラスチック，パルプ
【02】カナダバルサム，コパール，サンダラック，松根油，セラック，ダンマール，媒染剤，腐
0,21,22,23,24,25,26, 蝕防止剤，防錆剤，マスチック，松脂，木材保存剤，染料，顔料，塗料，印刷インキ，絵の
27,28,29,30,31,32,3 具，防錆グリース，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・
3,34,35,36,37,38,39, 装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
40,41,42,43,44,45 【03】家庭用帯電防止剤，家庭用脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯用柔軟

84

“ＨＩＳ ＭＡＳＴＥＲ’Ｓ ＶＯＩＣＥ” 通常

2012/8/3

2012-063040 株式会社ＪＶＣケンウッド

29,30,32,41,43,44

85

スマートごはん

通常:
標準

2012/8/3

2012-063114 ロート製薬株式会社

32
86

やわらか＼微炭酸水

通常

2012/8/3

2012-063141 柳屋株式会社

03,05,29,30,32

87

極糖煎坊＼きわみとうせんぼう 通常

2012/8/3

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

剤，洗濯用漂白剤，かつら装着用接着剤，洗濯用でん粉のり，洗濯用ふのり，つけまつ毛
用接着剤，口臭用消臭剤，動物用防臭剤，塗料用剥離剤，靴クリーム，靴墨，つや出し
剤，せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料，研磨紙，研磨布，研磨用砂，人造軽石，つ
や出し紙，つや出し布，つけづめ，つけまつ毛
【04】固形潤滑剤，靴油，保革油，燃料，工業用油，工業用油脂，ろう，ランプ用灯しん，ろ
うそく
【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，歯科用材料，おむつ，おむつカバー，はえ取り紙，防虫紙，乳幼児用粉乳，
サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補
助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。），人工受精用精液
【06】鉄及び鋼，非鉄金属及びその合金，金属鉱石，建築用又は構築用の金属製専用材
料，金属製建造物組立てセット，金属製荷役用パレット，荷役用ターンテーブル，荷役用ト
ラバーサー，金属製人工魚礁，金属製養鶏用かご，金属製の吹付け塗装用ブース，金属
製セメント製品製造用型枠，金属製の滑車・ばね及びバルブ（機械要素に当たるものを除
く。），金属製管継ぎ手，金属製フランジ，キー，コッタ，てんてつ機，金属製道路標識（発
光式又は機械式のものを除く。），金属製航路標識（発光式のものを除く。），金属製貯蔵
槽類 いかり 金属製輸送用コンテナ かな床 はちの巣 金属製金具 ワイヤロープ 金
【29】乳製品，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃ
く，豆乳，豆腐，納豆，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，豆
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅう
まい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパ
イ，ラビオリ，おにぎり，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，五穀米，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
【41】トレーニング方法の教授，美容の教授，その他の技芸・スポーツ又は知識の教授，セ
ミナーの企画・運営又は開催，電子出版物の提供，図書及び記録の供覧，スポーツの興
行の企画・運営又は開催，運動施設の提供，映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のため
の施設の提供，運動用具の貸与
【43】宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，会議
室の貸与，展示施設の貸与，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，調理台の貸与，流し台の貸与，タオルの
貸与
【44】美容に関する指導・助言・情報の提供，美容，理容，入浴施設の提供，あん摩・マッ
【32】微炭酸水

2012-063153 株式会社ソシア

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

【03】せっけん類，歯磨き，化粧品，香料，薫料
【05】サプリメント
【29】食用油脂，乳製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こん
にゃく，豆乳，豆腐，納豆，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】食品香料（精油のものを除く。），茶，コーヒー，ココア，氷，菓子，パン，サンドイッチ，
中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，香辛料，アイスク
リームのもと，シャーベットのもと，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，たこ焼き，ラビオ
リ，即席菓子のもと，パスタソース，食用グルテン，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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

88

89

90

商標（見本）

商標

いいね。＼ｉｉｎｅ

ＥＸＥＲＣＨＡＲＧＥ＼エクサ
チャージ

玄人派だし

種別

通常

通常

通常:
標準

出願日

2012/8/3

2012/8/3

2012/8/3

出願番号

出願人／権利者

区分

【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

32

【32】清涼飲料，果実飲料

35

【35】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・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，米穀類の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，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，卵の小売又は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，
茶・コーヒー・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，
コーヒー豆の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶の葉
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用たんぱくの小
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，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
れる顧客に対する便益の提供，食品香料（精油のものを除く。）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，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，食用グルテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客
【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，コーヒー豆，パスタソース
【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

