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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

1

輝けワタシ

通常:
標準

2

スーッとしみこめ

通常:
標準

2012/8/6

2012-063400 大正製薬株式会社

3

スーッとしみこむ

通常:
標準

2012/8/6

2012-063401 大正製薬株式会社

4

プラス鉄分

通常:
標準

2012/8/6

2012-063402 大正製薬株式会社

2012/8/6

2012-063399 大正製薬株式会社

区分
05,32
05,32
05,32
05,32
09,14,18,21,24,25,2
8,29,30,31,32,33,39,
41,43

5

北の国から

通常:
標準

2012/8/6

2012-063413 株式会社フジテレビジョン

35,43
6

ホールプラント＼ＷＨＯＬＥ ＰＬ
通常
ＡＮＴ

2012/8/6

2012-063425 株式会社春秋社

32

7

あしたば生活応援青汁

通常:
標準

2012/8/6

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

指定商品・役務
【05】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
【32】飲料用青汁，粉末状の飲料用青汁のもと，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュー
ス，乳清飲料
【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
【32】飲料用青汁，粉末状の飲料用青汁のもと，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュー
ス，乳清飲料
【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
【32】飲料用青汁，粉末状の飲料用青汁のもと，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュー
ス，乳清飲料
【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
【32】飲料用青汁，粉末状の飲料用青汁のもと，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュー
ス，乳清飲料
【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
【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
【21】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，化粧用具，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，愛玩動物用食器，愛玩動物用ブラ
シ，犬のおしゃぶり，鳥かご，小鳥用水盤，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，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
【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
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，香辛料，調味料
【31】野菜 果実 食用魚介類（生きているものに限る ） 海藻類 種子類 木 草 芝 ド
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，広告
業，トレーディングスタンプの発行
【43】飲食物の提供，飲食物の提供に関する情報の提供

2012-063463 株式会社東洋新薬

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

【32】明日葉を含有する飲料用青汁，明日葉を含有する飲料用青汁のもと，明日葉を含有
する清涼飲料，明日葉を含有する清涼飲料のもと，明日葉を含有するビール風味の清涼
飲料，明日葉を含有する果実飲料，明日葉を含有する果実飲料のもと，明日葉を含有す
る飲料用野菜ジュース，明日葉を含有する飲料用野菜ジュースのもと，明日葉を含有する
コーヒーシロップ，明日葉を含有するトマトジュース，明日葉を含有するシャーベット水，明
日葉を含有するシロップ，明日葉を含有するビール，明日葉を含有するビール風味の麦芽
発泡酒，明日葉を含有するビール製造用ホップエキス，明日葉を含有する麦芽汁，明日
葉を含有するビール製造用麦芽汁，明日葉を含有する乳清飲料，明日葉を含有する乳清
飲料のもと，明日葉を含有するアルコール分を含まない飲料，明日葉を含有するリキュー
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
35,38,42

8

ＳＥＩＹＵ ソーシャル ＣＭ

通常

2012/8/6

2012-063475 合同会社西友

9

パイエフイーミネラル

通常:
標準

2012/8/6

2012-063477 有限会社 アイ・ビー・イー

03,32
31,32

10

アサヒミドリ

通常:
標準

2012/8/6

2012-063487 株式会社東洋新薬

31,32
11

アサヒオウムギ

通常:
標準

2012/8/6

2012-063488 株式会社東洋新薬

31,32
12

イチバンミドリ

通常:
標準

2012/8/6

2012-063489 株式会社東洋新薬

31,32
13

ゴールデンミドリ

通常:
標準

2012/8/6

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

2012-063490 株式会社東洋新薬

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

指定商品・役務
【35】広告宣伝物の企画及び制作，その他の広告業，広告に関する市場調査，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，二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 薬剤及び医療補助品の
【03】化粧品，せっけん類，歯磨き，口臭用消臭剤，動物用防臭剤
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料
【31】野菜，種子類，園芸用球根，園芸用種子，採油用種子類，種菌，農産用球根，農産
用種子，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽，飼料，魚かす，合成飼
料，米ぬか，混合飼料，しょうゆかす，大豆油かす，でん粉かす，肉粉，配合飼料，ペット
フード，麦芽，果実
【32】清涼飲料，清涼飲料のもと，ビール風味の清涼飲料，果実飲料，果実飲料のもと，飲
料用野菜ジュース，飲料用野菜ジュースのもと，飲料用青汁，飲料用青汁のもと，炭酸飲
料，コーヒーシロップ，トマトジュース，シャーベット水，シロップ，飲料水，ビール製造用
ホップエキス，麦芽汁，ビール製造用麦芽汁，乳清飲料，乳清飲料のもと，アルコール分
【31】野菜，種子類，園芸用球根，園芸用種子，採油用種子類，種菌，農産用球根，農産
用種子，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽，飼料，魚かす，合成飼
料，米ぬか，混合飼料，しょうゆかす，大豆油かす，でん粉かす，肉粉，配合飼料，ペット
フード，麦芽，果実
【32】清涼飲料，清涼飲料のもと，ビール風味の清涼飲料，果実飲料，果実飲料のもと，飲
料用野菜ジュース，飲料用野菜ジュースのもと，飲料用青汁，飲料用青汁のもと，炭酸飲
料，コーヒーシロップ，トマトジュース，シャーベット水，シロップ，飲料水，ビール製造用
ホップエキス，麦芽汁，ビール製造用麦芽汁，乳清飲料，乳清飲料のもと，アルコール分
【31】野菜，種子類，園芸用球根，園芸用種子，採油用種子類，種菌，農産用球根，農産
用種子，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽，飼料，魚かす，合成飼
料，米ぬか，混合飼料，しょうゆかす，大豆油かす，でん粉かす，肉粉，配合飼料，ペット
フード，麦芽，果実
【32】清涼飲料，清涼飲料のもと，ビール風味の清涼飲料，果実飲料，果実飲料のもと，飲
料用野菜ジュース，飲料用野菜ジュースのもと，飲料用青汁，飲料用青汁のもと，炭酸飲
料，コーヒーシロップ，トマトジュース，シャーベット水，シロップ，飲料水，ビール製造用
ホップエキス，麦芽汁，ビール製造用麦芽汁，乳清飲料，乳清飲料のもと，アルコール分
【31】野菜，種子類，園芸用球根，園芸用種子，採油用種子類，種菌，農産用球根，農産
用種子，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽，飼料，魚かす，合成飼
料，米ぬか，混合飼料，しょうゆかす，大豆油かす，でん粉かす，肉粉，配合飼料，ペット
フード，麦芽，果実
【32】清涼飲料，清涼飲料のもと，ビール風味の清涼飲料，果実飲料，果実飲料のもと，飲
料用野菜ジュース，飲料用野菜ジュースのもと，飲料用青汁，飲料用青汁のもと，炭酸飲
料，コーヒーシロップ，トマトジュース，シャーベット水，シロップ，飲料水，ビール製造用
ホップエキス，麦芽汁，ビール製造用麦芽汁，乳清飲料，乳清飲料のもと，アルコール分
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

14

15

商標（見本）

商標

種別

モカシャキ

通常

日美水

通常:
標準

出願日

2012/8/6

2012/8/6

出願番号

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

11,32,43

【11】家庭用電気式冷温水供給器，家庭用電気式冷温水供給器の付属品，業務用電気式
冷温水供給器，業務用電気式冷温水供給器の付属品
【32】飲料水，ミネラルウォータ，その他の清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜ジュース，乳清
飲料
【43】家庭用電気式冷温水供給器の貸与，家庭用電気式冷温水供給器の付属品の貸与，
【32】非常用飲料水，その他の飲料水，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清
飲料

