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今週の出願（類似群限定：30A01）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

09,14,18,21,24,25,2 【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
8,29,30,31,32,33,39, 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
41,43
レビゲームのゲームプログラム，電子出版物

1

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

29,30,43
2

十▲番▼館

通常

2012/8/6

2012-063420 株式会社勝烈庵

35,43
3

ホールプラント＼ＷＨＯＬＥ ＰＬ
通常
ＡＮＴ

4

和仁農園

5

カリッ

6

うまっ

通常

通常:
標準
通常:
標準

2012/8/6

2012-063425 株式会社春秋社

2012/8/6

2012-063442 株式会社 和仁農園

2012/8/6

2012-063443 株式会社フレンテ

2012/8/6

2012-063444 株式会社フレンテ

※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。

【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
【29】肉類又は魚介類を主材とする惣菜，肉製品，加工水産物，食肉，食用魚介類（生きて
いるものを除く。），乳製品，加工野菜及び加工果実，カレー・シチュー又はスープのもと
【30】菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパ
イ，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ，調味料，穀物の加工品，茶，コー
ヒー，ココア，コーヒー豆
【43】フランス料理を主とする西洋料理の提供，アルコ―ル飲料を主とする飲食物の提供，
茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供，その他の飲食物
の提供
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，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

30,31

【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，みそ，ウースターソース，グレービーソース，ケチャップソース，しょうゆ，食酢，酢
の素，そばつゆ，ドレッシング，ホワイトソース，マヨネーズソース，焼き肉のたれ，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
【31】野菜，果実，あわ，きび，ごま，そば，とうもろこし，ひえ，麦，籾米，もろこし，飼料，種
子類，木，草，芝，ドライフラワー，苗，苗木，花，牧草，盆栽

30

【30】菓子

30

【30】菓子
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今週の出願（類似群限定：30A01）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

7

ＳＥＩＹＵ ソーシャル ＣＭ

通常

2012/8/6

2012-063475 合同会社西友

8

ＭＯＮＴＩＧＮＡＣ

通常:
標準

2012/8/6

2012-063478 ニュトリモント

9

春姫の郷

2012/8/6

2012-063501 株式会社長登屋

2012/8/6

2012-063502 株式会社長登屋

2012/8/6

2012-063511 株式会社明治

10

春姫の嫁入り

11

ブリックゼリー

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

16,30,35

12

スプーン一杯の魔法

通常:
標準

2012/8/6

2012-063519 キユーピー株式会社

13

スポーツういろう

通常:
標準

2012/8/6

2012-063553 吉田 龍司

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

30

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
【16】書籍，雑誌
【30】スパゲッティの麺，パスタ
【35】オンラインによるスパゲッティの麺・パスタその他の食料品の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供
【30】茶，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

30

【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

30

【30】ゼリー菓子

29,30

【29】乳製品，肉製品，食肉を主材とする惣菜，加工水産物，食用魚介類を主材とする惣
菜，ハムサラダ，ポテトサラダ，マカロニサラダ，その他のサラダ，その他の加工野菜及び
加工果実，野菜を主材とする惣菜，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，卵
どうふ，乾燥卵，液卵，冷凍卵，茹で卵，卵焼き，スクランブルエッグ，その他の加工卵，茶
わん蒸し，オムレツ，スコッチエッグ，カレー・シチュー又はスープのもと
【30】菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパ
イ，調味料，香辛料，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオ
リ，粥，ぞうすい，即席菓子のもと，ミートソース，その他のパスタソース
【30】菓子パン

30

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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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
35,36,43

14

図形商標

通常

2012/8/6

2012-063583 森ビル株式会社

15

きせかえくまちゃん

通常:
標準

2012/8/6

2012-063590 カバヤ食品株式会社

30
35

16

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

30,32
17

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

Ｒｏｃｋ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｏｂａｃｃｏ Ｊ
ａｐａｎ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】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
【30】菓子，玩具菓子
【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
【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：30A01）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
29,30

18

京の和み惣菜

通常:
標準

2012/8/6

2012-063628 株式会社ベルーナ

29,30

19

ベルーナオリジナルおせち結

通常:
標準

2012/8/6

2012-063630 株式会社ベルーナ

05,30
20

捨てるから増やせる、新しい美 通常:
の力。
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。

2012-063635 株式会社ファンケル

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

指定商品・役務
【29】食用油脂を主材とする京都で製造された惣菜，乳製品を主材とする京都で製造され
た惣菜，食肉を主材とする京都で製造された惣菜，卵を主材とする京都で製造された惣
菜，食用魚介類（生きているものを除く。）を主材とする京都で製造された惣菜，冷凍野菜
を主材とする京都で製造された惣菜，冷凍果実を主材とする京都で製造された惣菜，肉
製品を主材とする京都で製造された惣菜，加工水産物を主材とする京都で製造された惣
菜，加工野菜及び加工果実を主材とする京都で製造された惣菜，油揚げを主材とする京
都で製造された惣菜，凍り豆腐を主材とする京都で製造された惣菜，こんにゃくを主材と
する京都で製造された惣菜，豆乳を主材とする京都で製造された惣菜，豆腐を主材とする
京都で製造された惣菜，納豆を主材とする京都で製造された惣菜，加工卵を主材とする
京都で製造された惣菜，カレー・シチュー又はスープのもとを主材とする京都で製造された
惣菜，お茶漬けのりを主材とする京都で製造された惣菜，ふりかけを主材とする京都で製
造された惣菜，なめ物を主材とする京都で製造された惣菜，豆を主材とする京都で製造さ
れた惣菜，食用たんぱくを主材とする京都で製造された惣菜
【30】茶を主材とする京都で製造された惣菜，コーヒーを主材とする京都で製造された惣
菜，ココアを主材とする京都で製造された惣菜，氷を主材とする京都で製造された惣菜，
パンを主材とする京都で製造された惣菜，サンドイッチを主材とする京都で製造された惣
菜，中華まんじゅうを主材とする京都で製造された惣菜，ハンバーガーを主材とする京都
で製造された惣菜，ピザを主材とする京都で製造された惣菜，ホットドッグを主材とする京
都で製造された惣菜，ミートパイを主材とする京都で製造された惣菜，調味料を主材とす
る京都で製造された惣菜，香辛料を主材とする京都で製造された惣菜，アイスクリームの
もとを主材とする京都で製造された惣菜，シャーベットのもとを主材とする京都で製造され
た惣菜，コーヒー豆を主材とする京都で製造された惣菜，穀物の加工品を主材とする京都
で製造された惣菜，ぎょうざを主材とする京都で製造された惣菜，しゅうまいを主材とする
京都で製造された惣菜 すしを主材とする京都で製造された惣菜 たこ焼きを主材とする
【29】食用油脂を主材とするおせち料理の詰め合わせ，乳製品を主材とするおせち料理の
詰め合わせ，食肉を主材とするおせち料理の詰め合わせ，卵を主材とするおせち料理の
詰め合わせ，食用魚介類（生きているものを除く。）を主材とするおせち料理の詰め合わ
せ，冷凍野菜を主材とするおせち料理の詰め合わせ，冷凍果実を主材とするおせち料理
の詰め合わせ，肉製品を主材とするおせち料理の詰め合わせ，加工水産物を主材とする
おせち料理の詰め合わせ，加工野菜及び加工果実を主材とするおせち料理の詰め合わ
せ，油揚げを主材とするおせち料理の詰め合わせ，凍り豆腐を主材とするおせち料理の
詰め合わせ，こんにゃくを主材とするおせち料理の詰め合わせ，豆乳を主材とするおせち
料理の詰め合わせ，豆腐を主材とするおせち料理の詰め合わせ，納豆を主材とするおせ
ち料理の詰め合わせ，加工卵を主材とするおせち料理の詰め合わせ，カレー・シチュー又
はスープのもとを主材とするおせち料理の詰め合わせ，お茶漬けのりを主材とするおせち
料理の詰め合わせ，ふりかけを主材とするおせち料理の詰め合わせ，なめ物を主材とす
るおせち料理の詰め合わせ，豆を主材とするおせち料理の詰め合わせ，食用たんぱくを
主材とするおせち料理の詰め合わせ
【30】茶を主材とするおせち料理の詰め合わせ，コーヒーを主材とするおせち料理の詰め
合わせ，ココアを主材とするおせち料理の詰め合わせ，氷を主材とするおせち料理の詰め
合わせ，菓子を主材とするおせち料理の詰め合わせ，パンを主材とするおせち料理の詰
め合わせ，サンドイッチを主材とするおせち料理の詰め合わせ，中華まんじゅうを主材とす
るおせち料理の詰め合わせ，ハンバーガーを主材とするおせち料理の詰め合わせ，ピザ
を主材とするおせち料理の詰め合わせ，ホットドッグを主材とするおせち料理の詰め合わ
せ，ミートパイを主材とするおせち料理の詰め合わせ，調味料を主材とするおせち料理の
詰め合わせ，香辛料を主材とするおせち料理の詰め合わせ，アイスクリームのもとを主材
とするおせち料理の詰め合わせ，シャーベットのもとを主材とするおせち料理の詰め合わ
せ，コーヒー豆を主材とするおせち料理の詰め合わせ，穀物の加工品を主材とするおせち
料理の詰め合わせ ぎょうざを主材とするおせち料理の詰め合わせ しゅうまいを主材と
【05】薬剤，サプリメント，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，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，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
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今週の出願（類似群限定：30A01）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