2012-063170 サントリーホールディングス株式会社

2012-063216 株式会社コナミスポーツ＆ライフ

2012-063240 株式会社阪急フーズ

30,32
91

身体に優しい＼順造選

通常

2012/8/3

2012-063246 マルカイコーポレーション株式会社

92

ＴＯＫＹＯ ＰＡＮＹＡ

通常:
標準

2012/8/3

2012-063277 有限会社クランエンターテイメント

30,35

35

93

不老寿

通常:
標準

2012/8/3

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

指定商品・役務

30,32

2012-063372 株式会社大地開発

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

【30】パン，サンドイッチ，菓子，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】商品の販売促進・役務の提供促進の企画及び実行の代理，広告業，ウェブサイトの
広告用スペースの提供，事業の管理，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われ
【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，輸出入に関する事務の代理又は代行，文書又
は磁気テープのファイリング，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，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，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，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，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
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商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35

94

ピンポイントマッスルズ

通常:
標準

2012/8/3

2012-063379 遠藤 大次郎

95

スリム習慣

通常:
標準

2012/8/1

2012-066053 アース・バイオケミカル株式会社

05,30,32
05,32

96

97

98

ＡＴＨＬＥＴＵＮＥ＼アスリチュー
ン

ＥＮＥＲＧＡＩＮ＼エナゲイン

通常

通常

ＳＰＥＥＤＣＵＲＥ＼スピードキュ
通常
ア

2012/8/2

2012/8/2

2012/8/2

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

2012-066213 株式会社隼

指定商品・役務
【35】広告業，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，商品の販売に関
する情報の提供，ホテルの事業の管理，文書又は磁気テープのファイリング，コンピュータ
データベースへの情報編集，広告用具の貸与，求人情報の提供，織物及び寝具類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，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
【05】薬剤（農薬に当たるものを除く。），サプリメント，食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【30】菓子，大麦を主原料とする穀物の加工品
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース
【05】サプリメント，カプセル，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，薬剤，ばんそうこう，衛生マス
ク
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
ジュース

05,32

【05】サプリメント，カプセル，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，薬剤，ばんそうこう，衛生マス
ク
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
ジュース

05,32

【05】サプリメント，カプセル，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，薬剤，ばんそうこう，衛生マス
ク
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料，飲料用野菜
ジュース

2012-066214 株式会社隼

2012-066215 株式会社隼

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）2012.07.29～2012.08.04.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

99

ボックスストア

通常:
標準

2012/8/2

2012-066218 株式会社ブレーン・ストーミング社

35

100

塩分もカロリーも抑えてヘル
シー

通常:
標準

2012/8/2

2012-066219 株式会社ブレーン・ストーミング社

35,41
101

102

103

図形商標

ｌａ＼Ｖｏｕｓ

黒酢レストラン

通常

通常

通常:
標準

2012/8/3

2012/8/3

2012/8/2

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

2012-066403 株式会社ライトパブリシテイ

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】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】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

35,43

【35】菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
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，被服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益の提供，牛乳の
小売又は卸売の業務において行われる便益の提供，飲食料品の小売又は卸売りにおい
て行われる顧客に対する便益の提供
【43】飲食物の提供

29,30,32

【29】黒酢を使用してなる加工野菜及び加工果実，黒酢を使用してなる肉製品，黒酢を使
用してなる加工水産物，黒酢を使用してなる加工卵，黒酢を使用してなるカレー・シチュー
又はスープのもと，黒酢を使用してなるレトルトパウチされたカレー，黒酢を使用してなる
なめ物
【30】黒酢，黒酢の素，黒酢を使用した調味料，黒酢を使用してなるすし，黒酢を使用して
なるべんとう，黒酢を使用してなる菓子及びパン，黒酢を使用してなるアイスクリームのも
と，黒酢を使用してなるシャーベットのもと
【32】黒酢入りの清涼飲料，黒酢入りの果実飲料，黒酢入りの飲料用野菜ジュース，黒酢

2012-066445 成田 利樹

2012-066470 福山黒酢株式会社

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.29～2012.08.04.xls
No.

104

105

106

商標（見本）

商標

種別

アスリート家族

通常

ＬＡ ＣＲＥＥ

マド
プロ:
通常:
標準

§Ｍｅｒｒｙｌａｄｙ

マド
プロ:
通常

出願日

2012/8/3

出願番号

区分

2012-358415

【35】織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，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

32,33

【32】Fruit beverages and fruit juices, fruit nectar, soda water, aperitifs without alcohol.
【33】Wines, spirits; digesters; alcoholic beverages (except beers).
【32】果実飲料，果肉飲料，ソーダ水，ノンアルコールタイプのアペリティフ
【33】ぶどう酒，スピリッツ（蒸留酒），消化促進酒，アルコール飲料（ビールを除く）