2012-063491 株式会社阪本漢法製薬

2012-063509 株式会社ウェルウォータ
32

16

お酒の仕込水

通常

2012/8/6

2012-063518 株式会社たかの

35,36,43

17

図形商標

通常

2012/8/6

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

指定商品・役務

32

2012-063583 森ビル株式会社

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

【35】広告業，広告場所の貸与，広告用具の貸与，トレーディングスタンプの発行，商品の
販売促進・役務の提供促進のための企画及び運営，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，事業の
管理，建築物における来訪者の受付及び案内，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，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，起動器の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，交流電動機及び直流電動機（陸
上の乗物用の交流電動機及び直流電動機（その部品を除く。）を除く。）の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，交流発電機の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，直流発電機の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，配電用又は制御用の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，回転変流機の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，調相機の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品
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，電球類及
び照明用器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電池
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，電気磁気測定器の
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，電線及びケーブルの
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 家庭用食器洗浄機の
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.05～2012.08.11.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

18

北海道ごろごろぱーく

通常:
標準

2012/8/6

2012-063591 東武プロパティーズ株式会社

19

ヴォヤージュ

通常:
標準

2012/8/6

2012-063595

32,33
アサヒグループホールディングス株
式会社
32
20

ＧＡＩＮ＼ゲイン

通常

2012/8/6

2012-063599

アサヒグループホールディングス株
式会社

30,32
21

ＯＫ ｎｏ．１

通常

2012/8/6

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

2012-063618

指定商品・役務
【35】トレーディングスタンプ又はポイントカードの発行・管理・清算及びこれらに関する情
報の提供，トレーディングスタンプ又はポイントカードの発行システムに関する調査・導入・
助言及び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，教育施設の提供に係る
事業の運営及び管理，展示施設の提供に係る事業の運営及び管理，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及び管理，飲食施設に係る事業の運営及び管
理，娯楽施設に係る事業の運営及び管理，会議室・多目的ホールの提供に関する事業の
運営及び管理，商品の売上管理・在庫管理・物流管理及び顧客管理，地域冷暖房事業の
運営及び管理，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 薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業
【32】ビール，ビール風味の麦芽発泡酒，アルコール分を含まないビール風味の清涼飲
料，その他の清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料
【33】日本酒，洋酒，果実酒，酎ハイ，麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール
飲料，麦芽または麦を使用したビール風味のアルコール飲料（ビール・ビール風味の麦芽
【32】ビール，ビール風味の麦芽発泡酒，アルコール分を含まないビール風味の清涼飲
料，その他の清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス

Ｒｏｃｋ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｏｂａｃｃｏ Ｊ
ａｐａｎ株式会社

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

【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，食酢
【32】清涼飲料
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
09,16,35,38,41,42

アシェット フィリパキ プレス ソシエ
テ アノニム

22

§ＥＬＬＥ∞ｍａｍａｎ

通常

2012/8/6

2012-063646

23

七養堂

通常:
標準

2012/8/6

2012-063652 株式会社エックスワン

24

25

§ＺＥＲＯ

さくらフーズ

通常

通常

2012/8/6

2012/8/6

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

05,32
35

【35】化学品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，食酢の小売又
は卸売業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料の小売又は卸売業務
において行われる顧客に対する便益の提供

35,43

【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，酒類
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，野菜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

2012-063661 株式会社ＺＥＲＯ

2012-063701

指定商品・役務
【09】音声及び画像の記録用・送信用・再生用機械器具，電気音響機械器具，電子応用機
械器具，写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，教育用映像周波機械器具，教育
用音声周波機械器具，その他の教育用視聴覚機械器具，音声・映像受信機，データ処理
装置，電子計算機，電子計算機用周辺機器，家庭用テレビゲームおもちゃ，マルチメディ
アに適用できる電子応用機械器具，コンパクトディスクプレーヤー，録音済み又は録画済
みのインタラクティブＣＤ－ＲＯＭ，録音済み又は録画済みＣＤ－ＲＯＭ，ビデオカセットプ
レーヤー，ビデオレコーダー，カメラ，テープレコーダー，テレビ電話，ビデオレコーダーを
内蔵したポータブルビデオカメラ，小型オーディオ機器，携帯用通信機械器具，ヘッドマウ
ントディスプレイ，電子手帳，電子辞書，電子出版物，電子翻訳機，テレビジョン受信機，
電話機械器具，携帯電話機及びその部品並びに附属品，画像・音声・音楽の記録用・送
信用機械器具，ＭＰ３プレーヤー，コンピュータ用データ記憶媒体，録音済み又は録画済
みビデオカセットテープ，録音済み又は録画済みビデオディスク，未記録のビデオカセット
テープ，未記録のビデオディスク，録音済み又は録画済み光ディスク，未記録の光ディス
ク，録音済み又は録画済みカセット式磁気テープ，未記録のカセット式磁気テープ，音声・
画像・映像・文字情報を記憶させた記録媒体，録音済み又は録画済みコンパクトディスク，
未記録のコンパクトディスク，ビデオディスク，磁気カード，メモリーカード，マイクロプロセッ
サカード，家庭用ビデオゲーム機のＲＯＭカートリッジ，電子計算機用入力ペン，電子計算
機用プログラム，コンピュータソフトウェア，コンピューターゲームプログラム，音声・文字
データベースの管理に使用されるコンピュータソフトウェア，音声・文字データベースの処
理を行うためのコンピュータソフトウェア，画像データベースの管理に使用されるコン
ピュータソフトウェア，画像データベースの処理を行うためのコンピュータソフトウェア，ダウ
ンロード可能な電子出版物（文字データを含む）・画像データ・音声データ・音楽データ・着
信音メロディデータ，国際電気通信ネットワークを通じてダウンロード可能な電子出版物，
眼鏡 眼鏡フレーム 眼鏡ケース 眼鏡用鎖 計算機
【05】薬剤，サプリメント
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

株式会社トータル・メディカルサービ
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）2012.08.05～2012.08.11.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

03,05,10,19,24,25,2 【03】化粧品，せっけん類
7,29,30,35,37,40,41, 【05】薬剤
【10】医療用機材器具
42,43,44
【19】しっくい，石灰製又は石こう製の建築用又は構築用の専用材料，合成建築専用材