21

22

23

24

25

§ＥＬＬＥ∞ｍａｍａｎ

￠Ｓｔｅｐｈｅｎ＼Ｄｅｓｔｒｅｅ

￠Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｄｅｓｔｒｅｅ

￠Ｂｉｓｃｕｉｔｅｒｉｅ Ｄｅｓｔｒｅｅ

さくらフーズ

通常

通常

通常

通常

通常

2012/8/6

2012/8/6

2012/8/6

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。

2012-063646

指定商品・役務

30

【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
【30】菓子，パン

30

【30】菓子，パン

30,35

【30】菓子，パン
【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

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

アシェット フィリパキ プレス ソシエ
テ アノニム

2012-063672 株式会社ＢｅＱＳＩ

2012-063673 株式会社ＢｅＱＳＩ

2012-063674 株式会社ＢｅＱＳＩ

2012-063701

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：30A01）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

16,20,25,26,28,30,3 【16】文房具類，印刷物，紙製包装用容器，プラスチック製包装用袋，紙類，書画，写真，
写真立て
9

26

しかまろくん

通常

2012/8/6

30

【20】クッション，座布団，まくら，マットレス，うちわ，扇子，家具，ベンチ，額縁，石こう製彫
刻，プラスチック製彫刻，木製彫刻，石こう製・プラスチック製又は木製の置物
【25】被服，バンド，ベルト，ガーター，靴下止め，ズボンつり，履物，仮装用衣服，運動用
特殊衣服，運動用特殊靴
【26】テープ，リボン，組みひも，衣服用き章（貴金属製のものを除く。），衣服用バックル，
衣服用バッジ（貴金属製のものを除く。），衣服用ブローチ，帯留，ボンネットピン（貴金属
製のものを除く。），ワッペン，腕章，頭飾品，ボタン類，造花
【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，運動用具，釣り具，遊園地用機械器具，
愛玩動物用おもちゃ
【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，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類
【39】地域観光に関する助言及び情報の提供，旅行地に関する情報の提供を含む旅行情
【03】化粧品，せっけん類
【05】薬剤
【10】医療用機材器具
【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
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
【30】菓子

30

【30】菓子及びパン，穀物の加工品，食用粉類，

2012-063713 社団法人奈良市観光協会

03,05,10,19,24,25,2
7,29,30,35,37,40,41,
42,43,44

27

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

28

たんとこころん

通常:
標準

2012/8/6

2012-063811 山本 学

29

Ｈｅｌｌｅｍａ＼ＳＩＮＣＥ １８６１

通常

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。

2012-063823 株式会社 北野屋

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：30A01）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
08,09,16,21,30,33

30

にっぽんのふるさと福井

通常:
標準

2012/8/7

2012-063827 福井県

31

海三煎

通常:
標準

2012/8/7

2012-063846 ヤマキ海産株式会社

32

33

§ＣＯＦＦＥＥ ＆ ＢＲＥＡＤ

通常

美人力の秘密は、カラダの中に 通常:
ある。
標準

2012/8/7

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。

30

指定商品・役務
【08】ピンセット，組ひも機（手持ち工具に当たるものに限る。），くわ，鋤，レーキ（手持ち工
具に当たるものに限る。），靴製造用靴型（手持ち工具に当たるものに限る。），電気アイロ
ン，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。），角砂糖挟み，かつお節削り器，缶切，くるみ割り器，スプーン，チーズスライ
サー（電気式のものを除く。），ピザカッター（電気式のものを除く。），フォーク，糸通し器，
チャコ削り器，五徳，十能，暖炉用ふいご（手持ち工具に当たるものに限る。），火消しつ
ぼ，火ばし，護身棒，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，ピッケル，水中ナイフ，水中ナイフ保持具，パレットナイフ
【09】眼鏡
【16】紙製包装用容器，プラスチック製包装用袋，家庭用食品包装フイルム，紙製ごみ収
集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，紙型，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，衛生手
ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ
（「おもちゃ」を除く。），紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て
【21】化粧用具，ガラス製又は陶磁製の包装用容器，鍋類，コーヒー沸かし（電気式のもの
を除く。），鉄瓶，やかん，食器類，携帯用アイスボックス，米びつ，食品保存用ガラス瓶，
水筒，魔法瓶，調理用具，アイスペール，こしょう入れ，砂糖入れ，ざる，塩振り出し容器，
しゃもじ，じょうご，ストロー，膳，栓抜，卵立て，タルト取り分け用へら，ナプキンホルダー，
ナプキンリング，鍋敷き，はし，はし箱，ひしゃく，ふるい，盆，ようじ，ようじ入れ，清掃用具
及び洗濯用具，アイロン台，霧吹き，こて台，へら台，湯かき棒，浴室用腰掛け，浴室用手
おけ，ろうそく消し，ろうそく立て，家庭用燃え殻ふるい，石炭入れ，ねずみ取り器，はえた
たき，植木鉢，家庭園芸用の水耕式植物栽培器，じょうろ，愛玩動物用食器，愛玩動物用
ブラシ，犬のおしゃぶり，小鳥かご，小鳥用水盤，貯金箱，お守り，おみくじ，せっけん用
ディスペンサー，鑑賞魚用水槽及びその附属品，トイレットペーパーホルダー，ガラス製又
は磁器製の立て看板，花瓶，水盤，香炉，靴ブラシ，靴べら，靴磨き布，軽便靴クリー
ナー，シューツリー，コッフェル
【30】アイスクリーム用凝固剤 家庭用食肉軟化剤 ホイップクリーム用安定剤 食品香料
【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