29,30

【29】Fruits, tinned (canned (Am.)); fruit, preserved; frozen fruits; cream (dairy products);
whipped cream; margarine; fat-containing mixtures for bread slices; pectin for culinary
purposes; palm kernel oil for food; jams.
【30】Cocoa products; chocolate; cakes; bread; wheat flour; ice cream; condiments;
essences for foodstuffs, except etheric essences and essential oils.
【29】果実の缶詰，アルコール漬け、その他の保存加工をした果実，冷凍果実，クリーム
（酪農製品），ホイップクリーム，マーガリン，スライス済みパン用のファットスプレッド，料理
用ペクチン，パーム油，ジャム
【30】ココア製品，チョコレート，洋菓子，パン，小麦粉，アイスクリーム，調味料及び香辛
料，食品用エッセンス（エーテルエッセンス及び精油のものを除く。）
【29】Fruits, tinned (canned (Am.)); fruit, preserved; frozen fruits; cream (dairy products);
whipped cream; margarine; fat-containing mixtures for bread slices; pectin for culinary
purposes; palm kernel oil for food; jams.
【30】Cocoa products; chocolate; cakes; bread; wheat flour; ice cream; condiments;
essences for foodstuffs, except etheric essences and essential oils.
【29】果実の缶詰，アルコール漬け、その他の保存加工をした果実，冷凍果実，クリーム
（酪農製品），ホイップクリーム，マーガリン，スライス済みパン用のファットスプレッド，調理
用ペクチン，パーム油，ジャム
【30】ココア製品，チョコレート，洋菓子，パン，小麦粉，アイスクリーム，調味料及び香辛
料，食品用エッセンス（エーテルエッセンス及び精油のものを除く。）
【03】Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; perfumes.
【32】Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for making beverages; multivitamin juices; nonalcoholic energy drinks and isotonic drinks, non-alcoholic refreshing drinks.
【33】Alcoholic beverages (except beers).
【34】Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; tobacco products; tobacco
substitutes, none being for medicinal or curative purposes; cigarettes; cigarillos; cigars;
hand-held machines for making cigarettes; hand-held machines for rolling cigarettes;
cigarette tubes; cigarette filters; cigarette papers; matches and smokers' articles;
lighters.
【03】せっけん，香料類及び香水類，精油，化粧品，ヘアローション，歯磨き，香水
【32】ビール，ミネラルウォーター・炭酸水及びその他のアルコールを含有しない飲料，果
実飲料及び果汁，シロップその他の飲料製造用調製品，マルチビタミンジュース，アル
コール分を含まないエネルギー飲料及びアイソトニック飲料，アルコール分を含まない清
涼飲料
【33】アルコール飲料（ビールを除く。）
【34】たばこ（加工済みであるか又は未加工であるかは問わない。），たばこ製品，たばこ
【33】Alcoholic beverages (except beers).
【35】The bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the
transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods;
import-export of a variety of goods; advertising; business management; business
administration; office functions (services on behalf of third parties).
【33】アルコール飲料（ビールを除く。）
【35】他人の便宜のために各種商品を揃え（その運搬を除く）、顧客がそれらの商品を見、
かつ、購入するために便宜を図ること，さまざまな商品の輸入・輸出に関する役務の提
供，広告，事業の管理，事業の運営，一般事務処理（第三者のための役務の提供）

ＳＡＲＬ ＣＨＡＴＥＡＵ ＤＥ ＬＡ ＣＲ
ＥＥ

ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＨＩ－ＲＯＡＤ ＦＯＯＤ
ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯ．， ＬＴＤ．

29,30

107

§ＨｉＲｏａｄ

マド
プロ:
通常

2012/8/2

2012-358686

ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＨＩ－ＲＯＡＤ ＦＯＯＤ
ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯ．，ＬＴＤ．

03,32,33,34

108

マド
ｆ・∞ｆ・∞Ｉ ＬＯＶＥ ＦＡＳＨＩＯＮ
プロ:
∞ＦＡＳＨＩＯＮ
通常

2012/7/30 2012-358700 ＦＡＳＨＩＯＮＴＶ．ＣＯＭ ＧｍｂＨ

33,35

109

マド
プロ:
通常

2012/8/2

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

指定商品・役務

35
2012-066471 株式会社エモテント

2012/7/30 2012-357866

2012/8/2

出願人／権利者

2012-358946 Ｅｍｐｓｏｎ ＆ Ｃｏ． Ｓ．ｐ．Ａ．

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.07.29～2012.08.04.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
33,35