26

ＧＥＮＫＩ ＨＯＵＳＥ＼Ｌｕｃｅ＼
ルーチェ

通常

2012/8/6

2012-063805 特定非営利活動法人 イムクルス

05,30,35

27

美人力の秘密は、カラダの中に 通常:
ある。
標準

2012/8/7

2012-063870 株式会社ファンケル

28

ＥＮＥＲＧＹ＋

通常:
標準

2012/8/7

2012-063881 株式会社フルッタフルッタ

29

エナジープラス

通常:
標準

2012/8/7

2012-063882 株式会社フルッタフルッタ

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

32
32

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

料，木材，合板，竹材，床材，石材，建築用ガラス，鉱物性基礎材料
【24】織物，不織布，ビニルクロス，タオル，手ぬぐい，ハンカチ，織布製テーブルナプキ
ン，ふきん，敷布，布団カバー，まくらカバー，カーテン，テーブル掛け，織物製トイレット
シートカバー，布製ラベル
【25】下着，寝巻き類，ワイシャツ類，洋服，アイマスク，えり巻き，くつ下，ショール，スカー
フ，手袋，ネッカチーフ，マフラー，保温用サポーター，ナイトキャップ，帽子，靴類，スリッ
パ
【27】敷物，じゅうたん，洗い場用マット，壁紙
【29】加工野菜，加工果実，冷凍野菜，冷凍果実，卵，加工卵，乳製品，加工水産物，肉製
品，食用油脂，なめ物，ふりかけ，豆乳，豆腐，納豆，食用たんぱく
【30】調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除く），食用粉類，食用グルテン，茶，穀物
の加工品，菓子およびパン
【35】市場調査，商品の販売に関する情報の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品，化粧品，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，織物及び寝具類，被服，
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
【37】医療用機械器具の修理又は保守，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理
又は保守，繊維機械器具の修理又は保守
【40】布地，被服又は毛皮の加工処理（乾燥処理を含む），食料品の加工，印刷，廃棄物
の再生，廃棄物の収集，分別及び処分，食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与
【41】知識又はスポーツの教授，図書及び記録の供覧，電子出版物の提供，映画，演芸，
演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映，制作又は配給，放送番組の
制作，通訳，翻訳，運動施設の提供，娯楽施設の提供，映写フィルムの貸与，図書の貸
与，レコード又は録音済み磁気テープ又はＣＤの貸与，録画済磁気テープ又はＣＤの貸与
【42】医薬品，化粧品又は食品の試験，検査又は研究，電子計算機のプログラムの設計，
作成又は保守 ウェブサイトの作成又は保守 電子計算機用プログラムの提供 デザイン
【05】薬剤，サプリメント，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。）
【30】茶，菓子及びパン，食酢，穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，すし，た
こ焼き，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，
米，発芽玄米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類
【35】健康食品・栄養補助食品・健康関連商品の販売に関する情報の提供，化粧品・美容
関連商品の販売に関する情報の提供，その他の商品の販売に関する情報の提供，織物
及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及び
せっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，印刷物
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，運動具の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 おもちゃ・人形及び娯楽用具の
【32】アサイーを加味した清涼飲料，アサイーを加味した果実飲料，アサイーを加味した飲
料用野菜ジュース，アサイーを加味した乳清飲料，アサイーを加味したビール，アサイー
を加味したビール製造用ホップエキス
【32】アサイーを加味した清涼飲料，アサイーを加味した果実飲料，アサイーを加味した飲
料用野菜ジュース，アサイーを加味した乳清飲料，アサイーを加味したビール，アサイー
を加味したビール製造用ホップエキス
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

30

31

商標（見本）

商標

株式会社ドリームダイニング

養命

種別

通常

通常

出願日

2012/8/7

2012/8/7

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】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，飲食料品
（穀物の加工品を除く。）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，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，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，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，携
帯電話用のストラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，お香の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，陶器の小
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，肥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，試験紙の小売又は卸売の業務におい
て行われる顧客に対する便益の提供，人工甘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，工業用粉類の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，飼料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，種子類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
防虫紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，乳糖の小売
【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，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，即席菓子のもと
【35】広告業，フランチャイズ事業の運営及び管理，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，ホテル事業の管理及び運営，飲食料品の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，広告
業，商品の売買契約の代理・取次ぎ・媒介及びこれらに関する情報の提供，他人の事業
のために行う物品の調達及びサービスの手配，商品の販売に関する情報の提供，輸出入
に関する事務の代理又は代行
【43】飲食物の提供，宿泊施設の提供，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，おしぼりの貸与，タオルの貸与
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，広告
業，商品の売買契約の代理・取次ぎ・媒介及びこれらに関する情報の提供，他人の事業
のために行う物品の調達及びサービスの手配，商品の販売に関する情報の提供，輸出入
に関する事務の代理又は代行
【43】飲食物の提供，宿泊施設の提供，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，おしぼりの貸与，タオルの貸与

2012-063897 株式会社ドリームダイニング

2012-063899 養命酒製造株式会社

30,35

32

ＧＯＯＧＩＥ’Ｓ ＦＡＲＭ＼グー
ギーズファーム

通常

2012/8/7

2012-063919 株式会社グローバルユニット

35,43
33

ＨＩＢＩＮＡ

通常:
標準

2012/8/7

2012-063921 株式会社 久原本家

35,43
34

日々菜

通常:
標準

2012/8/7

※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

2012-063922 株式会社 久原本家

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）2012.08.05～2012.08.11.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
14,29,30,35,43

35

§Ｌ∞エル∞チキ

通常

すのべえ

通常:
標準

2012/8/7

2012-063956 株式会社ローソン

30,32
36

2012/8/7

2012-063960 オレンジワンダーマーケット株式会社
30,32

37

§す

通常

38

ＦＡＮＣＬ＼Ｈｅａｌｔｈ Ｓｃｉｅｎｃｅ∞
通常
本搾り＼青汁

39

おとなのダイエットサポート

40

ｃｕｒｉｃｏ

41

百歳元氣酵素

42

ＡＵＲＡＧＥ ＮＥＷ ＤＲＩＮＫ

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

通常

2012/8/7

2012-063961 オレンジワンダーマーケット株式会社

2012/8/7

2012-063968 株式会社ファンケル

2012/8/7

2012-064004 ヤーマン株式会社

2012/8/7

2012-064023

2012/8/7

2012-064038 株式会社健康長寿研究所

2012/8/7

※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。

2012-064050

株式会社ジェイアール西日本デイ
リーサービスネット

指定商品・役務
【14】キーホルダー，記念カップ，記念たて，身飾品，貴金属製靴飾り，時計
【29】食用油脂，食肉，卵，冷凍野菜，肉製品，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬
けのり，ふりかけ，食用たんぱく
【30】食品香料（精油のものを除く。），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，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，パスタソース
【35】衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，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
【30】オレンジを加味した食酢，食酢，酢の素，ドレッシング，その他の調味料，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
【32】オレンジ酢入りの清涼飲料，オレンジ酢入りの果実飲料，果物を主原料とする酢入り
の清涼飲料，果物を主原料とする酢入りの果実飲料，清涼飲料，果実飲料
【30】オレンジを加味した食酢，食酢，酢の素，ドレッシング，その他の調味料，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
【32】オレンジ酢入りの清涼飲料，オレンジ酢入りの果実飲料，果物を主原料とする酢入り
の清涼飲料，果物を主原料とする酢入りの果実飲料，清涼飲料，果実飲料

29,32

【29】青汁を含有する食用油脂，青汁用冷凍野菜，青汁を使用してなる加工野菜及び加工
果実，調理用青汁，青汁を使用した油揚げ，青汁を使用した凍り豆腐，青汁を使用したこ
んにゃく，青汁を含有する豆乳，青汁を使用した納豆，青汁を含有するカレー・シチュー・リ
ゾット又はスープのもと，青汁を含有するお茶漬けのり，青汁を含有するふりかけ，青汁を
含有する食用たんぱく
【32】青汁を含有する清涼飲料，青汁を含有する果実飲料，青汁を含有する飲料用野菜
ジュース，飲料用青汁，青汁を含有する乳清飲料

05,32

【05】サプリメント，食事療法用飲料，食事療法用食品
【32】ゼリー状清涼飲料，その他の清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