30,43

【30】コーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，菓子及びパン，サンドイッチ，ハンバーガー，
ホットドッグ，ミートパイ
【43】茶・コーヒー・清涼飲料・果実飲料・ビール・パン・ケーキ・デザート・パフェ・アイスク
リーム・サンドイッチ・トースト・サラダ・スパゲティー・定食を主とする飲食物の提供，飲食
物の提供に関する情報の提供（電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。）

05,30,35

【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

2012-063852 株式会社さつま屋商店

2012-063870 株式会社ファンケル

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：30A01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

34

35

商標（見本）

商標

種別

株式会社ドリームダイニング

通常

養命

通常:
標準

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

30

【30】アイスクリーム用凝固剤，家庭用食肉軟化剤，ホイップクリーム用安定剤，食品香料
（精油のものを除く。），茶，コーヒー，ココア，氷，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅ
う，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，香辛料，アイスクリームのもと，
シャーベットのもと，コーヒー豆，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ，アー
モンドペースト，イーストパウダー，こうじ，酵母，ベーキングパウダー，即席菓子のもと，
パスタソース，酒かす，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用グルテン，食用粉
【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

2012-063898 養命酒製造株式会社
35

36

養命

通常

2012/8/7

2012-063899 養命酒製造株式会社

30,35

37

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
38

ＨＩＢＩＮＡ

通常:
標準

2012/8/7

2012-063921 株式会社 久原本家

35,43
39

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
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今週の出願（類似群限定：30A01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

40

商標（見本）

商標

種別

ピュアスマイル＼Ｐｕｒｅ ＳＭＩＬ
通常
Ｅ

出願日

2012/8/7

出願番号

出願人／権利者

区分

【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

14,29,30,35,43

【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

2012-063950 山崎製パン株式会社

41

§Ｌ∞エル∞チキ

通常

2012/8/7

2012-063956 株式会社ローソン

42

すのべえ

通常:
標準

2012/8/7

2012-063960 オレンジワンダーマーケット株式会社

30,32

30,32
43

§す

通常

2012/8/7

2012-063961 オレンジワンダーマーケット株式会社

05,29,30

44

ハッピーレシピ

45

ｃｕｒｉｃｏ

46

ＫＯＫＯＲＥＴＥ

47

ココリテ

48

江戸揚 いかすみ半兵衛

49

福与菓

通常:
標準

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

2012/8/7

2012-063976 キユーピー株式会社

2012/8/7

2012-064023

2012/8/7

2012-064024 株式会社メディアフラッグ

2012/8/7

2012-064025 株式会社メディアフラッグ

2012/8/7

2012-064033 有限会社タキダエンタープライズ

2012/8/7

2012-064034 有限会社タキダエンタープライズ

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

指定商品・役務

30

株式会社ジェイアール西日本デイ
リーサービスネット

35

【05】薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，
生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液，
胸当てパッド，おむつ，おむつカバー，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，調味付けしたゾル又はゲル中に食肉を主材とする小片具材を含んでなる
咀嚼嚥下障害者用食品，調味付けしたゾル又はゲル中に食用水産物を主材とする小片
具材を含んでなる咀嚼嚥下障害者用食品，調味付けしたゾル又はゲル中に野菜を主材と
する小片具材を含んでなる咀嚼嚥下障害者用食品，その他の咀嚼嚥下障害者用食品，
乳幼児用飲料，乳幼児用菓子，その他の乳幼児用食品
【29】乳製品，肉製品，食肉を主材とする惣菜，加工水産物，食用魚介類を主材とする惣
菜，ハムサラダ，ポテトサラダ，マカロニサラダ，その他のサラダ，その他の加工野菜及び
加工果実，野菜を主材とする惣菜，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，卵
どうふ，乾燥卵，液卵，冷凍卵，茹で卵，卵焼き，スクランブルエッグ，その他の加工卵，茶
わん蒸し，オムレツ，スコッチエッグ，カレー・シチュー又はスープのもと
【30】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
【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】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

35

【35】菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

30

【30】菓子，パン

30

【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

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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今週の出願（類似群限定：30A01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

50

51

商標（見本）

商標

アイスダマ

ソーダダマ

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

指定商品・役務

30

【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－トパ
イ，即席菓子のもと，アイスクリームのもと，シャーベットのもと

30

【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－トパ
イ，即席菓子のもと，アイスクリームのもと，シャーベットのもと

2012-064043 クラシエフーズ株式会社

2012-064044 クラシエフーズ株式会社

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

52

§ｂｏｄｙｋｅｙ

優先

2012/8/7

2012-064053 アルティコア インコーポレイテッド

53

七福せん

通常:
標準

2012/8/7

2012-064079 株式会社幸煎餅

54

ドリームスチーム

通常:
標準

2012/8/7

2012-064080 株式会社マルハニチロ畜産

55

白い白良浜

通常:
標準

2012/8/7

2012-064082 有限会社山崎梅栄堂

56

西村一真軒

通常:
標準

2012/8/7

2012-064098 有限会社ＮＯＭＥ

30
29,30

30
30,43

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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ント飲料，医療用栄養添加剤，食餌療法用の食品調製剤，臨床用食餌療法用食品，その
他の医療用食餌療法用飲料・食品，乳幼児用粉乳，乳幼児の離乳用加工食品
【09】体重管理プログラムに使用されるコンピュータハードウェア・コンピュータソフトウェア
及びそれらの周辺機器、すなわち食事日記トラッキング・活動計画・メニュー計画・カロリー
トラッカー・レシピ計算及び結果トラッキング用のソフトウェア，デジタル教材、すなわち減
量・体重管理・栄養及び運動に関する情報を含むＣＤ・ＤＶＤ及びダウンロード可能なファイ
ル，体重管理用ソフトウェアを含む携帯電話用コンピュータ応用ソフトウェア，電子日記
帳，電子計算機，電子計算機用プログラム，コンピュータ周辺機器，録音又は録画済みＣ
Ｄ・ＤＶＤ・記録媒体，インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファ
イル，インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル，電子出版
物，携帯電話機用プログラム，携帯用電子式日記帳，電子応用機械器具及びその部品，
電気通信機械器具，測定機械器具
【16】体重管理・栄養及び運動の分野における日記帳・カレンダー・バインダー・定期刊行
物及びパンフレット，体重管理・栄養及び運動の分野における訓練及び教育に関する印
刷物及びマニュアル，日記帳，カレンダー，バインダー，定期刊行物，パンフレット，印刷
物，文房具類，写真
【29】家禽肉・魚・魚介類・牛肉・豚肉及び野菜を主原料とする調理済み加工食品，栄養強
化された加工果実，ビタミン及びミネラルで強化されたナッツを主成分とするスナック菓
子，加工水産物，加工野菜及び加工果実，加工食料品
【30】パスタ・米又はその他の穀物を主原料とする調理済み加工食品，ビタミン及びミネラ
ルで強化されたコーンシロップ・食用粉類並びに穀物を主原料とするスナック食品，栄養
強化されたクッキー，茶，ティーバッグ入りの茶，コーヒー及びココア，調味料，香辛料，穀
物の加工品，菓子及びパン
【32】スポーツ飲料 アイソトニック飲料 アイソトニック飲料のもと 果実飲料 フレーバー
【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，すし
【29】肉・魚又は野菜を主材とする惣菜，カレー・シチュー又はスープのもと，肉製品，加工
水産物，加工野菜及び加工果実
【30】穀物の加工品を主材とする惣菜，穀物の加工品，菓子，パン，サンドイッチ，中華ま
んじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼
【30】菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパ
イ，茶，コーヒー，ココア，調味料，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁
当，ラビオリ，即席菓子のもと
【30】レトルト処理された調理済ラーメン，調理済のラーメン，穀物の加工品，菓子，パン，
サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，ぎょうざ，しゅ
うまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ
【43】飲食物の提供
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今週の出願（類似群限定：30A01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