110

ＮＥＩＬ ＥＭＰＳＯＮ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/2

2012-358947 Ｅｍｐｓｏｎ ＆ Ｃｏ． Ｓ．ｐ．Ａ．

25,32
111

§ＲＩＰＴＩＤＥ

マド
プロ:
通常

2012/7/30 2012-359190 Ｈｅａｌｔｈ Ｆｕｓｉｏｎ Ｂｒａｎｄｓ， Ｉｎｃ．

35

マド
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2012-359542 Ｗｅｂｅｒ， Ｇｅｏｒｇ

指定商品・役務
【33】Alcoholic beverages (except beers).
【35】The bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the
transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods;
import-export of a variety of goods; advertising; business management; business
administration; office functions (services on behalf of third parties).
【33】アルコール飲料（ビールを除く。）
【35】他人の便宜のために各種商品を揃え（その運搬を除く）、顧客がそれらの商品を見、
かつ、購入するために便宜を図ること，さまざまな商品の輸入・輸出に関する役務の提
供，広告，事業の管理，事業の運営，一般事務処理（第三者のための役務の提供）
【25】Clothing.
【32】Beverages, namely, flavored and non-flavored sparkling water and spring water;
caffeinated and non-caffeinated drinks, namely, soft drinks with or without fruit flavoring;
fruit juices.
【25】被服
【32】飲料、すなわち炭酸水及び湧水（風味付けしたもの及び風味付けしていないもの），
カフェインが入った及びカフェインの入っていない飲料、すなわち清涼飲料（果実風味を付
けたもの又は付けないもの），果実飲料
【35】Auctioneering; advertising; business management; business administration; office
functions; provision of space on websites for advertising goods and services; business
advisory services, promotional services and information services; direct mail advertising;
marketing services; business advisory and information services provided online from a
computer database or the Internet; retail services; providing online marketplaces for
buyers and sellers of goods and services; providing online marketplaces for buyers and
sellers to browse, buy and sell goods and services; providing evaluative feedback and
ratings of a seller's goods and services, buyer's and seller's performance, and overall
experience in connection with their interactions with each other; providing a searchable
online advertising guide featuring the goods and services of online vendors; providing a
searchable online evaluation database for buyers and sellers; promoting the goods and
services of others.
【29】Olive oil.
【33】Wine; alcoholic beverages.
【29】オリーブ油
【33】ぶどう酒，アルコール飲料

29,33

【29】Olive oil.
【33】Wine; alcoholic beverages.
【29】オリーブ油
【33】ぶどう酒，アルコール飲料

16,35,42

【16】Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other
classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing
blocks.
【35】Advertising; business management; business administration; office functions.
【42】Scientific and technological services and research and design relating thereto;
industrial analysis and research services; design and development of computer hardware
and software.
【16】紙，厚紙及びこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの，印刷物，製本
用材料，写真，文房具，文房具としての又は家庭用の接着剤，美術用材料（文房具），絵
筆及び塗装用ブラシ，タイプライター及び事務用品（家具を除く。），教材（器具を除く。），
プラスチック製包装用品（他の類に属するものを除く。），活字，印刷用ブロック
【35】広告，事業の管理，事業の運営，事務処理

2012-359543 Ｗｅｂｅｒ， Ｇｅｏｒｇ
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【29】Fish, tinned; fruits, tinned; meat, tinned; vegetables, tinned; canned aquatic products;
fried pork crisps; dried bamboo shoots; milk based beverages containing tea; edible fungi,
dried; dried bean curd.
【29】魚の缶詰，果実の缶詰，肉の缶詰，野菜の缶詰，水産物の缶詰，揚げたポーククリ
スプ，乾燥竹の子，ミルクをベースにした茶入り飲料，乾燥処理をした食用菌類，乾燥させ
た豆腐

07,09,35,42

【07】Machines and machine tools; robots and automation equipment (included in this
class) for the mentioned products.
【09】Computers and automation equipment for computers (included in this class);
software.
【35】Marketing and retailing of machines and machine tools, robots and automation
equipment for machines and machine tools, robots, computers and automation equipment
for computers, software.
【42】Research, design and development of computer hardware, computer software and
automation equipment.
【07】機械及び工作機械，前述の製品用のロボット及び自動装置（本類に属するもの）
【09】コンピュータ及びコンピュータ用自動装置（本類に属するもの），ソフトウエア
【35】機械及び工作機械・機械用及び工作機械用のロボット及び自動装置・ロボット・コン
ピュータ及びコンピュータ用自動装置・ソフトウエアのマーケティング及び小売の業務にお
いて行なわれる顧客に対する便益の提供
【42】コンピュータのハードウエア・コンピュータソフトウエア及びオートメーション装置の調

ＦＵＪＩＡＮＳＨＥＮＧ ＳＡＮＭＩＮＧ ＬＯ
2012-360584 ＮＧＷＡＮＧ ＳＨＩＰＩＮ ＹＯＵＸＩＡＮ
ＧＯＮＧＳＩ

2012/7/31 2012-360631 Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｒｏｂｏｔｓ Ａ／Ｓ
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