35

【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

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

ナチュラリープラス ダイレクト マー
ケティング ピーティーイー．リミテッド

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）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

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

43

§ｂｏｄｙｋｅｙ

優先

2012/8/7

2012-064053 アルティコア インコーポレイテッド

44

スポーツトマト

通常:
標準

2012/8/7

2012-064111 カゴメ株式会社

32
30,35,43

45

グッドエイジング＼Ｇｏｏｄ Ａｇｉｎ
通常
ｇ

2012/8/7

2012-064212 株式会社ファンケル

29,30,32,35,43

46

グッドバランス＼Ｇｏｏｄ Ｂａｌａｎ
通常
ｃｅ

2012/8/7

※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。

2012-064213 株式会社ファンケル

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

ント飲料，医療用栄養添加剤，食餌療法用の食品調製剤，臨床用食餌療法用食品，その
他の医療用食餌療法用飲料・食品，乳幼児用粉乳，乳幼児の離乳用加工食品
【09】体重管理プログラムに使用されるコンピュータハードウェア・コンピュータソフトウェア
及びそれらの周辺機器、すなわち食事日記トラッキング・活動計画・メニュー計画・カロリー
トラッカー・レシピ計算及び結果トラッキング用のソフトウェア，デジタル教材、すなわち減
量・体重管理・栄養及び運動に関する情報を含むＣＤ・ＤＶＤ及びダウンロード可能なファイ
ル，体重管理用ソフトウェアを含む携帯電話用コンピュータ応用ソフトウェア，電子日記
帳，電子計算機，電子計算機用プログラム，コンピュータ周辺機器，録音又は録画済みＣ
Ｄ・ＤＶＤ・記録媒体，インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファ
イル，インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル，電子出版
物，携帯電話機用プログラム，携帯用電子式日記帳，電子応用機械器具及びその部品，
電気通信機械器具，測定機械器具
【16】体重管理・栄養及び運動の分野における日記帳・カレンダー・バインダー・定期刊行
物及びパンフレット，体重管理・栄養及び運動の分野における訓練及び教育に関する印
刷物及びマニュアル，日記帳，カレンダー，バインダー，定期刊行物，パンフレット，印刷
物，文房具類，写真
【29】家禽肉・魚・魚介類・牛肉・豚肉及び野菜を主原料とする調理済み加工食品，栄養強
化された加工果実，ビタミン及びミネラルで強化されたナッツを主成分とするスナック菓
子，加工水産物，加工野菜及び加工果実，加工食料品
【30】パスタ・米又はその他の穀物を主原料とする調理済み加工食品，ビタミン及びミネラ
ルで強化されたコーンシロップ・食用粉類並びに穀物を主原料とするスナック食品，栄養
強化されたクッキー，茶，ティーバッグ入りの茶，コーヒー及びココア，調味料，香辛料，穀
物の加工品，菓子及びパン
【32】スポーツ飲料 アイソトニック飲料 アイソトニック飲料のもと 果実飲料 フレーバー
【32】トマトジュース，トマトを使用した果実飲料・清涼飲料，トマトを使用したゼリー状の清
涼飲料・果実飲料
【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，調味料，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ，米，発
芽玄米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類
【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，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，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
【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，動物
の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，会議室の貸与，展示施設の貸与，加
【29】食用油脂，冷凍野菜，加工野菜及び加工果実，調理用青汁，油揚げ，凍り豆腐，こ
んにゃく，豆乳，豆腐，納豆，カレー・シチュー・リゾット又はスープのもと，お茶漬けのり，
ふりかけ，食用たんぱく
【30】茶，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミー
トパイ，調味料，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ，米，
発芽玄米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，飲料用青汁，乳清飲料
【35】化粧品・美容関連商品の販売に関する情報の提供，その他の商品の販売に関する
情報の提供，織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履
物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋
物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
【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，動物
の宿泊施設の提供，保育所における乳幼児の保育，会議室の貸与，展示施設の貸与，加
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.
47

48

49

商標（見本）

商標
酵水素３２８選

種別

出願日

通常:
標準

2012/8/7

§Ｏａｓｉｓ＼オアシスエイド＼ａｉｄ 通常

ＤＩＧＩＴＡＬ ＰＯＳＴ＼デジタルポ
通常
スト

2012/8/8

2012/8/8

出願番号

出願人／権利者

2012-064229 モバイルフロンティア株式会社

区分

【05】サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

32

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，粉末状の清涼飲料のもと，粉末状の果
実飲料のもと，粉末状の飲料用野菜ジュースのもと

09,16,35,36,39,42

【09】インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル，電子計算
機用プログラム，その他の電子応用機械器具及びその部品，デジタルカメラ，デジタル
フォトフレーム，その他の電気通信機械器具，写真機械器具，携帯用液晶ゲームおもちゃ
用プログラム，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
【16】ポストカード紙，その他の紙類，文房具類，雑誌，絵はがき，その他の印刷物，書画，
写真，写真立て
【35】郵便物の発送代行，ダイレクトメールの発送代行，電子メールを利用したダイレクト
メールによる広告の代理又はこれに関する情報の提供，受託によるインターネット経由で
の広告の配信，携帯電話機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，市場調査又は分析，インターネットオークションの運営又はこれに関す
る情報の提供，写真・文書等を電子データ化し・保管し必要に応じて出力することによるコ
ンピュータによるファイルの管理，コンピュータネットワークを利用した通信販売の注文・受
付・発注・配送に関する事務処理代行，商品の販売に関する事務の代行，コンピュータ
データベースへの情報編集，商品の販売促進のためのポイント蓄積及びポイント清算並
びにこれら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，雑誌の予約購読
の取次ぎ，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，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，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 手動利器の小売又は卸売の業
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤
及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，印
刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房
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

2012-064250 サラヤ株式会社

2012-064278 Ｏａｋキャピタル株式会社

35
50

Ｈ∞Ｈ

通常

51

空気でつくった水

通常:
標準

52

ＷＡＴＥＲ ＳＡＬＡＤ

53

水トマト

54

ＷＡＴＥＲ ＴＯＭＡＴＯ

2012/8/8

2012-064282 沖縄ハム総合食品株式会社

30,32,33,35

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

2012/8/8

2012-064289 飯塚 司朗

2012/8/8

2012-064331 カゴメ株式会社

2012/8/8

2012-064332 カゴメ株式会社

2012/8/8

2012-064333 カゴメ株式会社

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

指定商品・役務

05,32

32

【30】茶，コーヒー，ココア，氷，菓子，パン，調味料
【32】飲料水，ミネラルウォーター，ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，
ビール製造用ホップエキス，乳清飲料
【33】日本酒，洋酒，果実酒，酎ハイ，中国酒，薬味酒
【35】広告業，ビジネスコンサルティング，経営に関するコンサルティング
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，豆乳飲料，ビール製造用ホップ
エキス，乳清飲料

32

【32】トマト果汁を加えたビール，トマトジュース，トマト果汁を加えた清涼飲料・飲料用野菜
ジュース・豆乳飲料・乳清飲料

32

【32】トマト果汁を加えたビール，トマトジュース，トマト果汁を加えた清涼飲料・飲料用野菜
ジュース・豆乳飲料・乳清飲料

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

55

56

商標（見本）

商標

ベジラボ＼ＶＥＧＥ ＬＡＢＯ

種別

通常

スマス＼スマートネットスーパー 通常

出願日

2012/8/8

2012/8/8

出願番号

出願人／権利者

区分

【05】薬剤，おむつ，おむつカバー，乳幼児用粉乳，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療
法用食品，乳幼児用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを
除く。）
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，豆乳飲料，ビール製造用ホップ
エキス，乳清飲料