57

58

59

商標（見本）

商標

ＹｏｇｕｒＴｏｍ

§Ｈｉｇａｓｈｉｙａｍａ Ｇａｒｄｅｎ

種別

通常

通常

グッドエイジング＼Ｇｏｏｄ Ａｇｉｎ
通常
ｇ

出願日

2012/8/7

2012/8/7

2012/8/7

出願番号

出願人／権利者

区分

【30】フローズンヨーグルト，菓子，パン
【43】フローズンヨーグルトを主とする飲食物の提供，飲食物の提供

30,43

【30】茶，コーヒー，ココア，氷，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，
ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，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，春巻き，調理済みの米飯，調理済みの丼物，調理済みの炒飯，調理済みの麺
類，冷凍弁当，パスタソース
【43】飲食物の提供

30,35,43

【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
【30】菓子，パン

2012-064112 株式会社パーティーランド

2012-064210 株式会社スタイルズ

2012-064212 株式会社ファンケル

29,30,32,35,43

60

グッドバランス＼Ｇｏｏｄ Ｂａｌａｎ
通常
ｃｅ

2012/8/7

2012-064213 株式会社ファンケル

61

空めぐり

通常:
標準

2012/8/7

2012-064238 株式会社東あられ本鋪

※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

30,43

30
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今週の出願（類似群限定：30A01）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
09,16,35,36,39,42

62

ＤＩＧＩＴＡＬ ＰＯＳＴ＼デジタルポ
通常
スト

2012/8/8

2012-064278 Ｏａｋキャピタル株式会社

35
63

Ｈ∞Ｈ

通常

2012/8/8

2012-064282 沖縄ハム総合食品株式会社

29,30
64

いきいき＼食卓∞ｉｋｉｋ

通常

空気でつくった水

通常:
標準

2012/8/8

2012-064286 伊藤ハム株式会社

30,32,33,35
65

2012/8/8

2012-064289 飯塚 司朗
30

66

ＤＡＲＫＧＲＡＰＥＭＡＮ

通常

2012/8/8

2012-064310 株式会社サンリオ

24,30
67

§道みなもとの愛

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。

2012-064325 金井 広志
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指定商品・役務
【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

【29】乳製品，食肉，肉製品，加工水産物（「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆
布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。），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，肉又は
肉製品を主材とする惣菜，野菜又は野菜の加工品を主材とする惣菜
【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，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，うま味調味料，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，即席菓子のもと
【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
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，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，香辛料，コーヒー豆，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，弁当，ホットドッグ，ミートパイ，ラビオリ，
即席菓子のもと，パスタソース，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦，食用粉類

【24】顔ふきタオル，ハンドタオル，暖簾，絹綿毛麻交織物
【30】菓子，パン
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今週の出願（類似群限定：30A01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.
68

69

商標（見本）

商標
山道絵

種別

出願日

通常:
標準

2012/8/8

スマス＼スマートネットスーパー 通常

2012/8/8

出願番号

出願人／権利者

2012-064326 金井 広志

区分

【24】顔ふきタオル，ハンドタオル，暖簾，絹綿毛麻交織物
【30】菓子，パン

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
【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
【30】チョコレートを使用した菓子及びパン

2012-064344 オイシックス株式会社

14,18,25,35

70

ポメランジェ

通常:
標準

2012/8/8

2012-064399 株式会社セキド

30
71

§Ｍ＼Ｍｏｒｏｚｏｆｆ∞ＣＯＬＯＲＦＵ
Ｌ ＣＨＯＣＯＬＡＴ＼カラフルショ 通常
コラ

72

ＥＭＩＬＩＯ ＰＵＣＣＩ

通常:
標準

73

74

2012/8/8

2012-064417 モロゾフ株式会社

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

ＰＵＣＣＩ

優先:
標準

2012/8/8

エミリオ プッチ インターナショナル
2012-064439
ビー ヴィー

冷涼調理

通常:
標準

2012/8/8

2012-064455 日清食品冷凍株式会社

35

35

30

※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

24,30

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

【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
【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
【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，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，調理済み
米飯，調理済み冷凍米飯，調理済み麺類，調理済み冷凍麺類，ぎょうざ，しゅうまい，す
し，たこ焼き，お好み焼き，アメリカンドッグ，弁当，ラビオリ，パスタソース
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今週の出願（類似群限定：30A01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

75

76

77

78

79

商標（見本）

商標

ＰＥＡＢＥＲＲＹ ＰＲＥＴＺＥＬ

ＣＡＦＥ ＢＲＩＣＣＯ

新宿＼つづら＼廿楽

ボンボン製菓

ボンボン銘菓

80

ＯＨＰＡＤＯ

81

うなぎミュージアム

82

発酵食美人

種別

通常

通常

通常

通常

通常

通常

通常:
標準
通常:
標準

出願日

2012/8/8

2012/8/8

2012/8/8

2012/8/8

2012/8/8

出願番号

出願人／権利者

指定商品・役務
【30】プレッツェル
【43】飲食物の提供

30,43

【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，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
【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，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

30

【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

30

【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，コーヒー，
ココア，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミー
トパイ，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，す
し，たこ焼き，弁当，ラビオリ，即席菓子のもと

30

【30】菓子

35

30

【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
【30】菓子

30

【30】調味料，甘酒，その他の菓子，パン，こうじ，酵母，茶

2012-064506 上島珈琲貿易株式会社

2012-064517 株式会社カインズフードサービス

2012-064553 株式会社銀座甘楽

2012-064635 株式会社べガスべガス

2012-064636 株式会社べガスべガス

2012/8/8

2012-064639 株式会社データ・プラクト

2012/8/9

2012-064648 鈴木 克典

2012/8/9

2012-064664 株式会社ヤマト醤油味噌

※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。

区分
30,43

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：30A01）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
05,29,30

83

朝のＹｏｏ

通常:
標準

2012/8/9

2012-064691 株式会社 伊藤園
09,35,38,42,45

84

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

30
85

§ＡＪＩＮＯＭＯＴＯ∞ホットドル
チェ

通常

2012/8/9

2012-064711 味の素株式会社

29,30,43

86

Ｃａｔｈ Ｋｉｄｓｔｏｎ＼キャスキッド
通常
ソン

2012/8/9

2012-064713 キャス キッドストン リミテッド

30,43
87

ＦＡＳＴ ＲＥＬＡＸ∞ＣＡＦＥ∞ＣＩ
ＲＣＬＥ Ｋ ＳＵＮＫＵＳ

通常

2012/8/9

2012-064731 株式会社サークルＫサンクス

30
88

飲む糀＼～ Ａｍａｚａｋｅ Ｍｏｒｎ
通常
ｉｎｇ ～

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。

指定商品・役務
【05】食餌療法用食品，食餌療法用飲料
【29】乳酸菌を主原料としたバー状・ブロック状・固形状・粉末状・又は液状の加工食品，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，冷凍野菜，冷凍果実，加工野
菜及び加工果実
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，アイスクリームのもと，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，
【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・
【30】茶，コーヒー，ココア，調味料，菓子，パン，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホッ
トドッグ，ミートパイ，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ，
即席菓子のもと