35

【35】インターネット・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワークを利用した広告，広告，イ
ンターネットにおけるウェブサイト上の広告用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・携帯電話及びコンピュータ通信ネットワーク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，商品の購入に関する助言・指導，
マーケティングに関する指導及び助言，環境保護に配慮した側面からの経営の診断及び
指導，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，飲食料品の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，業務用及び家庭用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，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，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，台所用品・清掃用具及
び洗濯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，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，花及び木の小売又
【35】ミネラルウォーター及びその他の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，ミネラルウォーター及びその他の清涼飲料の販売促進のため
の展示会の企画・運営又は開催，ミネラルウォーター及びその他の清涼飲料の販売促進
のための企画及びその実行の代理，ミネラルウォーター事業及びその他の清涼飲料事業
の企画・運営及び管理

2012-064334 カゴメ株式会社

2012-064344 オイシックス株式会社

35
57

§ＳＵＮ∞＆∞ＳＵＮ

通常

2012/8/8

2012-064387 株式会社Ｓｕｎ＆Ｓｕｎ

14,18,25,35

58

ポメランジェ

通常:
標準

2012/8/8

2012-064399 株式会社セキド

59

ＳＴＡＲ ＷＡＲＳ

通常:
標準

2012/8/8

2012-064436 ルーカスフィルム リミテッド

ＥＭＩＬＩＯ ＰＵＣＣＩ

通常:
標準

2012/8/8

エミリオ プッチ インターナショナル
2012-064438
ビー ヴィー

32
35

60

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

指定商品・役務

05,32

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

【14】貴金属，キーホルダー，宝石箱，記念カップ，記念たて，宝飾品，身飾品，宝玉及び
その原石並びに宝玉の模造品，貴金属製靴飾り，時計
【18】かばん金具，がま口口金，皮革製包装用容器，愛玩動物用被服類，かばん類，カー
ド入れ，財布（貴金属製のものを除く。），名刺入れ，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，運動用
特殊衣服，運動用特殊靴
【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，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，布製身の回り品
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，キー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，スマートフォン対応手袋の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，リングの小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供，ピア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，ネックレスの小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，アンクレ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，ブレスレ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，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，
貴金属製アンクレ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，ネクタイピ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，ネ
クタイ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，ネクタイ
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，カフスボタンの
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，バッグの小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，名刺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，がま口及び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 小物入れの小売又は卸売の業務において行
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，栄養補給のためのアルコール分を含有
しない飲料
【35】被服，履物，帽子，皮革製品，眼鏡，サングラス，宝飾品，時計，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，オンラインによる被服，履物，
帽子，皮革製品，眼鏡，サングラス，宝飾品，時計，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，販売を目的とした各種通信媒体による商品（被
服，履物，帽子，皮革製品，眼鏡，サングラス，宝飾品，時計，かばん類及び袋物）の紹介
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.05～2012.08.11.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

62

63

64

65

ＰＵＣＣＩ

６ｒｉｓｅ↑＼スマートセット

６ｒｉｓｅ↑＼セット

６ｒｉｓｅ↑＼パック

優先:
標準

通常

通常

通常

2012/8/8

2012/8/8

2012/8/8

2012/8/8

2012/8/8

2012-064439

32

32

【32】清涼飲料，果実飲料

32

【32】清涼飲料，果実飲料

05,32

【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，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用
飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料

05,32

【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，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児用
飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
【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

エミリオ プッチ インターナショナル
ビー ヴィー

2012-064479 大正製薬株式会社

2012-064480 大正製薬株式会社

2012-064481 大正製薬株式会社

ナチュリア＼Ｎａｔｕｒｅａ

通常

66

アスリセート

通常:
標準

2012/8/8

2012-064490 株式会社大木

67

日本がんばろう

通常:
標準

2012/8/8

2012-064492 有限会社エコー商事

2012-064489 株式会社大木

32
35

68

ＯＨＰＡＤＯ

通常

2012/8/8

※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】被服，履物，帽子，皮革製品，眼鏡，サングラス，宝飾品，時計，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，オンラインによる被服，履物，
帽子，皮革製品，眼鏡，サングラス，宝飾品，時計，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，販売を目的とした各種通信媒体による商品（被
服，履物，帽子，皮革製品，眼鏡，サングラス，宝飾品，時計，かばん類及び袋物）の紹介
【32】清涼飲料，果実飲料

2012-064639 株式会社データ・プラクト

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，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，エプロンの小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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，スリッパの小売又は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，
洋食ナイフの小売又は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，食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，フォーク
の小売又は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，テーブルクロス

15／24

今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

商標（見本）

商標

種別

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分
09,35,38,42,45

69

ＰＩＮ

優先:
標準

2012/8/9

2012-064692 ピンタレスト，インコーポレイテッド

35

70

業務材料たおるや

通常

2012/8/9

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

2012-064785 ケーアイ商事株式会社

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

指定商品・役務
【09】コンピュータハードウェア，コンピュータソフトウェア，コンピュータソフトウェアアプリ
ケーション，インターネットユーザーがデータ・情報・マルチメディアコンテンツを創作・ブック
マーク（ブラウザにＵＲＬを登録すること）・注釈・共有することを可能にするコンピュータソフ
トウェア，モバイルアプリケーション用のダウンロード可能なコンピュータソフトウェア，無線
機器又はインターネットを通じてダウンロード可能なコンピュータソフトウェア，オンライン広
告・ビジネスプロモーション・ソーシャルネットワークユーザーと事業者との連携・ユーザー
がアクセスした広告の履歴及びそのユーザーの追跡の容易化及び戦略・見通し・マーケ
ティング・消費者行動の予測を提供するためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェ
ア，電子出版物，電子応用機械器具及びその部品
【35】広告業，商品の販売促進・役務の提供促進のための情報の提供，事業データの分
析，ユーザーがアクセスした広告の履歴及びそのユーザーを追跡し戦略・見通し・マーケ
ティング・消費者行動及び市場動向の予測を提供するためのユーザーのトラッキング（追
跡），事業の管理，ビジネスアドミニストレーション，事業の運営，オフィスファンクション，経
営の診断又は経営に関する助言，市場調査又は分析，事業の管理・運営及びこれらに関
する指導・助言及び情報の提供
【38】電子掲示板による通信，電子メールによる通信，電気通信（「放送」を除く。）
【42】インターネットユーザーがデータ・情報・マルチメディアコンテンツを創作・ブックマーク
（ブラウザにＵＲＬを登録すること）・注釈・アップロード・体系化・共有することを可能にする
ウェブサイトの提供，登録したユーザーの会話への参加・他のユーザーからのフィードバッ
クの受領・仮想コミュニティーの作成・ユーザーが一般的に興味のある分野におけるソー
シャルネットワーキングへの参加を可能にするための登録ユーザーのためのオンラインコ
ミュニティの創設，ダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの提供，双方向性を有す
るコンピュータウェブサイトのホスティング メッセージ・コメント・マルチメディアコンテンツ・
【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・靴べ
ら及び靴磨き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，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・金具及びキーホル
ダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・清
掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，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
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.05～2012.08.11.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
14,18,25,35

71

Ｍｒ． ＪＵＮ

通常:
標準

2012/8/9

2012-064815 株式会社ジュン

29,30,32
72

ロッソロッソ＼Ｒｏｓｓｏ Ｒｏｓｓｏ 通常

2012/8/9

2012-064873 株式会社朝日

指定商品・役務
【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
【29】トマトの缶詰・瓶詰及びレトルトパック，トマトピューレ，トマトペースト，乾燥トマト，トマ
ト入りスープ，トマト入りシチュー，トマト入りサラダ，トマト入りカレー・シチュー又はスープ
の素，トマト入り穀物加工品，トマト入り調理用ジュース，トマト入り乳製品
【30】トマトソース，トマト入り調味料，トマトケチャップ
【32】トマトジュース，トマト入り野菜飲料，トマト入り果実飲料，トマト入り乳清飲料

16,18,21,24,25,29,3 【16】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
0,32,35

73

§ＪｕＩＣＥ ＺＯＮＥ＼ＦＲＥＳＨ
＆ ＨＥＡＬＴＨＹ Ｃａｆｅ

74

§ｙｏ－ｇｏｏｄ

75

食前習慣

76

ウィルキンソンでこだ割り

通常

通常

通常:
標準
通常:
標準

2012/8/9

2012-064914

32

【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，ビール製造用ホップエキス，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

株式会社Ｆｒｅｓｈ ＆ Ｈｅａｌｔｈｙ Ｂｒａ
ｎｄｓ Ｊａｐａｎ

株式会社Ｆｒｅｓｈ ＆ Ｈｅａｌｔｈｙ Ｂｒａ
ｎｄｓ Ｊａｐａｎ

2012/8/9

2012-064915

2012/8/9

2012-064934 太陽化学株式会社

2012/8/9

2012-064938 アサヒ飲料株式会社

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

35

【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ，傘
【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，ろうそく消
し，ろうそく立て，清掃用具及び洗濯用具
【24】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，布製
ひざかけ
【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
【29】乳製品，冷凍野菜，冷凍果実，加工野菜及び加工果実
【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，茶，コー
ヒー，ココア，氷，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホット
ドッグ，ミートパイ，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，コーヒー豆
【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

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）2012.08.05～2012.08.11.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

03,05,08,18,21,25,3 【03】せっけん類，化粧品，香料，薫料，つけづめ，つけまつ毛，化粧用脱脂綿，化粧用綿
棒，化粧用あぶらとり紙
0,32,44
77

ＫＡＮＥＢＯ

通常:
標準

2012/8/9

2012-064971 花王株式会社

35,36
78

鮮場やっちゃば

通常

2012/8/9

2012-064997 株式会社東北青果流通センター

16,28,29,30,32

79

Ｖ・ファーレン長崎

通常:
標準

2012/8/9

2012-065114 株式会社 Ｖ・ファーレン長崎

28,29,30,32

80

§Ｖ・ＶＡＲＥＮ∞２００５ ＮＡＧＡ
通常
ＳＡＫＩ

2012/8/9

2012-065115 株式会社 Ｖ・ファーレン長崎

25,28,29,30,32,35,4
1

81

図形商標

通常

2012/8/9

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

2012-065116 株式会社 Ｖ・ファーレン長崎

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

【05】サプリメント
【08】手動利器，まつ毛カール器，ペディキュアセット，マニキュアセット，毛抜き，つめの甘
皮用ニッパー，つめやすり，つめ磨き
【18】かばん類，袋物，携帯用化粧道具入れ
【21】化粧用具，鉛筆型メーキャップ用品の削り器
【25】被服，履物
【30】菓子
【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース
【44】美容，美容情報の提供，美容に関する指導及び助言
【35】ショッピングセンター・ショッピングモールの事業の運営及び管理，ショッピングセン
ター・ショッピングモールの事業の運営の代行，ショッピングセンター・ショッピングモールの
事業に関する情報の提供，ショッピングセンター・ショッピングモールの事業の経営に関す
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，
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に関する情
報の提供
【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，ショッピングセンターにおける店舗の貸
与，その他の建物の貸与，建物の売買，建物の売買の代理又は媒介，土地の管理，土地
の貸借の代理又は媒介
土地の貸与 土地の売買 土地の売買の代理又は媒介 建物
【16】紙製のぼり，紙製旗，文房具類，印刷物，写真，写真立て，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
【28】愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，人形，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。），釣具，昆虫採集用具，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
【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，冷凍果実
【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，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，即席菓子のもと，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦
【28】愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，人形，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。），釣具，昆虫採集用具，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
【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，冷凍果実
【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，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，即席菓子のもと，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦
【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
【25】洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，水泳着，水泳帽，キャミ
ソール，ティーシャツ，アイマスク，エプロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストール，
ショール，スカーフ，足袋，足袋カバー，手袋，ネクタイ，ネッカチーフ，バンダナ，保温用サ
ポーター，マフラー，耳覆い，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，運動用特殊靴（「乗馬靴」及び「ウインド
サーフィン用シューズ」を除く。）
【28】愛玩動物用おもちゃ，おもちゃ，人形，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。），釣具，昆虫採集用具，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
【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，冷凍果実
【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，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，即席菓子のもと，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦
【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
【41】当せん金付証票の販売，技芸・スポーツ又は知識の教授，電子出版物の提供，図書
及び記録の供覧 図書の貸与 スポーツの興行の企画・運営又は開催 サッカーの興行
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No.
82

83

商標（見本）

商標
冬のお守り

四万十ノ株式会社

種別

出願日

通常:
標準

2012/8/9

通常

2012/8/9

出願番号

出願人／権利者

2012-065117 株式会社ポッカコーポレーション

区分

【32】清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料

35,36,39,41,43

【35】広告，市場調査，商品の販売・役務の提供に関する展示即売会・見本市の企画・運
営又は開催，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，インターネットを介した商品の販売契約の媒介又は取次ぎ，インターネットによる通
信販売に関する事務処理の代行，商品の販売に関する事務処理の代行，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，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，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
【36】建物の管理，建物の貸借の代理又は媒介，建物の貸与，建物の売買，建物の売買
の代理又は媒介 建物又は土地の鑑定評価 土地の管理 土地の貸借の代理又は媒
【05】植物性乳酸菌株（医療用のものに限る。），植物性乳酸菌を含有する薬剤
【29】植物性乳酸菌を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・ゼリー状または粉
状の加工食品，植物性乳酸菌を使用した乳製品，植物性乳酸菌を使用した肉製品，植物
性乳酸菌を使用した加工水産物，植物性乳酸菌を使用した加工野菜及び加工果実，植
物性乳酸菌を使用した油揚げ・凍り豆腐・こんにゃく・豆乳・豆腐・納豆，植物性乳酸菌を
使用したカレー・シチューまたはスープのもと，植物性乳酸菌を使用したお茶漬けのり・ふ
りかけ
【30】植物性乳酸菌を使用した茶，植物性乳酸菌を使用したコーヒー及びココア，植物性
乳酸菌を使用した菓子及びパン，植物性乳酸菌を使用した穀物の加工品，植物性乳酸菌
を使用したぎょうざ・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，植物性乳酸菌を使用した酒かす，植物性
乳酸菌を使用した米・脱穀済みのえん麦・脱穀済みの大麦・食用粉類
【32】植物性乳酸菌を使用した清涼飲料・果実飲料，植物性乳酸菌を使用した乳清飲料，
【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷
凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，
豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，
なめ物，豆
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，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，食用粉類
【31】ホップ，海藻類，野菜，糖料作物，果実，麦芽，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，
ひえ，麦，籾米，もろこし
【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳
清飲料
【33】日本酒，洋酒，果実酒，酎ハイ，中国酒，薬味酒
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，広告
業，商品の販売促進・役務の提供促進の企画及びその実行の代理，トレーディングスタン
プの発行，新商品の開発の企画に関する助言及び指導，ショッピングモールの運営及び
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，広告用具の貸与
【43】飲食物の提供，飲食物のレシピに関する情報の提供，宿泊施設の提供，動物の宿泊
施設の提供 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