2012-064773 宮本 晃裕

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

【29】食肉，魚（生きているものを除く），家禽肉，食用鳥獣肉，肉エキス，保存加工をした
肉製品，乾燥果実，乾燥野菜，加熱調理をした果物，加熱調理をした野菜，食用ゼリー，
ジャム，クランベリーソース（コンポート），卵，牛乳，乳製品，食用油脂，肉類又は魚介類
を主材とする惣菜，野菜又は果実を主材とする惣菜，玉子を主材とする惣菜，スープ，調
理用ポテトチップ
【30】コーヒー，茶，ココア，砂糖，米，タピオカ，サゴ，代用コーヒー，食用粉類，穀物調整
品，パン，ペストリー（生地），菓子，氷菓，ビスケット，はちみつ，糖蜜，酵母，ベーキング
パウダー，食塩，マスタード，食酢，ソース（調味料），香辛料，氷，サンドイッチ，穀物を主
材とする惣菜，ピザ，パイ，調理済パスタ
【30】茶，コーヒー，ココア，氷，菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，
ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，調味料，香辛料，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，す
し，たこ焼き，弁当，ラビオリ，即席菓子のもと，パスタソース，米，脱穀済みのえん麦，脱
穀済みの大麦，食用粉類
【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，家庭用電気トー
スターの貸与，家庭用電子レンジの貸与，家庭用ホットプレートの貸与，業務用加熱調理
機械器具の貸与，業務用食器乾燥機の貸与，業務用食器洗浄機の貸与，加熱器の貸
与，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
【30】甘酒
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今週の出願（類似群限定：30A01）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

89

業務材料たおるや

通常

2012/8/9

2012-064785 ケーアイ商事株式会社

90

ぼっちめぐり

通常:
標準

2012/8/9

2012-064805 有限会社ひまわり

30
30

【30】ようかん

30

【30】ようかん

30
14,18,25,35

91

Ｍｒ． ＪＵＮ

92

スポーツようかん

93

スポかん

94

ＳＰＯＲＴＳ ＹＯ―ＫＡＮ

通常:
標準

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

2012/8/9

2012-064815 株式会社ジュン

2012/8/9

2012-064822 井村屋グループ株式会社

2012/8/9

2012-064823 井村屋グループ株式会社

2012/8/9

2012-064824 井村屋グループ株式会社

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

指定商品・役務
【35】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
【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，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，即席菓子のもと
【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
【30】ようかん

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
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19／32

今週の出願（類似群限定：30A01）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
29,30

95

八重美人

通常:
標準

2012/8/9

2012-064835 会津天宝醸造株式会社

96

学長丸かじり

通常:
標準

2012/8/9

2012-064836 国立大学法人山口大学

97

あいはら

98

ジオ菓子

99

幸せの愛ちゃん大福

通常

通常:
標準
通常:
標準

2012/8/9

2012-064891 中澤 理惠子

2012/8/9

2012-064893 寺島 春菜

2012/8/9

2012-064906 株式会社オランダ家

30

指定商品・役務
【29】野菜の漬物，果実の漬物，加工野菜及び加工果実，肉製品，加工水産物，油揚げ，
凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，お茶漬けのり，ふりかけ，なめ物，豆
【30】みそ，甘酒，甘酒のもと，酒かす，菓子及びパン，穀物の加工品，即席菓子のもと，
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
【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

29,30,43

【29】加工水産物，肉製品，食用魚介類（生きているものを除く。），レトルトカレー
【30】飯ずし，グラタン，しゅうまい，まんじゅう
【43】飲食物の提供

30

【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，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
【30】大福

30

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

100

§ＪｕＩＣＥ ＺＯＮＥ＼ＦＲＥＳＨ
＆ ＨＥＡＬＴＨＹ Ｃａｆｅ

通常

2012/8/9

2012-064914

株式会社Ｆｒｅｓｈ ＆ Ｈｅａｌｔｈｙ Ｂｒａ
ｎｄｓ Ｊａｐａｎ

35
101

§ｙｏ－ｇｏｏｄ

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。

2012-064915

株式会社Ｆｒｅｓｈ ＆ Ｈｅａｌｔｈｙ Ｂｒａ
ｎｄｓ Ｊａｐａｎ

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

【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
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今週の出願（類似群限定：30A01）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
29,30,43

102

￠ロティーズトウキョウ＼Ｒｏｔｉｅ
通常
ｓ Ｔｏｋｙｏ

103

食前習慣

104

食前ガム習慣

105

ほろほろ焼

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

2012/8/9

2012-064929 藤森 文久

2012/8/9

2012-064933 太陽化学株式会社

2012/8/9

2012-064937 太陽化学株式会社

2012/8/9

2012-064946 株式会社金吾堂製菓

30
30

【30】チューインガム，その他のガム入りの菓子及びパン

30

【30】茶，コーヒー，ココア，冷菓，おしるこ，甘酒，その他の菓子，パン，サンドイッチ，中華
まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパイ，シロップ（調味料），その他の調
味料，アイスクリームのもと，シャーベットのもと，即席菓子のもと，飲食用のプロポリス，
飲食用のローヤルゼリー
【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
【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

03,05,08,18,21,25,3
0,32,44
106

ＫＡＮＥＢＯ

通常:
標準

2012/8/9

2012-064971 花王株式会社

35,36
107

鮮場やっちゃば

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。

指定商品・役務
【29】肉又は肉製品を主材とする惣菜，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（「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。），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，その
他の加工水産物，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，お茶漬け昆布，豆，食
用油脂製造用の脂肪質性物質，スライス済みパン用ファットスプレッド
【30】肉又は肉製品を使用した弁当，その他の弁当，穀物を主材とする惣菜，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，みそ，ウースターソース，グレービーソース，ケチャップソース，しょうゆ，食
酢，酢の素，そばつゆ，ドレッシング，ホワイトソース，マヨネーズソース，焼肉のたれ，角
砂糖，果糖，氷砂糖，砂糖，麦芽糖，はちみつ，ぶどう糖，粉末あめ，水あめ，ごま塩，食
塩，すりごま，セロリーソルト，うま味調味料，その他の調味料，香辛料，穀物の加工品，
ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，ラビオリ，パスタソース，米，脱穀済みのえん麦，脱
穀済みの大麦，ココア製品
【43】飲食物の提供，飲食物の提供に関する情報の提供，飲食店の予約の取次ぎ，飲食
店の予約の取次ぎに関する情報の提供，飲食物のメニュー・レシピ又は食材に関する情
報の提供，ケータリング，ケータリングに関する情報の提供，休憩施設の提供，休憩施設
の提供に関する情報の提供，宿泊施設の提供，宿泊施設の提供に関する情報の提供，
宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ
に関する情報の提供，宿泊施設の予約の取次ぎ，宿泊施設の予約の取次ぎに関する情
報の提供，宿泊施設の予約状況に関する情報の提供，家庭用電気トースターの貸与，家
庭用電気トースターの貸与に関する情報の提供，家庭用電子レンジの貸与，家庭用電子
レンジの貸与に関する情報の提供，家庭用ホットプレートの貸与，家庭用ホットプレートの
貸与に関する情報の提供 業務用加熱調理機械器具の貸与 業務用加熱調理機械器具
【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，調味料，香辛料，穀物の加工品，食用粉類

2012-064997 株式会社東北青果流通センター

Copyright(c)2006 info-sonar corp. All Rights Reserved.
URL:http://www.tm-library.com/
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今週の出願（類似群限定：30A01）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
16,28,29,30,32