2012-065125 四万十ノ株式会社

05,29,30,32

84

亀田製▲菓▼∞Ｋ‐２

通常

2012/8/9

2012-065135 亀田製菓株式会社

29,30,31,32,33,35,4
3

85

ＵｐＴａｂｌｅ

通常:
標準

2012/8/10 2012-065159 株式会社ＵｐＴａｂｌｅ

※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
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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
35,43

86

高原の駅

通常:
標準

2012/8/10 2012-065180 丸大食品工業株式会社

35,41

87

図形商標

通常

2012/8/10 2012-065185 庄内空港ビル株式会社

35,44
88

黄色い＼ステッキ

89

シーボン 酵素美人－緑

90

シーボン 酵素美人－黒

通常

通常:
標準
通常:
標準

2012/8/10 2012-065196 株式会社ケイエムシー

2012/8/10 2012-065206 株式会社シーボン
2012/8/10 2012-065207 株式会社シーボン

※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】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，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，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
【35】広告業，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，
織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被
服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，酒類の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の
提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，牛乳の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料及び果実飲料の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・コーヒー及びココ
アの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加工食料品の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，化粧品・歯磨き及び
せっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，花及び
木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，印刷物の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，紙類及び文房具類の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，運動具の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供，おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，楽器及びレコードの小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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
【35】介護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，介護
に従事する者のあっせん又は紹介
【44】訪問による介護，訪問看護，介護用リフトの貸与，介護用歩行器の貸与，介護用便
器の貸与，介護用おむつの貸与

32

【32】酵素を成分とした清涼飲料，酵素を成分とした果実飲料，酵素を成分とした飲料用野
菜ジュース

32

【32】酵素を成分とした清涼飲料，酵素を成分とした果実飲料，酵素を成分とした飲料用野
菜ジュース

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

20／24

今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.
91

商標（見本）

商標
獣電戦隊キョウリュウジャー

種別
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/8/10 2012-065229 東映株式会社

92

メンズコラーゲン

通常

2012/8/10 2012-065235 森永製菓株式会社

93

ＰＵＲＰＯＭ

通常:
標準

2012/8/10 2012-065248

94

図形商標

通常

95

ＤＡＴＡＭＥＮＡ

通常:
標準

96

ＲＡＦＦＩＮＥ

通常

97

98

§ＲＡｆｆＩＮＥ

ＯＫ∞ミートチーズ

通常

通常

区分

【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

05,32

【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，栄養補助食品，サプリメント，食餌療法用飲料，食餌療法用食品，乳幼児
用飲料，乳幼児用食品，栄養補助用飼料添加物（薬剤に属するものを除く。）
【32】ビール，コラーゲンを加味してなる清涼飲料，その他の清涼飲料，果実飲料，飲料用
野菜ジュース，ビール製造用ホップエキス，乳清飲料

シードルリー デュ カルヴァドス－ラ 32
フェルミエール
05,30,35

2012/8/10 2012-065261 ティーライフ株式会社

エミレーツ インテグレーテッド テレ 35,38
2012/8/10 2012-065276 コミュニケーションズ カンパニー
ピージェーエスシー
35
2012/8/10 2012-065321 新日本製薬 株式会社

いこまのきすい＼生駒の生水

通常

29,35

【29】食用油脂，乳製品，食肉，卵，食用魚介類（生きているものを除く。），冷凍野菜，冷
凍果実，肉製品，加工水産物，加工野菜及び加工果実，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，
豆乳，豆腐，納豆，加工卵，カレー・シチュー又はスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，
なめ物，豆，食用たんぱく
【35】商品の販売に関する情報の提供，被服の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
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
【32】飲料水

株式会社琉球食品
有賀 俊二

2012/8/10 2012-065418 社会福祉法人みどりの里

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

【05】サプリメント
【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピ
ザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，穀物の加工品，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの
大麦，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，織物及び寝具類
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，被服の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，履物の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，身の回り品の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務にお
いて行われる顧客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務に
【35】コンピュータ化されたデータの保管，データの保管（物理的な保管を除く。），事業に
関するデータの保管，テレコミュニケーションウェアハウジング，コンピュータ化されたデー
タの保管及び検索
【38】電気通信
【35】広告，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，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，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，化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）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，健康食品の小
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
【35】広告，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，飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供，化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供，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，化粧用具（「電気式歯ブラシ」を除く。）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，健康食品の小
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

32
99

【32】ビール，果実飲料，シロップ，清涼飲料のもと，レモネード，果肉入り果実飲料，炭酸
水，アペリティフ（アルコール分を含まないもの）

35
2012/8/10 2012-065323 新日本製薬 株式会社

2012/8/10 2012-065387

指定商品・役務

32
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.05～2012.08.11.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

100

きすい＼生水

通常

指定商品・役務
【32】飲料水

2012/8/10 2012-065419 社会福祉法人みどりの里

03,07,09,11,29,32,3 【03】家庭用のブリューイングマシーンを洗浄するためのディカルシファイイング剤，家庭用
のコーヒーを入れるためのマシーンを洗浄するためのディカルシファイイング剤，その他の
8

101

図形商標

通常

2012/8/10 2012-065579 スターバックス・コーポレイション

32
102

涼音＼Ｓｕｚｕ－ｎｅ

通常

103

グランエクレール ＧｒａｎｄＥｃｌａｉ 通常:
ｒ
標準

104

タイヨーメディケア

105

ＴＡＩＹＯＭＥＤＩＣＡＲＥ

2012/8/10 2012-065593 ＩＮＳＯＵ 株式会社

30,35

106

強運

通常:
標準
通常:
標準

通常

ディカルシファイイング剤，家庭用のブリューイングマシーンを洗浄するための脱灰剤，家
庭用のコーヒーを入れるためのマシーンを洗浄するための脱灰剤，その他の脱灰剤，家
庭用のブリューイングマシーンを洗浄するための石灰除去剤，家庭用のコーヒーを入れる
ためのマシーンを洗浄するための石灰除去剤，その他の石灰除去剤，家庭用のブリュー
イングマシーンを洗浄するためのディスケーリング剤，家庭用のコーヒーを入れるための
マシーンを洗浄するためのディスケーリング剤，その他のディスケーリング剤，家庭用のブ
リューイングマシーンを洗浄するためのスケール除去剤，家庭用のコーヒーを入れるため
のマシーンを洗浄するためのスケール除去剤，その他のスケール除去剤，家庭用のブ
リューイングマシーンを洗浄するための湯あか除去剤，家庭用のコーヒーを入れるための
マシーンを洗浄するための湯あか除去剤，その他の湯あか除去剤，家庭用のブリューイ
ングマシーン用の洗浄剤，家庭用のコーヒーを入れるためのマシーン用の洗浄剤，その
他の洗浄剤，家庭用のブリューイングマシーン用のクリーナー，家庭用のコーヒーを入れ
るためのマシーン用のクリーナー，その他のクリーナー，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，自動販売機，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
【09】オーディオデータをオーサリング・ダウンロード・送信・受信・編集・抽出・エンコード・
【32】鉱泉水及びその他の清涼飲料