108

Ｖ・ファーレン長崎

通常:
標準

2012/8/9

30
30

【30】コーヒー，コーヒー豆，茶，菓子，ココア

30

【30】コーヒー，コーヒー豆，茶，菓子，ココア

2012-065114 株式会社 Ｖ・ファーレン長崎

28,29,30,32

109

§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

110

111
112
113

図形商標

通常

通常:
標準
通常:
Ｂｉｔｔｅｒ ｆｏｒ ｔｈｅ ｎｅｗ ｗｏｒｌｄ
標準
通常:
Ｐｒｏｊｅｃｔｉｎｇ Ｂｉｔｔｅｒ
標準
苦味の新境地

2012/8/9

2012-065116 株式会社 Ｖ・ファーレン長崎

2012/8/9

2012-065119 株式会社ポッカコーポレーション

2012/8/9

2012-065120 株式会社ポッカコーポレーション

2012/8/9

2012-065121 株式会社ポッカコーポレーション

※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
【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
【30】コーヒー，コーヒー豆，茶，菓子，ココア

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：30A01）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
35,36,39,41,43

114

四万十ノ株式会社

通常

2012/8/9

2012-065125 四万十ノ株式会社

29,30,33

115

うなぎいも

通常:
標準

2012/8/9

2012-065132 有限会社コスモグリーン庭好

05,29,30,32

116

亀田製▲菓▼∞Ｋ‐２

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。

2012-065135 亀田製菓株式会社

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

指定商品・役務
【35】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
【29】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，ポタージュスープ，即席ポタージュスープのもと，お茶漬けのり，ふりかけ，さつ
まいもを主材とする加工野菜，さつまいもを主材とする惣菜，さつまいもを主材とするペー
スト，コロッケ，干し芋，焼き芋，大学芋，野菜を主材とするレトルトパウチされた惣菜
【30】菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパ
イ，アイスクリーム，カステラ，パイ，かりんとう，砂糖漬け，だんご，もち菓子，もなか，よう
かん，クッキー，チョコレート，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，う
どんの麺，スパゲッティの麺，マカロニ，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，ドーナッツのもと，プリンのもと，ホットケーキのもと，パスタソース，食
用粉類
【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，
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今週の出願（類似群限定：30A01）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

29,30,31,32,33,35,4 【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，
3

117

ＵｐＴａｂｌｅ

通常:
標準

2012/8/10 2012-065159 株式会社ＵｐＴａｂｌｅ

35,43

118

高原の駅

通常:
標準

2012/8/10 2012-065180 丸大食品工業株式会社

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

24／32

今週の出願（類似群限定：30A01）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
35,41

119

図形商標

通常

2012/8/10 2012-065185 庄内空港ビル株式会社

35,44
120

黄色い＼ステッキ

121

９０２∞ＣＲＥＰＥ ＭＡＲＫＥＴ

122

獣電戦隊キョウリュウジャー

123

キレイ ｄｅ 元気

通常

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

30

【30】クレープ

30

【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，みそ，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，すし，たこ焼き，弁
当，ラビオリ，米，脱穀済みのえん麦，脱穀済みの大麦
【30】菓子及びパン

2012/8/10 2012-065202 株式会社チャウダーズ

2012/8/10 2012-065228 東映株式会社
2012/8/10 2012-065246 株式会社美多加堂

30
05,30,35

124

図形商標

通常

指定商品・役務
【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

2012/8/10 2012-065261 ティーライフ株式会社

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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【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
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今週の出願（類似群限定：30A01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

125

商標（見本）

商標

天華の雫

種別

通常

126

Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｍａｎｇｏ＼クリスマ
通常
ス マンゴ

127

ＤＡＴＡＭＥＮＡ

128

ミルクーヘン

129

Ｌａｔｔｅｌａ

130

ラテロワ

131

Ｃｒｅｍ

132

Ｍｅｌｔｉｍｏ

133

ｓｏｆｍｏ

134

Ｇｌｉｃｏ＼クリスピー

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

29,30

【29】冷凍果実，加工野菜及び加工果実，カレー・シチュー又はスープのもと
【30】菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパ
イ，アイスキャンディー，アイスクリーム，シャーベット，アイスクリームのもと，シャーベット
のもと，即席菓子のもと

29,30

【29】マンゴ入りのカレー・シチュー又はスープのもと
【30】マンゴ入りのアイスキャンディー，マンゴ入りのアイスクリーム，マンゴ入りのシャー
ベット，マンゴ入りの菓子，マンゴ入りのパン，マンゴ入りのサンドイッチ，マンゴ入りの中
華まんじゅう，マンゴ入りのハンバーガー，マンゴ入りのピザ，マンゴ入りのホットドッグ，マ
ンゴ入りのミートパイ，マンゴ入りのアイスクリームのもと，マンゴ入りのシャーベットのも
と，マンゴ入りの即席菓子のもと

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
30
2012/8/10 2012-065286 株式会社ラ・テール

【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
【30】ミルクを使用して成る菓子及びパン

2012/8/10 2012-065267 有限会社農果村塾

2012/8/10 2012-065268 有限会社農果村塾

2012/8/10 2012-065289 江崎グリコ株式会社
2012/8/10 2012-065290 江崎グリコ株式会社
2012/8/10 2012-065291 江崎グリコ株式会社
2012/8/10 2012-065292 江崎グリコ株式会社
2012/8/10 2012-065293 江崎グリコ株式会社

30

【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

30

【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

30

【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

30

【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

30

【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

30

【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

30

【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

05,30

【05】医療用口腔洗浄剤，薬剤，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
【30】口中清涼効果を有する菓子，口臭を消すための菓子，茶，コーヒー，ココア，菓子，パ
ン，調味料，香辛料，穀物の加工品，即席菓子のもと
【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

2012/8/10 2012-065294 江崎グリコ株式会社

135

ＰＲＥＴＺ＼クリスピー

通常

2012/8/10 2012-065295 江崎グリコ株式会社

136

ＢＬＡＣＫ ＫＩＬＬＥＲ

通常:
標準

2012/8/10 2012-065310 株式会社ハーバー研究所

137

ＧＲＥＥ

分割:
標準

2012/8/10 2012-065312 グリー株式会社

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

30
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今週の出願（類似群限定：30A01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

138

139

商標（見本）

商標

ＲＡＦＦＩＮＥ

種別

通常

出願日

出願番号

出願人／権利者

通常

140

ＢＥ－ＫＩＮＤ

通常:
標準

2012/8/10 2012-065333 カインド エル エル シー

141

浜名湖ミュージアム

通常:
標準

2012/8/10 2012-065335 鈴木 克典

Ｓａｒａｂｅｔｈ’ｓ

通常

デ∞デミかっちゃん

通常

2012/8/10 2012-065351 株式会社スタンダード

144

ひらたけｍｉｓｏ

通常:
標準

2012/8/10 2012-065352 原田 和典

ＯＫ∞ミートチーズ

146

正宗胡椒餅

147

ＭｃＶＩＴＩＥ’Ｓ ＴＡＸＩ

148

ＣＡＲＲ’Ｓ ＭＥＬＴＳ

149

ＰＥＮＧＵＩＮ

通常

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

【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

29,30

【29】加工済みのナッツ類，乾燥果実，乾燥野菜，乳製品，加工野菜及び加工果実，加工
済み種子
【30】米を原料とするスナック菓子，小麦粉を主原料とするスナック菓子，加工済みナッツ
類・加工済み果実・加工済み種子類・穀物を原料とするスナック菓子，穀物の加工品，加
工済みナッツ類及び加工済みの種子類を原料とするスナック菓子，乳製品を主原料とす
【30】菓子