2012/8/7

2012-066788 株式会社銀座コージーコーナー

2012/8/6

2012-066824 株式会社タイヨーラボ

2012/8/6

2012-066833 株式会社タイヨーラボ

2012/8/6

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

32

【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
【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

32

【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

32,33

【32】ビール，清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース
【33】洋酒，果実酒，酎ハイ，中国酒，薬味酒

2012-066841 麻原酒造株式会社

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

107

108

商標（見本）

商標

種別

ゆめやさい ｐｒｏｄｕｃｅｄ ｂｙ 和
通常
郷

図形商標

通常

出願日

2012/8/6

2012/8/7

出願番号

出願人／権利者

区分
【29】乾燥野菜，冷凍野菜
【31】野菜
【32】飲料用野菜ジュース

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，酒類の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供，食肉の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供，食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供，菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する
便益の提供，米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供，牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，清涼飲料
及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，茶・
コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自動車
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，二輪自動車の小売
又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，自転車の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供，家具の小売又は卸売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供，建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供，畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，
電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手
動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供 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
【35】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

2012-066845 株式会社和郷

2012-067590 高鍋商工会議所

35
109

110

京都 黒豆屋

龍泉洞

通常

通常

2012/8/8

2012/8/9

2012-067598 農事組合法人グリーン日吉

32

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

32

【32】清涼飲料

32

【32】清涼飲料，野菜果汁を入れたスムージー

2012-068036 泉金酒造株式会社

111

天然＼妙見水

通常

2012/8/9

2012-068045 株式会社妙見水

112

ミネラルスムージー

通常:
標準

2012/8/9

2012-068054 小早川 克史

※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

29,31,32
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今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

113

114

115

116

商標（見本）

商標

泉錦の重み

泉錦の恵み

種別

通常

通常

泉錦の泉

通常

§１７２４

マド
プロ:
通常:
標準

117

マド
§ｆａｉ＼Ｆｉｒｍａｔｏ＼ｄａｇｌｉ＼Ａｇｒｉ
プロ:
ｃｏｌｔｏｒｉ＼Ｉｔａｌｉａｎｉ
通常

118

ＲＡＲＥ ＶＯＳ

マド
プロ:
通常:
標準

ＴＨＲＥＥ ＰＨＩＬＯＳＯＰＨＥＲＳ

マド
プロ:
通常:
標準

119

出願日

2012/8/9

2012/8/9

2012/8/9

2012/8/8

2012/8/8

出願番号

出願人／権利者

区分
【32】飲用水

32

【32】飲用水

32

【32】飲用水

32,33

【32】Beers, mineral waters and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit
juices; syrups and other preparation for making beverages.
【33】Alcoholic beverages except beers.
【32】ビール，ミネラルウォーター及びその他のアルコールを含有しない飲料，果実飲料，
飲料製造用のシロップ及び他の調製品
【33】アルコール飲料（ビールを除く。）

29,30

【29】Edible oils.
【30】Pasta and rice.
【29】食用油
【30】パスタ及び米

21,32

【21】Drinking glasses; beer mugs; goblets; drinking vessels; drinking horns; tankards;
pitchers; bottles; bottle openers; coasters not of paper and other than table linen.
【32】Beers; ales; porters; alcoholic brewery beverages.
【21】グラス，ビールジョッキ，ゴブレット，コップ類，飲料用角杯，ふた付き大ジョッキ，水差
し，瓶，瓶用栓抜，テーブルリネン以外のコースター（紙製のものを除く。）
【32】ビール，エール，ポーター，アルコール分を含む醸造飲料

21,32

【21】Drinking glasses; beer mugs; goblets; drinking vessels; drinking horns; tankards;
pitchers; bottles; bottle openers; coasters.
【32】Beers; ales; porters; alcoholic brewery beverages.
【21】グラス，ビールジョッキ，ゴブレット，コップ類，飲料用角杯，ふた付き大ジョッキ，水差
し，瓶，瓶用栓抜，コースター
【32】ビール，エール，ポーター，アルコール分を含む醸造飲料

2012-068461 テイサ産業株式会社

2012-068462 テイサ産業株式会社

2012-068463 テイサ産業株式会社

2012-357957

Ｇｌｏｂａｌ Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｂｒａｎｄｓ Ｓ．
Ａ．

2012-359566 Ｆｏｎｄａｚｉｏｎｅ Ｃａｍｐａｇｎａ Ａｍｉｃａ

2012/8/10 2012-360010 Ｂｒｅｗｅｒｙ Ｏｍｍｅｇａｎｇ Ｌｔｄ．

2012/8/10 2012-360012 Ｂｒｅｗｅｒｙ Ｏｍｍｅｇａｎｇ Ｌｔｄ．

※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
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24／24

今週の出願（類似群限定：29C01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

120

121

122

商標（見本）

商標

種別

ＢＰＡ

マド
プロ:
通常:
標準

ＨＥＮＮＥＰＩＮ

マド
プロ:
通常:
標準

ＵＰＭ ＢｉｏＶｅｒｎｏ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

【21】Drinking glasses; beer mugs; goblets; drinking vessels; drinking horns; tankards;
pitchers; bottles; bottle openers; coasters.
【32】Beers; ales; porters; alcoholic brewery beverages.
【21】グラス，ビールジョッキ，ゴブレット，コップ類，飲料用角杯，ふた付き大ジョッキ，水差
し，瓶，瓶用栓抜，コースター
【32】ビール，エール，ポーター，アルコール分を含む醸造飲料

21,32

【21】Drinking glasses; beer mugs; goblets; drinking vessels; drinking horns; tankards;
pitchers; bottles; bottle openers; coasters not of paper and other than table linen.
【32】Beers; ales; porters; alcoholic brewery beverages.
【21】グラス，ビールジョッキ，ゴブレット，コップ類，飲料用角杯，ふた付き大ジョッキ，水差
し，瓶，瓶用栓抜，テーブルリネン以外のコースター（紙製のものを除く。）
【32】ビール，エール，ポーター，アルコール分を含む醸造飲料

04,35,37

【04】Fuels, biofuels, biodiesel fuels.
【35】Retail and whole sales of fuels, biofuels and biodiesels; commercial intermediary
services of fuels, biofuels and biodiesels.
【37】Refuelling services for vehicles, aircrafts, ships and boats.
【04】燃料電池，バイオ燃料，バイオディーゼル燃料
【35】燃料・バイオ燃料及びバイオディーゼルの小売及び卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供，燃料・バイオ燃料及びバイオディーゼルの商業に関する仲介
【37】乗物・飛行機・船舶及びボートの給油

2012/8/10 2012-360018 Ｂｒｅｗｅｒｙ Ｏｍｍｅｇａｎｇ Ｌｔｄ．

2012/8/10 2012-360250 Ｂｒｅｗｅｒｙ Ｏｍｍｅｇａｎｇ Ｌｔｄ．

2012/8/7

※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

21,32

2012-360576 ＵＰＭ－Ｋｙｍｍｅｎｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
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