2012/8/10 2012-065387

30
30

【30】朝食用穀物食，アイスクリーム，マフィン，ペストリー（菓子），ペストリー（生地），菓
子，パン，ケーキ，タルト，パイ，クレームブリュレ，プディング，チョコレートトリュフ，チョコ
レートムース，クッキー，ブリンツ，グラノーラ，ホットケーキのもと，ワッフルのもと，ワッフ
ル，ミックス粉，即席菓子のもと，食用粉類，コーヒー，ココア，茶，ワッフル用トッピングシ
ロップ，シロップ（調味料），シロップ状の甘味料，ホットケーキ，アイスクリーム付ホットケー
キ

30

【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，サンドイッチ，ハンバーガー，ホットドッグ，デミグラ
スソース，かつ丼のたれ，穀物の加工品，おにぎり，かつ丼，その他の弁当，パスタソース

30

【30】みそ，ぎょうざ，サンドイッチ，しゅうまい，肉まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，べんとう

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
【30】菓子，パン，サンドイッチ，中華まんじゅう，ハンバーガー，ピザ，ホットドッグ，ミートパ
イ，穀物の加工品，餅，ぎょうざ，しゅうまい，弁当，ラビオリ

サラベスズ キッチン インコーポ
レーテッド

143

145

35
2012/8/10 2012-065323 新日本製薬 株式会社

2012/8/10 2012-065344

株式会社琉球食品
有賀 俊二

2012/8/10 2012-065389 株式会社六木商事

30

ユナイテッド・ビスケッツ（ユーケー）リ 30
ミテッド
ユナイテッド・ビスケッツ（ユーケー）リ 30
2012/8/10 2012-065408
ミテッド
ユナイテッド・ビスケッツ（ユーケー）リ 30
2012/8/10 2012-065409
ミテッド
2012/8/10 2012-065407

※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】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

2012/8/10 2012-065321 新日本製薬 株式会社

§ＲＡｆｆＩＮＥ

142

区分
35
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【30】ウエハースを使用したビスケット，菓子
【30】塩味のビスケット，クラッカー，菓子
【30】ビスケット，チョコレートでコーティングしたビスケット，菓子

27／32

今週の出願（類似群限定：30A01）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
29,30

150

151

いっしょが＼いいね

キノッピオ＼Ｃｈｉｎｏｐｐｉｏ

通常

通常

152

モッチボーノ＼ＭＯＣＣＩＢＵＯＮ
通常
Ｏ

153

さくさくきなこ大豆

154

155

156

通常:
標準

素材のおいしさ、＼素材屋＼そ
通常
のままに。∞日進堂＼謹製

つ・い・つ・い

通常

つ・い・つ・い＼ＴＷＨＹ ＴＷＨＹ 通常

指定商品・役務

30

【29】肉製品，肉類を主材とする惣菜，加工水産物，魚介類を主材とする惣菜，加工野菜
及び加工果実，野菜を主材とする惣菜，果実を主材とする惣菜，豆腐を主材とする惣菜，
油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，卵を主材とする惣菜，カレー・シチュー
又はスープのもと，混ぜご飯のもと，肉を主材とするおせち料理の詰め合わせ
【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，みそ，ソース（調味料），野菜炒めソース，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，穀物の加工品，冷凍パン生地，穀物を主材とする惣菜，ぎょうざ，
しゅうまい，すし，たこ焼き，弁当，ラビオリ，ごはん，五目ごはん，パスタソース，米，脱穀
【30】菓子，パン

30

【30】菓子，パン

30

【30】菓子

30

【30】菓子

30,35,43

【30】あられ，その他の菓子及びパン
【35】あられ・その他の菓子及びパンの小売り又は卸売りの業務において行なわれる顧客
に対する便益の提供
【43】日本料理を主とする飲食物の提供，茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を
主とする飲食物の提供

30,35,43

【30】あられ，その他の菓子及びパン
【35】あられ・その他の菓子及びパンの小売り又は卸売りの業務において行なわれる顧客
に対する便益の提供
【43】日本料理を主とする飲食物の提供，茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を
主とする飲食物の提供

2012/8/10 2012-065467 石井食品株式会社

2012/8/10 2012-065484 株式会社アッシュ・セー・クレアシオン

2012/8/10 2012-065485 株式会社アッシュ・セー・クレアシオン

2012/8/10 2012-065488 日進堂製菓株式会社

2012/8/10 2012-065489 日進堂製菓株式会社

2012/8/10 2012-065575 株式会社つ・い・つ・い

2012/8/10 2012-065576 株式会社つ・い・つ・い

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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今週の出願（類似群限定：30A01）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

03,07,09,11,29,32,3 【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

157

図形商標

通常

158

グランエクレール ＧｒａｎｄＥｃｌａｉ 通常:
ｒ
標準

159

小川の庄 おやき村

160

タイヨーメディケア

161

ＴＡＩＹＯＭＥＤＩＣＡＲＥ

30

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・
【30】菓子及びパン，コーヒー及びココア
【35】飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，加盟
店において特典を受けられる会員カード・クーポンの発行又はそれらの代行及び仲介，コ
ンピュータネットワークなどの通信による会員カード・クーポンの発行及び情報の提供，そ
の他のトレーディングスタンプの発行，商品の販売に関する情報の提供，飲食料品の販
【30】あん・野菜・漬けもの又は肉入りおやき

30

【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，調味料，香辛料，穀物の加工品，食用粉類

30

【30】茶，コーヒー及びココア，菓子及びパン，調味料，香辛料，穀物の加工品，食用粉類

30

【30】調味料，サンドイッチ，すし，ハンバーガー，ピザ，弁当，ホットドッグ，菓子及びパン

30

【30】食酢・バルサミコ・黒酢・ビネガー・ゴマを北海道で採取された野草と野菜と果実と海
藻を発酵させた酵素を使用した調味料，北海道で採取された野草と野菜と果実と海藻を
発酵させた酵素を使用した茶，北海道で採取された野草と野菜と果実と海藻を発酵させた
酵素を使用した菓子及びパン

30

【30】茶，穀物の加工品（強化米），ドレッシング，みそ，菓子（クッキー・クラッカー・ワッフ
ル）

30,33

【30】菓子，パン
【33】日本酒，洋酒，果実酒，酎ハイ，薬味酒

30

【30】菓子，パン

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

30,35

162

きじひき高原

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

通常

163

北海道酵素＼Ｈｏｋｋａｉｄｏ Ｅｎｚ
通常
ｙｍｅ＼ホッカイドウ エンザイム

164

ＲｉｎｇＬｉｎｋ

165

霧がない

166

のんのこ

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

2012/8/7

2012-066788 株式会社銀座コージーコーナー

2012/8/6

2012-066805 株式会社小川の庄

2012/8/6

2012-066822 株式会社タイヨーラボ

2012/8/6

2012-066831 株式会社タイヨーラボ

2012/8/6

2012-067185 川端 洋子

2012/8/6

2012-067186 川端 洋子

2012/8/7

2012-067196 有井 須美

2012/8/7

2012-067199 竹本 匡次

2012/8/7

2012-067209 古賀 春生

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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今週の出願（類似群限定：30A01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

167

168

商標（見本）

商標

§Ｉ入

§入

169

§愛入

170

愛入り

171

Ｉ入

172

あいいり

173

図形商標

種別

通常

通常

通常

通常:
標準
通常:
標準
通常:
標準

通常

出願日

2012/8/9

2012/8/9

出願番号

2012-067574

2012-067575

2012/8/9

2012-067576

2012/8/9

2012-067579

2012/8/9
2012/8/9

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。

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

30,43

【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，コーヒー豆
【43】飲食物の提供

30,43

【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，コーヒー豆
【43】飲食物の提供

30,43

【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，コーヒー豆
【43】飲食物の提供

30,43

【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，コーヒー豆
【43】飲食物の提供

30,43

【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，コーヒー豆
【43】飲食物の提供

30,43

【30】茶，コーヒー，ココア，菓子，パン，コーヒー豆
【43】飲食物の提供

35

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

株式会社アイエスエフネットハーモ
ニー

株式会社アイエスエフネットハーモ
ニー

株式会社アイエスエフネットハーモ
ニー

株式会社アイエスエフネットハーモ
ニー
株式会社アイエスエフネットハーモ
2012-067580
ニー
株式会社アイエスエフネットハーモ
2012-067581
ニー

2012-067590 高鍋商工会議所

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

30／32

今週の出願（類似群限定：30A01）2012.08.05～2012.08.11.xls
No.

174

175

176

177

商標（見本）

商標

種別

§ＮＯ ＣＨＡＮＰＯＮ ＮＯ ＬＩＦ
Ｅ！∞全国＼ご当地ちゃんぽん 通常
＼連絡協議会

京都 黒豆屋

カタヤキカステラ

静岡ピザ

通常

通常

通常

出願日

2012/8/7

2012/8/8

2012/8/8

2012/8/9

出願番号

出願人／権利者

2012-068033 株式会社大川

179

然ねん

通常:
標準

2012/8/9

2012-068048 宇野 素代子

§慈恩寺

通常

30

【30】菓子及びパン

30

【30】食用粉類，ピザ，ピザ風味のパイ，ミートパイ，パイ，ホットドッグ，ピロシキ，べんと
う，菓子及びパン

30

【30】食用粉類，ピザ，ピザ風味のパイ，ミートパイ，パイ，ホットドッグ，ピロシキ，べんと
う，菓子及びパン

30

【30】自然薯を原料の一部に用いた菓子及びパン

03,30

【03】米粉を使用した石鹸，米粉を使用した化粧品
【30】米粉を使用した菓子及びパン，米粉を使用した麺，米粉

29,30,31,33,43

【29】油揚げ，こんにゃく，豆腐，納豆
【30】菓子及びパン，調味料，米，食用粉類
【31】野菜，果物
【33】日本酒，果実酒，薬味酒
【43】飲食物の提供

2012-068032 株式会社大川

2012/8/9

181

【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

2012-067616 田中 隆史

通常

通常

35
2012-067598 農事組合法人グリーン日吉

お好みピザ

§Ｈａｋｕｍａｉｂｉｊｉｎ＼白米美人

指定商品・役務
【30】中華まんじゅう，調味料，香辛料，穀物の加工品，すし，弁当，即席菓子のもと

2012-067592 林田 真明

178

180

区分
30

2012/8/10 2012-068410 ライスアルバ株式会社

2012/8/10 2012-068411 宗教法人本山慈恩寺

※一項内に表示される最大データ長は3624Byteです。
指定商品など文字数の多いデータは途中で切れることがあります。
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No.
182

商標（見本）

商標
カレー大根

種別
通常:
標準

出願日

出願番号

出願人／権利者

2012/8/10 2012-068476 株式会社みやま食品工業

区分
29,30
16,30

183

184

185

186

ＮｅｗＨｏｒｉｚｏｎ

通常

マド
ＧＩＯＲＧＩＯ ＳＯＵＴＨＷＥＳＴ Ｐ プロ:
通常:
ＩＺＺＡ
標準

マド
§Ｄ∞ＤＥＬＡＦＡＩＬＬＥ＼ＣＨＯＣ
プロ:
ＯＬＡＴＩＥＲ－ＢＥＬＧＩＵＭ
通常

ＨＯＫＵＬＡＮＩ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/10 2012-068482 株式会社ニューホライズン

30

【30】Pizza.
【30】ピザ

30

【30】Chocolate; sugar-free chocolate and chocolate with low sugar content; chocolate
products; biscuits, cookies, pastry and confectionery, chocolate cookies, chocolate
cakes, edible ices.
【30】チョコレート，砂糖が入っていないチョコレート及び砂糖含有量が少ないチョコレート，
チョコレート製品，ビスケット，クッキー，ペストリー（生地）及び菓子，チョコレートクッキー，
チョコレートケーキ，氷菓

25,30,35

【25】Headgear, namely, hats, caps and visors; shirts; T-shirts.
【30】Bakery goods; bakery goods, namely, cup cakes and cookies; bakery products.
【35】Retail bakery shops.
【25】帽子、すなわち山と縁のある帽子，縁なし帽子及びバイザー，ワイシャツ類及びシャ
ツ，ティーシャツ
【30】ベーカリー製品，ベーカリー製品、すなわちカップケーキ及びクッキー，ベーカリー製
品
【35】パン屋で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
【11】Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes; alcohol burners; barbecues; burners
(apparatus for cooking); burners, including burners for lamps; chandeliers; electric coffee
filters; electric coffee machines, including espresso coffee machines; electric coffee
machines; electric coffee percolators; coffee roasters; refrigerating containers; cookers;
cooking apparatus and installations; electric cooking utensils; electric deep friers; plate
warmers; filters for drinking water; cooking rings, non-electric; cooking rings; friction
lighters for igniting gas; gas burners; gas lamps; gas lighters; grills (cooking apparatus);
grilling apparatus (apparatus for cooking), including picnic grills; grills, electric; grill
skewers; devices for lighting grills; hearths; immersion heaters; hot plates (dishes
reheaters); electric kettles; kitchen ranges (ovens); burners, glasses, globes, reflectors
【29】Edible oils.
【30】Pasta and rice.
【29】食用油
【30】パスタ及び米

2012/8/10 2012-358154 Ｇｉｏｒｇｉｆｒｅｄ Ｃｏｍｐａｎｙ

2012/8/10 2012-358861

ＤＥＬＡＦＡＩＬＬＥ， ｎａａｍｌｏｚｅ ｖｅｎｎ
ｏｏｔｓｃｈａｐ

2012/8/11 2012-359102 Ｈｏｋｕｌａｎｉ Ｂａｋｅｒｙ Ｉｎｃ．

11,21,30

187

Ｂ．ＯＶＥＲ

マド
プロ:
通常:
標準

2012/8/10 2012-359167 Ｐｉ－Ｄｅｓｉｇｎ ＡＧ

29,30
188

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

指定商品・役務
【29】大根を加味してなる即席カレー，大根を加味してなるレトルトカレー，大根を加味して
なるカレーのもと，大根を原料とする乾燥野菜，大根を原料とする漬物，大根を用いた加
工野菜
【16】紙類，紙製包装用容器，印刷物
【30】米，食用粉類，菓子及びパン

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。

2012-359566 Ｆｏｎｄａｚｉｏｎｅ Ｃａｍｐａｇｎａ Ａｍｉｃａ
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No.

189

190

商標（見本）

商標

種別

￠Ｅｓｐｒｅｓｓｏ∞１８８２

マド
プロ:
通常

ＵＰＭ ＢｉｏＶｅｒｎｏ

マド
プロ:
通常:
標準

出願日

出願番号

2012/8/10 2012-359934

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。

出願人／権利者

区分

指定商品・役務

30

【30】Coffee, mixtures of coffee, coffee extracts, artificial coffee.
【30】コーヒー，コーヒーの混合物，コーヒーエキス，代用コーヒー

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

ＣＡＳＡ ＤＥＬ ＣＡＦＦＥ’ ＶＥＲＧＮＡ
ＮＯ Ｓ．Ｐ．Ａ．

2012-360576 ＵＰＭ－Ｋｙｍｍｅｎｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
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